
BGPの追加パス

BGP追加パスは、暗黙的に以前のパスから新しいパスに代わることなく、同じピアセッショ
ンを介して同じプレフィックスのマルチパスをアドバタイズする機能を備えています。この動

作により、パスダイバーシティが向上し、Multi-Exit Discriminator（MED）の変動が減少しま
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。
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BGP追加パスについて

追加パスで解決できる問題

BGPルータおよびルートリフレクタ（RR）は、セッションにおけるベストパスにのみ伝播し
ます。プレフィックスアドバタイズメントで、以前アナウンスされたプレフィックスを置き換

えます（この動作は暗黙の取り消しとして知られています）。暗黙の取り消しはスケーリング

には適していますが、パスダイバーシティに影響があります。

パスの隠蔽は BGPマルチパスの効率的な使用や、スムーズな定期メンテナンスを妨げ、MED
の変動や最適でないホットポテトルーティングが発生する可能性があります。ネクストホッ

プが失敗した場合も、ネットワークは BGPコントロールプレーンのコンバージェンスにより
トラフィックが復旧するのを待たなければならないので、パスの隠蔽は迅速かつローカルの復

旧の妨げになります。BGP追加パス機能では、パスダイバーシティを一般的な方法で提供し
ます。Best Externalまたは Best Internal機能は、限られた場合にのみパスダイバーシティを提
供します。

BGP追加パス機能は、同じプレフィックスのマルチパスに対して、新しいパスで以前のパスを
暗黙的に置き換えることなく、アドバタイズする手段を提供します。したがって、パスを隠蔽

しないでパスダイバーシティが実現されます。

パスの隠蔽の例

ここでは、パスの隠蔽が発生する過程の詳細を説明します。次の図では、BR1および BR4か
ら RR1にアドバタイズされるプレフィックス pを持つパス p1および p2があります。RR1は
2つのうちベストパスを選択し、PEに p1のみアドバタイズします。

図 1 : RRで追加パスを非表示にする

また上の図では、BR2から（パス x2がある）BR3にローカルプリファレンス 100でアドバタ
イズされる、プレフィックス xを持つパス x1が表示されています。BR3にはパス x2もありま
すが、ルーティングポリシーにより、x2ではなく RRの x1（表示されていません）をアドバ
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タイズし、x2のアドバタイズは抑制されます。ユーザは BR3で最良外部のアドバタイズメン
トを有効にして RRに x2をアドバタイズできますが、この場合も RRはベストパスのみをア
ドバタイズします。

最適ではないのホットポテトルーティングの例

内部転送コストを最小化するために、中継する ISPは（内部ゲートウェイプロトコル（IGP）
コストに基づいて）最も近い出口ポイントにパケットを転送しようとします。この動作は、

ホットポテトルーティングと呼ばれます。次の図の分散 RRクラスタモデルでは、ロサンゼ
ルスから発信されるトラフィックがメキシコに進む必要があることを想定しています。すべて

のリンクで、IGPコストは同じです。メキシコへの出口ポイントは2つあり、1つがオースティ
ンに向かい、もう1つがアトランタに向かう場合、ロサンゼルスからは、アトランタよりオー
スティンに向かう方が IGPコストが低いため、オースティンに向けてトラフィックを送信しま
す。RR3がある（およびRR1、RR2、RR4およびRR5がない）場所に中央RRが存在する集中
型 RRモデルでは、RR3から見てメキシコへの最も近い出口ポイントはアトランタとなりま
す。ロサンゼルスからアトランタに向けてトラフィックが送信され、それによって最適ではな

いホットポテトルーティングが生じます。これは望ましいことではありません。

図 2 :分散 RRクラスタ

DMVPNシナリオ

Dynamic Multipoint Virtual Private Network（DMVPN;ダイナミックマルチポイント仮想プライ
ベートネットワーク）の展開では、BGPはスケーリングのために使用されます。下の図では、
Zは、スポーク S6（NY）とスポーク S7（ボストン）に接続されています。ハブへの S7リン
クは、ハブへの S6リンクよりも IGPコストが低くなっています。S5を S7に、S6を S7に接
続する物理的なリンクがあり（図には非表示）、IGPコストはハブへのリンクよりも低くなっ
ています。スポーク S6とスポーク S7は、ハブH1（シカゴ）とハブH2（デトロイト）にアッ
プデートを送信します。その後、RRハブは、IGPコストがより低いことに基づいてベストパ
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スを選択します。これは、S7であることもあります。このシナリオでは、S6（NY）をネクス
トホップとして選択する方が望ましい可能性もありますが、スポーク S5（ローリー）は、Z
について S7をネクストホップとする 2つのアップデートを RRから受信します。

