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概要

この文書では、On-Demand Routing（ODR; オンデマンド ルーティング）に関する FAQ につい
て説明します。

Q. ODR とは何ですか。だれが使用できますか。

A. オンデマンド ルーティングはルーティング プロトコルではありません。 Cisco Discovery
Protocol（CDP）を使用して、IP プレフィックスを伝播します。 ハブ アンド スポーク VPN トポ
ロジにおいて、スポーク ルータが、ハブ以外の他のルータに接続していないことによってスタブ
ルータとして動作する場合に、ODR は最適なソリューションです。 ネットワーク内で Cisco ル
ータだけを使用し、Cisco IOS® 11.2 以降を実行する場合は、ODR を使用できます。 ダイナミッ
ク プロトコルを実行しているネットワーク環境（ISP など）では、ODR は適していません。 詳
細については、「オンデマンド ルーティングの設定」を参照してください。

Q. ODR はどのように設定できますか。

A. ハブ ルータで router odr コマンドを設定し、スポーク ルータですべてのダイナミック ルーテ
ィング プロトコルをオフにします。 スポーク ルータは、CDP を使用して自動的に自分のサブネ
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ットのアドバタイズを開始します。 スポーク ルータには router odr コマンドは不要です。 ODR
の設定の詳細については、「オンデマンド ルーティングの設定」を参照してください。

Q. ODR が実行されているスタブ ルータから、リモート アドレスにパケットが送
信される場合、宛先はどのように決定されるのですか。

A. router odr コマンドを使用して、ハブで ODR を起動します。 次に、スポークが CDP を使用し
て IP プレフィックスを送信します。 CDP の拡張部分は 5 バイトで、接続されているサブネット
の IP アドレスにサブネット マスクが 1 バイト追加されています。

Q. ODR では、セカンダリ アドレスとして設定されている IP サブネットがアドバ
タイズされないのはなぜですか。

A. この制限は、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1 以降で解決されています。

Q. ポイントツーマルチポイント インターフェイスでは ODR をどのように実行で
きますか。

A. ポイントツーマルチポイント インターフェイスで ODR を実行するには、CDP を有効にする
必要があります。 デフォルトでは、CDP はすべてのポイントツーマルチポイント インターフェ
イスで無効です。 cdp enable コマンドを使用して、ODR アップデートを受信するようにインタ
ーフェイスを設定してください。

Q. IGP またはスタティック ルートを ODR に再配布するにはどうすればよいです
か。

A. ODR には、ハブ側からもスポーク側からも、ルートを再配布できません。 スポーク側では、
接続されているインターフェイスの IP プレフィックスの伝搬に CDP を使用するため、ODR を
有効にする必要はありません。そのため、スポーク側では、ODR を有効にしないでください。

ハブ以外をポイントするスタティック ルートがスポークにある場合、スポークはスタブ ルータと
して機能しなくなります。 これは中継ルータになります。 ODR は中継ルータ向けではありませ
ん。また、ODR をこのような環境で使用することは推奨されません。

ハブからスポークへのルートの再配布に関して、スポークに出力点が 1 つしかない場合は、常に
ハブをポイントするデフォルト ルートが使用されます。 使用される Cisco IOS ソフトウェア リ
リースによっては、このデフォルト ルートはスポークで手動で設定されるか、または ODR がハ
ブで有効にされた後にハブから CDP 経由で学習します。 冗長性を確保するため 2 台のハブ ルー
タを使用している場合、ODR は適切に機能します。 ロード バランシングを行うか、1 つのリン
クをバックアップとして保持できます。

Q. マルチベンダー環境で ODR を実行できますか。

A. はい、ODR はマルチベンダー環境で実行できます。 シスコ製ではないルータはスポークとし
て使用する必要があります。 ODR を実行するのはハブ ルータなので、スポークとして動作して
いるシスコ製ではないルータに関する情報は受信しません。 このことから、シスコ以外のスポー
クとハブの間では標準ルーティング プロトコル（RIP や OSPF など）を使用することが推奨され
ます。 残りのスポーク ルータがシスコ製ルータの場合でも、ハブ ルータで ODR を実行できま
す。 詳細については、「大規模スタブ ネットワークの設計」ホワイト ペーパーを参照してくだ
さい。
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Q. ODR は CPU を集中的に使用しますか。

A. いいえ。ODR は CDP を使用しており、CDP は 1 分間隔でレイヤ 2 経由で小さなパケットを
送信するため、ODR は CPU 集中的に使用しません。 タイマーをより厳しい値に設定しても、
CPU 使用率は高くなりません。

Q. ODR を実行するハブ ルータにはいくつのスポークを使用できますか。

A. シスコでは、1000 のスポークを使用する ODR をテストし、CPU 使用率が最大 4% 上昇した
ことが確認されました。 このテストは、Cisco 7206 ルータで 150 MHz の NPE プロセッサによ
り行いました。 テストの詳細については、「大規模スタブ ネットワークの設計」ホワイト ペー
パーを参照してください。

Q. 迅速なコンバージェンスのために ODR のタイマーを調整できますか。

A. はい、timers basic コマンドを使用すれば、ODR タイマーを調整できます。 この方法の詳細
については、「大規模スタブ ネットワークの設計」ホワイト ペーパーを参照してください。

Q. ODR に複数のハブを使用できますか。

A. はい、複数のハブを ODR で使用できます。 すべてのハブは完全にメッシュ化されており、ハ
ブ間で IGP を実行する必要があります。 このように設定しておけば、1 台のハブがダウンしても
、スポークは引き続きネットワークのバックボーンに接続できます。

Q. スポーク ルータで ODR とダイナミック ルーティング プロトコルを有効にでき
ますか。

A. いいえ。 スポーク ルータでダイナミック ルーティング プロトコルを有効にすると、ODR が
機能しなくなります。 スポーク ルータが CDP を介して自分のサブネットをハブに送信する際に
は、ルータで何らかのルーティング プロトコルが有効になっているかどうかがチェックされます
。 ダイナミック ルーティング プロトコルが検出されると、サブネットのアドバタイズが停止し
ます。

Q. ハブ ルータで ODR とダイナミック ルーティング プロトコルを実行できますか
。

A. はい。 ODR とダイナミック ルーティング プロトコルはハブ ルータで実行できます。

Q. 任意のダイナミック ルーティング プロトコルに、ODR を再配布できますか。

A. はい。 任意のダイナミック ルーティング プロトコルに、ODR を再配布できます。 再配布で
きるのは、ハブ ルータだけです。 ODR 設計の詳細については、「大規模スタブ ネットワークの
設計」ホワイト ペーパーを参照してください。

Q. スポーク ルータでスタティックなデフォルト ノードを設定する必要があります
か。

A. スポーク ルータにスタティックなデフォルト ルートを設定できるのは、12.0.5T より前の
Cisco IOS ソフトウェア リリースを使用している場合だけです。 Cisco IOS ソフトウェア リリー
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ス 12.0.5T 以降では、ハブからスポークへの自動デフォルト ルートを送信する新しい機能があり
ます。
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