
iBGPマルチパスロードシェアリング

このフィーチャモジュールでは、iBGPのマルチパスロードシェアリング機能について説明し
ます。この機能を使用すると、BGPスピーキングルータが宛先へのベストパスとして複数の
iBGPパスを選択できます。次に、このベストパスまたはマルチパスが、このルータの IPルー
ティングテーブルに組み込まれます。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリ

リースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してくだ

さい。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

iBGPマルチパスロードシェアリングの概要
ローカルポリシーが設定されていないボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）対応ルータ
が複数のネットワーク層到着達可能性情報（NLRI）を同じ宛先の内部 BGP（iBGP）から受信
すると、このルータは 1つの iBGPパスをベストパスとして選択します。次に、このベストパ
スが、このルータの IPルーティングテーブルに組み込まれます。たとえば、下の図では、自
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律システム 200へのパスは 3つありますが、ルータ 2は、自律システム 200へのパスの 1つを
ベストパスであると判断し、このパスだけを使用して自律システム 200に到達します。

図 1 : 1つのベストパスを持つ非マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トポロジ

iBGPのマルチパスロードシェアリング機能を使用すると、BGP対応ルータでは、複数の iBGP
パスを宛先へのベストパスとして選択できます。次に、このベストパスまたはマルチパスが、

このルータの IPルーティングテーブルに組み込まれます。たとえば、下の図のルータ 2で、
ルータ 3、4、および 5へのパスがマルチパスとして設定され、自律システム 200に到達するた
めに使用でき、結果として自律システム 200への負荷が均等に負担されます。

図 2 : 3つのマルチパスを持つ非MPLSトポロジ

iBGPのマルチパスロードシェアリング機能は、サービスプロバイダーバックボーンを持つ
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）バーチャルプライベートネットワーク（VPN）
と同様に機能します。たとえば、下の図のルータ PE1では、ルータ PE2、PE3、および PE4へ
のパスをマルチパスとして選択でき、サイト 2への負荷を均等に負担するために使用できま
す。
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図 3 : 3つのマルチパスを持つMPLS VPN

同じ宛先への複数のパスをマルチパスと見なすには、次の基準を満たす必要があります。

•すべての属性が同じである必要があります。属性には、加重、ローカルプリファレンス、
自律システムパス（長さだけでなく属性全体）、発信元コード、Multi Exit Discriminator
（MED）、および内部ゲートウェイプロトコル（IGP）距離が含まれます。

•各マルチパスのネクストホップルータが異なっている必要があります。

基準を満たしていて、複数のパスがマルチパスと見なされても、BGP対応ルータは、引き続き
マルチパスの 1つをベストパスに指定し、このベストパスをそのネイバーにアドバタイズし
ます。

iBGPマルチパスロードシェアリングの利点
複数の iBGPのベストパスを設定すると、ルータでは、特定のサイトを宛先とするトラフィッ
クを均等に負担できるようになります。

iBGPマルチパスロードシェアリングに関する制約事項

ルートリフレクタの制限事項

ルーティングテーブルに複数の iBGPパスがインストールされている場合、ルートリフレクタ
は 1つのパス（1つのネクストホップ）だけをアドバタイズします。

メモリ消費の制約事項

複数の iBGPパスがある BGPプレフィックス用の各 IPルーティングテーブルエントリは、約
350バイトの追加メモリを使用します。ルータの使用可能なメモリが少なく、特にルータがフ
ルインターネットルーティングテーブルを備えている場合は、この機能の使用を推奨しませ

ん。
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iBGPのマルチパスロードシェアリングの設定方法

iBGPマルチパスロードシェアリングの設定
iBGPマルチパスロードシェアリング機能を設定するには、ルータコンフィギュレーション
モードで次のコマンドを使用します。

目的コマンド

ルーティングテーブルにインストール

できる並列 iBGPルートの最大数を制
御します。

Device(config-router)# maximum-paths ibgp
maximum-number

iBGPのマルチパスロードシェアリングの確認
iBGPのマルチパスロードシェアリング機能が正しく設定されていることを確認するには、次
の手順を実行します。

手順の概要

1. show ip bgp network-number EXECコマンドを入力して、非MPLSトポロジのネットワーク
の属性を表示するか、show ipbgpvpnv4all ip-prefixEXECコマンドを入力して、MPLSVPN
のネットワークの属性を表示します。

2. show ip bgp network-number EXECコマンドまたは show ip bgp vpnv4 all ip-prefix EXECコマ
ンドを入力して得られる表示で、目的のマルチパスが「multipath」としてマークされてい
ることを確認します。マルチパスの 1つが「best」としてマークされていることに留意し
てください。