図 3 : DMVPN展開

BGP追加パスの利点
BGPルータおよびルートリフレクタ（RR）は、セッションにおけるベストパスにのみ伝播し
ます。プレフィックスアドバタイズメントで、以前アナウンスされたプレフィックスを置き換

えます（この動作は暗黙の取り消しとして知られています）。

この動作は、スケーリングには適していますが、パスダイバーシティを妨げる可能性がありま

す（これによって脆弱になるまたは完全に無くなるおそれがあります）。同様にこの動作は、

BGPマルチパスの効率的な使用や、スムーズな定期メンテナンスを妨げ、MEDの変動や最適
でないホットポテトルーティングが発生する可能性があります。ネクストホップが失敗した

場合も、ネットワークは BGPコントロールプレーンのコンバージェンスによりトラフィック
が復旧するのを待たなければならないので、迅速かつローカルの復旧の妨げになります。

BGP追加パス機能は、暗黙的に以前のパスに代わる新しいパスなしで、同じプレフィックスの
マルチパスをアドバタイズする BGPの拡張機能です。これにより、パスダイバーシティが向
上し、MEDの変動が減少します。

BGP追加パスの機能
BGP追加パス機能は、NLRIで各パスにパス IDを追加することによって実現します。パス ID
は VPNのルート識別子（RD）のようなものです。ただし、パス IDはすべてのアドレスファ
ミリに適用できます。パス IDはピアリングセッション内で一意で、各ネットワークに生成さ
れます。ルートアナウンスが暗黙的に以前のパスを取り消すことを防ぐために、パス IDが使
用されます。追加パス機能は、ベストパスに加えその他のパスのアドバタイズメントが可能で
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す。追加パスは、暗黙的に以前のパスから新しいパスに代わることなく、同じプレフィックス

のマルチパスをアドバタイズする機能を備えています。

BGP追加パス機能を使用する場合は、次の 3つの一般的な手順を実行する必要があります。

1.デバイスが追加パスを送信、受信、または送受信するかどうかを指定します。これは、アド
レスファミリレベルまたはネイバーレベルで行い、それぞれbgpadditional-paths{send [receive]
| receive}コマンドまたは neighbor additional-paths {send [receive] | receive}コマンドで制御し
ます。セッションの確立中に、2つのBGPネイバーが追加パス機能（送信または受信のどちら
（あるいは両方）を実行できるか）についてネゴシエートします。

2.選択基準を指定して、アドバタイズする候補パスのセットを選択します（bgpadditional-paths
selectコマンドを使用）。

3.示された候補パスから追加パスのセットをネイバーに対してアドバタイズします（neighbor
advertise additional-pathsコマンドを使用）。

追加パスを送受信するには、追加パス機能をネゴシエートする必要があります。ネゴシエート

されない場合、選択基準によりベストパス以上のパスが指定され、ネイバーが指定されたパス

をアドバタイズするように設定されていても、ネゴシエートできないために選択パスは利用さ

れず、ベストパスのみ送信されます。

追加パスの送受信を BGPに設定すると、デバイスのピアに対して追加パス機能のネゴシエー
ションが開始されます。この機能についてネゴシエートしたネイバーは、（他のアップデート

グループポリシーが許可する場合）アップデートグループに追加され、この機能についてネ

ゴシエートされていないピアとは別のアップデートグループに分類されます。したがって、追

加パス機能によってネイバーのアップデートグループメンバーシップが再計算されます。

追加パスの選択

3つのパス選択（パスマーキング）ポリシーがあり、相互に排他的ではありません。これら
は、bgp additional-paths selectコマンドを使用して、アドレスファミリごとに指定します。そ
の内容は次のとおりです。

• best 2または best 3（best 2は、ベストパスおよび 2番目に適したパスを意味します。2番
目に適したパスは、ベストパス計算アルゴリズムからベストパスを除外することで計算さ

れます。同様に、best 3は、ベストパス、2番目に適したパス、および 3番目に適したパ
スを意味します。3番目に適したパスは、ベストパス計算アルゴリズムからベストパスと
2番目に適したパスを除外することで計算されます）。

• group-best（ベストパス計算時にプレフィックスのグループベストパス（group-best）を
計算します。詳細は下記を参照してください）

• all（固有のネクストホップを持つすべてのパスが選択対象となります）

group-best選択の定義

group-bestキーワードは、次のコマンドの一部です。

• advertise additional-paths

• bgp additional-paths select
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• match additional-paths advertise-set

• neighbor advertise additional-paths

group-bestは、同じASのパスからのベストパスであるパスのセットです。たとえば、AS100、
200、300という 3つの自律システムがあるとします。p101、p102、p103は、AS 100からのパ
スで、p201、p202、p203は AS200からのパスで、p301、p302、p303は AS300からのパスで
す。各ASからのパスに対してBGPベストパスアルゴリズムを実行すると、アルゴリズムは、
各 ASからの各パスセットから 1つのベストパスを選択します。p101が AS100からのベスト
パスで、p201がAS200からのベストパスで、p301がAS300からのベストパスであると仮定す
ると、group-bestは、p101、p201、p301のセットになります。

選択したパスの一部をアドバタイズ

パスのセットを選択する際に、別のパスのセットをアドバタイズしたい場合は注意してくださ

い。アドバタイズするパスのセットが、選択されたパスのサブセットではない場合、意図した

パスがアドバタイズされません。

次の例では、選択される追加パスが group-bestおよび all選択となるように設定します。ただ
し、ネイバーにアドバタイズされるように設定するパスは、最適な3つのパス（best 3）です。
選択およびアドバタイズのポリシーは同じではないため、次のメッセージが表示されます。こ

のような場合は、ベストパスのみがアドバタイズされます。

Device(config)# router bgp 100
Device(config-router)# address-family ipv4
Device(config-router-af)# bgp additional-paths send receive
Device(config-router-af)# bgp additional-paths select group-best all
Device(config-router-af)# neighbor 192.168.2.2 advertise additional-paths best 3
% BGP: AF level 'bgp additional-paths select' more restrictive than advertising policy.
This is a reminder that AF level additional-path select commands are needed.

BGP追加パスの設定方法

アドレスファミリごとの追加パスの設定

追加パスの候補となるパスを選択する場合は、手順6、7、8を任意に組み合わせて実行できま
すが、これらの手順のうち少なくとも 1つは実行する必要があります。

ネイバーごとに追加パスを無効にする場合は、「ネイバーごとの追加パスの無効化」の項を参

照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv4 [unicast |multicast]
5. bgp additional-paths {send [receive] | receive}

BGPの追加パス
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6. bgp additional-paths select group-best
7. bgp additional-paths select best number
8. bgp additional-paths select all
9. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name } advertise additional-paths [best number]

[group-best] [all]
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

• as-number引数は、ルータを他のBGPルータに
対して識別し、転送するルーティング情報にタ

Device(config)# router bgp 65000

グを設定する自律システムの番号を示します。

有効な番号は0～65535です。内部ネットワー
クで使用できるプライベート自律システム番号

の範囲は、64512～ 65535です。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family ipv4 [unicast |multicast]

例：

ステップ 4

•サポートされているアドレスファミリは、IPv4
ユニキャスト、IPv4マルチキャスト、IPv4ユDevice(config-router)# address-family ipv4

ニキャスト+ラベル、IPv6ユニキャスト、IPv6
マルチキャスト、IPv6マルチキャスト+ラベル
です。

ネイバーとのネゴシエーションが完了した後に、

BGP追加パスの送信のみ、受信のみ、または送受
信を行えるようにします。

bgp additional-paths {send [receive] | receive}

例：

Device(config-router-af)# bgp additional-paths
send receive

ステップ 5

•この例では、追加パスを送受信できるようにし
ています。

BGPの追加パス
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ベストパス計算時にプレフィックスのグ

ループベストパスを計算します。

bgp additional-paths select group-best

例：

ステップ 6

Device(config-router-af)# bgp additional-paths
select group-best

（任意）ベストパスのアドバタイズを含む、指定し

た数のベストパスを計算します。

bgp additional-paths select best number

例：

ステップ 7

• numberの値には 2または 3を指定できます。Device(config-router-af)# bgp additional-paths
select best 3