3. show ip route ip-address EXECコマンドを入力して、非MPLSトポロジのネットワークの
ルーティング情報を表示するか、show ip route vrf vrf-name ip-prefix EXECコマンドを入力
して、MPLS VPNのネットワークのルーティング情報を表示します。

4. show ip bgp ip-prefix EXECコマンドまたは show ip bgp vpnv4 all ip-prefix EXECコマンドを
入力して得られる表示で、「multipath」としてマークされたパスがルーティング情報に含
まれていることを確認します（ルーティング情報は、手順 3の実行後に表示されます）。

手順の詳細

ステップ 1 show ip bgp network-number EXECコマンドを入力して、非MPLSトポロジのネットワークの属性を表示す
るか、show ip bgp vpnv4 all ip-prefix EXECコマンドを入力して、MPLS VPNのネットワークの属性を表示
します。

例：

Device# show ip bgp 10.22.22.0
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BGP routing table entry for 10.22.22.0/24, version 119
Paths:(6 available, best #1)
Multipath:iBGP
Flag:0x820
Advertised to non peer-group peers:
10.1.12.12
22
10.2.3.8 (metric 11) from 10.1.3.4 (100.0.0.5)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath, best
Originator:100.0.0.5, Cluster list:100.0.0.4

22
10.2.1.9 (metric 11) from 10.1.1.2 (100.0.0.9)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Originator:100.0.0.9, Cluster list:100.0.0.2

22
10.2.5.10 (metric 11) from 10.1.5.6 (100.0.0.10)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Originator:100.0.0.10, Cluster list:100.0.0.6

22
10.2.4.10 (metric 11) from 10.1.4.5 (100.0.0.10)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Originator:100.0.0.10, Cluster list:100.0.0.5

22
10.2.6.10 (metric 11) from 10.1.6.7 (100.0.0.10)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Originator:100.0.0.10, Cluster list:100.0.0.7

Device# show ip bgp vpnv4 all 10.22.22.0

BGP routing table entry for 100:1:10.22.22.0/24, version 50
Paths:(6 available, best #1)
Multipath:iBGP
Advertised to non peer-group peers:
200.1.12.12
22
10.22.7.8 (metric 11) from 10.11.3.4 (100.0.0.8)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath, best
Extended Community:RT:100:1
Originator:100.0.0.8, Cluster list:100.1.1.44

22
10.22.1.9 (metric 11) from 10.11.1.2 (100.0.0.9)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Extended Community:RT:100:1
Originator:100.0.0.9, Cluster list:100.1.1.22

22
10.22.6.10 (metric 11) from 10.11.6.7 (100.0.0.10)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Extended Community:RT:100:1
Originator:100.0.0.10, Cluster list:100.0.0.7

22
10.22.4.10 (metric 11) from 10.11.4.5 (100.0.0.10)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Extended Community:RT:100:1
Originator:100.0.0.10, Cluster list:100.0.0.5

22
10.22.5.10 (metric 11) from 10.11.5.6 (100.0.0.10)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, multipath
Extended Community:RT:100:1
Originator:100.0.0.10, Cluster list:100.0.0.6
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ステップ 2 show ip bgp network-number EXECコマンドまたは show ip bgp vpnv4 all ip-prefix EXECコマンドを入力して
得られる表示で、目的のマルチパスが「multipath」としてマークされていることを確認します。マルチパ
スの 1つが「best」としてマークされていることに留意してください。

ステップ 3 show ip route ip-address EXECコマンドを入力して、非MPLSトポロジのネットワークのルーティング情報
を表示するか、show ip route vrf vrf-name ip-prefix EXECコマンドを入力して、MPLS VPNのネットワーク
のルーティング情報を表示します。

例：

Device# show ip route 10.22.22.0

Routing entry for 10.22.22.0/24
Known via "bgp 1", distance 200, metric 0
Tag 22, type internal
Last update from 10.2.6.10 00:00:03 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.2.3.8, from 10.1.3.4, 00:00:03 ago

Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.2.1.9, from 10.1.1.2, 00:00:03 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.2.5.10, from 10.1.5.6, 00:00:03 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.2.4.10, from 10.1.4.5, 00:00:03 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.2.6.10, from 10.1.6.7, 00:00:03 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