（任意）固有のネクストホップを持つすべてのパ

スが選択対象となることを指定します。

bgp additional-paths select all

例：

ステップ 8

Device(config-router-af)# bgp additional-paths
select all

ネイバーにアドバタイズされる追加のパスを制御す

る選択方法を指定します。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name
} advertise additional-paths [best number] [group-best]
[all]

ステップ 9

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.0.1
advertise additional-paths best 3 group-best all

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 10

Device(config-router-af)# end

ネイバーごとの追加パスの設定

追加パスの候補となるパスを選択する場合は、手順6、7、8を任意に組み合わせて実行できま
すが、これらの手順のうち少なくとも 1つは実行する必要があります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv4 [unicast |multicast]
5. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} additional-paths {send [receive] |

receive}
6. bgp additional-paths select group-best
7. bgp additional-paths select best number
8. bgp additional-paths select all
9. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} advertise additional-paths [best number]

[group-best] [all]

BGPの追加パス
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10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

• as-number引数は、ルータを他のBGPルータに
対して識別し、転送するルーティング情報にタ

Device(config)# router bgp 65000

グを設定する自律システムの番号を示します。

有効な番号は0～65535です。内部ネットワー
クで使用できるプライベート自律システム番号

の範囲は、64512～ 65535です。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family ipv4 [unicast |multicast]

例：

ステップ 4

•サポートされているアドレスファミリは、IPv4
ユニキャスト、IPv4マルチキャスト、IPv4ユDevice(config-router)# address-family ipv4

unicast
ニキャスト+ラベル、IPv6ユニキャスト、IPv6
マルチキャスト、IPv6マルチキャスト+ラベル
です。

ネゴシエーションが完了した後にネイバーが追加パ

スを送信または受信できるようにします。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
additional-paths {send [receive] | receive}

例：

ステップ 5

•この例では、ネイバーが追加パスを送受信でき
るようにしています。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
additional-paths send receive •このコマンドはアドレスファミリのレベルで

設定されたすべての送受信機能をオーバーライ

ドすることに注意してください。

（任意）ベストパス計算時にプレフィックスのグ

ループベストパスを計算します。

bgp additional-paths select group-best

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# bgp additional-paths
select group-best

（任意）ベストパスの選択を含む、指定した数のベ

ストパスを計算します。

bgp additional-paths select best number

例：

ステップ 7

• numberの値には 2または 3を指定できます。Device(config-router-af)# bgp additional-paths
select best 3

（任意）固有のネクストホップを持つすべてのパ

スが選択対象となることを指定します。

bgp additional-paths select all

例：

ステップ 8

Device(config-router-af)# bgp additional-paths
select all

ネイバーにアドバタイズされる追加パスを制御する

選択方法を指定します。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
advertise additional-paths [best number] [group-best]
[all]

ステップ 9

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
advertise additional-paths best 3 group-best all

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 10

Device(config-router-af)# end

ピアポリシーテンプレートを使用した追加パスの設定

この設定作業例では、追加パスを送受信する機能および選択基準をアドレスファミリに設定し

てから、テンプレートを設定します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family ipv4 unicast
5. bgp additional-paths {send [receive] | receive}
6. bgp additional-paths select [best number] [group-best] [all ]
7. template peer-policy policy-template-name
8. additional-paths {send [receive] | receive}
9. advertise additional-paths [best number] [group-best] [all]
10. exit
11. address-family ipv4 unicast
12. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
13. neighbor ip-address inherit peer-policy policy-template-name

BGPの追加パス
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14. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ルータコンフィギュレーションモードを開始して、

BGPルーティングプロセスを作成します。
router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

IPv4アドレスファミリを設定します。address-family ipv4 unicast

例：

ステップ 4

Device(config-router)# address-family ipv4
unicast

該当のアドレスファミリのピアに対して、BGP追
加パスの送信のみ、受信のみ、または送受信を行え

るようにします。

bgp additional-paths {send [receive] | receive}

例：

Device(config-router)# bgp additional-paths send
receive

ステップ 5

ベストパスに加えて、アドバタイズの候補となる

BGP追加パスが計算されるようにします。
bgp additional-paths select [best number] [group-best]
[all ]

例：

ステップ 6

Device(config-router)# bgp additional-paths
select best 3 group-best all

ポリシーテンプレートコンフィギュレーション

モードを開始し、ピアポリシーテンプレートを作

成します。

template peer-policy policy-template-name

例：

Device(config-router)# template peer-policy
rr-client-pt1

ステップ 7

BGPの追加パス
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目的コマンドまたはアクション

ピアポリシーテンプレートの対象となるピアに対

して、BGP追加パスの送信のみ、受信のみ、また
は送受信を行えるようにします。

additional-paths {send [receive] | receive}

例：

Device(config-router-ptmp)# additional-paths send
receive

ステップ 8

ピアポリシーテンプレートの対象となるピアにア

ドバタイズされる追加パスを制御する選択方法を指

定します。

advertise additional-paths [best number] [group-best]
[all]

例：

ステップ 9

Device(config-router-ptmp)# advertise
additional-paths best 3 group-best all

ポリシーテンプレートコンフィギュレーション

モードを終了し、ルータコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

Device(config-router-ptmp)# exit

ステップ 10

IPv4アドレスファミリを設定します。address-family ipv4 unicast

例：

ステップ 11

Device(config-router)# address-family ipv4
unicast

エントリをBGPネイバーテーブルに追加します。neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
remote-as autonomous-system-number

ステップ 12

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 45000

ネイバーが設定を継承できるように、ピアポリシー

テンプレートをこのネイバーに送信します。

neighbor ip-address inherit peer-policy
policy-template-name

例：

ステップ 13

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
inherit peer-policy rr-client-pt1

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 14

Device(config-router-af)# end

BGPの追加パス
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追加パスのフィルタリングおよび設定操作

必要に応じて、アドバタイズされる候補である追加パスのタグを照合することで、アドバタイ

ズされるパスをフィルタ処理するためにルートマップを使用できます（このタグは、bgp
additional-paths selectコマンドで設定されている advertise-setです）。match additional-paths
advertise-setコマンドで設定されているマーキングと同じパスマーキング（タグ）を持つパス
が、ルートマップエントリと一致します（そして、許可または拒否されます）。

また、必要に応じて、ルートマップを通過したこれらのパスに対して実行するアクションを設

定することもできます。この作業では、setmetricコマンドを使用して、match additional-paths
advertise-setコマンドでルートマップを使用する方法を示します。当然ながら、この作業で記
載のない他の setコマンドも使用できます。

allでマークされたパス（固有のネクストホップを持つすべてのパス）にメトリックを設定す
るのは、以下の理由によります。ネイバー2001:DB8::1037が別のネイバーから同じルートを受
信しているとします。ローカルデバイスから受信されたルートはメトリックが 565で、メト
リックが 700の別のデバイスからのルートが存在する可能性があります。メトリックが 565の
ルートは、メトリックが 700のルートよりも優先されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]
4. match additional-paths advertise-set [best number] [best-range start-range end-range] [group-best]

[all]
5. set metric metric-value

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ルートマップを作成します。route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

例：

ステップ 3

Device(config)# route-map additional_path1 permit
10
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目的コマンドまたはアクション

指定したパス選択ポリシーを使用して、タグが付け

られているすべてのパスを照合します。

match additional-paths advertise-set [best number]
[best-range start-range end-range] [group-best] [all]

例：

ステップ 4

•選択方法を少なくとも 1つは指定する必要があ
ります。このコマンドでは、複数の選択方法を

指定できます。
Device(config-route-map)# match additional-paths
advertise-set best 3

• best numberの指定は best-rangeの指定と互換性
がありません。

• best 1を指定した場合、ベストパスのみが一致
します。

• best-range 1 1を指定した場合、ベストパスのみ
が一致します。

• match additional-paths advertise-setコマンドは
ルートマップごとに 1つしか使用できません。
後続の match additional-paths advertise-setコマ
ンドは、前のコマンドを上書きします。