Device# show ip route vrf PATH 10.22.22.0

Routing entry for 10.22.22.0/24
Known via "bgp 1", distance 200, metric 0
Tag 22, type internal
Last update from 10.22.5.10 00:01:07 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.22.7.8 (Default-IP-Routing-Table), from 10.11.3.4, 00:01:07 ago

Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.22.1.9 (Default-IP-Routing-Table), from 10.11.1.2, 00:01:07 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.22.6.10 (Default-IP-Routing-Table), from 10.11.6.7, 00:01:07 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.22.4.10 (Default-IP-Routing-Table), from 10.11.4.5, 00:01:07 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

10.22.5.10 (Default-IP-Routing-Table), from 10.11.5.6, 00:01:07 ago
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1

ステップ 4 show ip bgp ip-prefix EXECコマンドまたは show ip bgp vpnv4 all ip-prefix EXECコマンドを入力して得られ
る表示で、「multipath」としてマークされたパスがルーティング情報に含まれていることを確認します
（ルーティング情報は、手順 3の実行後に表示されます）。
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iBGPのマルチパスロードシェアリングのモニタリングおよびメンテ
ナンス

iBGPのマルチパスロードシェアリング情報を表示するには、必要に応じて EXECモードで次
のコマンドを使用します。

目的コマンド

非MPLSトポロジのネットワークの
属性およびマルチパスを表示しま

す。

Device# show ip bgp ip-prefix

MPLSVPNのネットワークの属性お
よびマルチパスを表示します。

Device# show ip bgp vpnv4 all ip-prefix

非MPLSトポロジのネットワークの
ルーティング情報を表示します。

Device# show ip route ip-prefix

MPLS VPNのネットワークのルー
ティング情報を表示します。

Device# show ip route vrf vrf-name ip-prefix

設定例
設定例は両方とも、各パスの適切な属性が等しく、各マルチパスのネクストホップルータが

異なっていることを前提としています。

例：非MPLSトポロジでの iBGPのマルチパスロードシェアリング
設定例は両方とも、各パスの適切な属性が等しく、各マルチパスのネクストホップルータが

異なっていることを前提としています。

次の例は、非MPLSトポロジで iBGPのマルチパスロードシェアリング機能をセットアップ
する方法を示します（下の図を参照）。
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図 4 :非MPLSトポロジの例

ルータ 2の設定

router bgp 100
maximum-paths ibgp 3

例：MPLS VPNトポロジでの iBGPのマルチパスロードシェアリング
次の例は、MPLS VPNトポロジで iBGPのマルチパスロードシェアリング機能をセットアッ
プする方法を示します（下の図を参照）。

図 5 : MPLS VPNトポロジの例

ルータ PE1の設定

router bgp 100
address-family ipv4 unicast vrf site2
maximum-paths ibgp 3
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference』BGPコマンド

『IPルーティング：BGPコンフィギュレーションガ
イド』の「MPLS-VPNにおける eBGPおよび iBGP
に対する BGPマルチパスロードシェアリング」モ
ジュール

MPLS-VPNにおける eBGPおよび iBGP
に対する BGPマルチパスロードシェ
アリング

『IPルーティング：BGPコンフィギュレーションガ
イド』の「BGPリンク帯域幅」モジュール

自律システムの出口リンクの帯域幅の

拡張コミュニティとしてのアドバタイ

ズ

標準

タイト

ル

標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、

既存の標準のサポートは変更されていません。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XEソフト
ウェアリリース、およびフィーチャセットのMIB
の場所を検索しダウンロードするには、次の URL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

この機能によってサポートされる新しい

MIBまたは変更されたMIBはありませ
ん。またこの機能による既存MIBのサ
ポートに変更はありません。

RFC

タイト

ル

RFC

—この機能によりサポートされた新規 RFCまたは改訂 RFCはありません。またこの
機能による既存 RFCのサポートに変更はありません。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
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テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントの

Webサイトではリソースをオンラインで提供
しており、マニュアル、ソフトウェア、およ

びツールをダウンロードできます。これらの

リソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために

使用してください。このWebサイト上のツー
ルにアクセスする際は、Cisco.comのログイン
IDおよびパスワードが必要です。

iBGPのマルチパスロードシェアリングの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1 : iBGPのマルチパスロードシェアリングの機能情報

機能情報リリース機能名

この機能は、Cisco ASR 1000シリーズルータで
導入されました。

この機能により、次のコマンドが変更されまし

た。maximum paths ibgp、show ip bgp、 show ip
bgp vpnv4、 show ip route、 show ip route vrf

Cisco IOS XE
Release 2.1

iBGPのマルチパス
ロードシェアリング
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