一致基準を満たす追加パスのメトリックを設定しま

す。

set metric metric-value

例：

ステップ 5

•他の setコマンドを使用して、ルートマップを
通過したパスに対してアクションを実行するこ

Device(config-route-map)# set metric 500

ともできます。この例では、setmetricコマンド
を使用しています。

次のタスク

ルートマップを作成した後、neighbor route-map outコマンドでそのルートマップを参照しま
す。つまり、ルートマップは、ネイバーにアドバタイズ（発信）されるパスに適用されます。

次に、neighbor advertise additional-pathsコマンドを使用して、追加パスをアドバタイズしま
す。前後関係を含めてルートマップを確認する場合は、「例：BGP追加パス」の項を参照し
てください。

追加パス情報の表示

BGP追加パスに関する情報を表示するには、この作業の手順 2または手順 3を実行します。

手順の概要

1. enable
2. show ip bgp neighbors [ip-address]
3. show ip bgp [network]

BGPの追加パス
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

追加パスを送受信するネイバーの機能を表示しま

す。

show ip bgp neighbors [ip-address]

例：

ステップ 2

Device# show ip bgp neighbors 192.168.1.1

ネットワークの追加パス選択およびパス IDを表示
します。

show ip bgp [network]

例：

ステップ 3

Device# show ip bgp 192.168.0.0

ネイバーごとの追加パスの無効化

（neighbor additional-pathsコマンドを使用して）ネイバーごとに追加パスの送信または受信
を設定している場合に、その機能を無効にするには、no neighbor additional-pathsコマンドを
使用します。

ただし、（bgp additional-pathsコマンドを使用して）特定のアドレスファミリについて追加
パスの送信または受信を設定している場合に、ネイバーでその機能を無効にするには、neighbor
additional-paths disableコマンドを使用します。追加パスの無効化は、機能がテンプレートか
ら継承された場合にも適用されます。

ネイバーの追加パス機能を無効にするには、この作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv6 [unicast |multicast]
5. bgp additional-paths {send [receive] | receive}
6. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} additional-paths disable
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

BGPの追加パス
15

BGPの追加パス

ネイバーごとの追加パスの無効化



目的コマンドまたはアクション

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

• as-number引数は、ルータを他の BGPルータに
対して識別し、転送するルーティング情報にタ

Device(config)# router bgp 65000

グを設定する自律システムの番号を示します。

有効な番号は 0～ 65535です。内部ネットワー
クで使用できるプライベート自律システム番号

の範囲は、64512～ 65535です。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family ipv6 [unicast |multicast]

例：

ステップ 4

Device(config-router)# address-family ipv6 unicast

該当のアドレスファミリのネイバーに対して BGP
追加パスを送信または受信できるようにします。

bgp additional-paths {send [receive] | receive}

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# bgp additional-paths
send receive

指定したネイバーとの間におけるBGP追加パスの送
信または受信を無効にします。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
additional-paths disable

例：

ステップ 6

•追加パス機能は、アドレスファミリ内の他のネ
イバーでは引き続き有効になります。

Device(config-router-af)# neighbor 2001:DB8::1
additional-paths disable

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config-router-af)# end

BGPの追加パス
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BGP追加パスの設定例

例：BGP追加パスの送受信機能

この例では、R1のアドレスは192.168.1.1です。そのネイバーは、アドレスが192.168.1.2
である R2です。R2から R1に additional-pathsを含む更新が送信されます（すべての
パスがアドバタイズされます）。R2が追加パスの送信のみ可能で追加パスを受信しな
いため、更新はアドバタイズされる標準の BGPベストパスのみ R1から R2に送信さ
れます。

R1
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
bgp additional-paths select all
neighbor 192.168.1.2 additional-paths send receive
neighbor 192.168.1.2 advertise additional-paths all

R2
router bgp 2
address-family ipv4 unicast
bgp additional-paths select all
neighbor 192.168.1.1 additional-paths send
neighbor 192.168.1.1 advertise additional-paths all

例：BGP追加パス

次の例では、すべてのアドレスファミリについて、ルートをローカルデバイスに送信

している eBGPネイバーが 1つ以上あります（設定には示されていません）。これら
のネイバーから学習した eBGPルートは、下の設定に示されているネイバーにアドバ
タイズされ、パス属性が変更されます。この例の設定は、次のとおりです。

• add_path1というルートマップでは、すべてのパスをネイバー 192.168.101.15にア
ドバタイズするが、best 2でマークされているパスについては、ネイバーに送信
する前にそのメトリックを 780に設定するように指定しています。

• add_path2というルートマップでは、best 3でマークされているパスについては、
そのメトリックを 640に設定してからネイバー 192.168.25にアドバタイズするよ
うに指定しています。

• add_path3というルートマップでは、group-bestでマークされているパスについて
は、そのメトリックを 825に設定してからネイバー 2001:DB8::1045にアドバタイ
ズするように指定しています。

• IPv6マルチキャストアドレスファミリでは、すべてのパスがアドバタイズの候補
となり、ネイバー 2001:DB8::1037にアドバタイズされます。

BGPの追加パス
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router bgp 1
neighbor 192.168.101.15 remote-as 1
neighbor 192.168.101.25 remote-as 1
neighbor 2001:DB8::1045 remote-as 1
neighbor 2001:DB8::1037 remote-as 1
!
address-family ipv4 unicast
bgp additional-paths send receive
bgp additional-paths select all best 3 group-best
neighbor 192.168.101.15 activate
neighbor 192.168.101.15 route-map add_path1 out
neighbor 192.168.101.15 advertise additional-paths best 2
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast
bgp additional-paths send receive
bgp additional-paths select all best 3 group-best
neighbor 192.168.101.25 activate
neighbor 192.168.101.25 route-map add_path2 out
neighbor 192.168.101.25 advertise additional-paths best 3
exit-address-family
!
address-family ipv6 unicast
bgp additional-paths send receive
bgp additional-paths select group-best
neighbor 2001:DB8::1045 activate
neighbor 2001:DB8::1045 route-map add_path3 out
neighbor 2001:DB8::1045 advertise additional-paths all group-best
exit-address-family
!
address-family ipv6 multicast
bgp additional-paths send receive
bgp additional-paths select all
neighbor 2001:DB8::1037 activate
neighbor 2001:DB8::1037 route-map add_path4 out
neighbor 2001:DB8::1037 advertise additional-paths all
exit-address-family
!
route-map add_path1 permit 10
match additional-paths advertise-set best 2
set metric 780
route-map add_path1 permit 20
!
route-map add_path2 permit 10
match additional-paths advertise-set best 3
set metric 640
!
route-map add_path3 permit 10
match additional-paths advertise-set group-best
set metric 825
!

例：ネイバー機能によるアドレスファミリ機能のオーバーライド

次の例では、ネイバーの受信専用機能が、アドレスファミリの送受信機能をオーバー

ライドします。

router bgp 65000
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address-family ipv6 multicast
bgp additional-paths send receive
bgp additional-paths select group-best
neighbor 2001:DB8::1037 activate
neighbor 2001:DB8::1037 additional-paths receive
neighbor 2001:DB8::1037 advertise additional-paths group-best
!

例：ピアポリシーテンプレートを使用する BGP追加パス

router bgp 45000
address-family ipv4 unicast
bgp additional-paths send receive
bgp additional-paths select all group-best best 3
template peer-policy rr-client-pt1
additional-paths send receive
advertise additional-paths group-best best 3
exit
address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.1.1 remote-as 45000
neighbor 192.168.1.1 inherit peer-policy rr-client-pt1
end

その他の参考資料
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タイトル標準/RFC

『Carrying Label Information in BGP-4』RFC 3107

『A Border Gateway Protocl (BGP-4)』RFC 4271

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』RFC 4760
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シスコの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。

BGP追加パスの機能情報
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。
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表 1 : BGP追加パスの機能情報

機能情報リリース機能名

BGP追加パスは、暗黙的に以
前のパスから新しいパスに代

わることなく、同じプレ

フィックスのマルチパスをア

ドバタイズする機能を備えて

います。

次のコマンドが導入されまし

た。

• additional-paths

• advertise additional-paths

• bgp additional-paths

• bgp additional-paths select

• match additional-paths
advertise-set

• neighbor additional-paths

• neighbor advertise
additional-paths

次のコマンドが変更されまし

た。

• show ip bgp

• show ip bgp neighbors
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