
BGPポリシーアカウンティング
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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。

前提条件
BGPポリシーアカウンティング機能を使用する前に、ルータで BGPおよび CEFまたは dCEF
をイネーブルにする必要があります。
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BGPポリシーアカウンティングに関する情報

BGPポリシーアカウンティングの概要
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ポリシーアカウンティングは、異なるピア間で送
受信される IPトラフィックを測定および分類します。ポリシーアカウンティングは入力イン
ターフェイスでイネーブル化されます。また、コミュニティリスト、自律システム番号、また

は自律システムパスなどのパラメータに基づくカウンタが割り当てられ、IPトラフィックを
識別します。

BGPの table-mapコマンドを使用することで、ルーティングテーブルに追加されるプレフィッ
クスは、BGP属性、自律システム番号、または自律システムパス別に分類されます。パケッ
トおよびバイトカウンタは、入力インターフェイス単位で増加します。トラフィックは、Cisco
IOSポリシーベースの分類子により、異なるトラフィッククラスを表す 8つの可能性のあるバ
ケットのうちの 1つにマッピングされます。

BGPポリシーアカウンティングを使用して、通過するルートに基づいてトラフィックのアカ
ウンティングを行うことができます。サービスプロバイダー（SP）は、すべてのトラフィッ
クをカスタマー別に識別してアカウンティングを行うことができ、それに応じて課金できま

す。下の図では、BGPポリシーアカウンティングはルータ Aで実装され、自律システムバ
ケットにおけるパケットおよびバイトボリュームを測定します。カスタマーは、国内、海外、

または衛星経由の送信元からルーティングされたトラフィックに応じて適切に課金されます。

図 1 : BGPポリシーアカウンティングのトポロジ例

自律システム番号を使用したBGPポリシーアカウンティングは、インターネットサービスプ
ロバイダー（ISP）間でのネットワーク回線のピアリングおよび中継の契約に関する設計を改
善するために使用できます。
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BGPポリシーアカウンティングの利点

格差を付けた IPトラフィックのアカウンティング

BGPポリシーアカウンティングは、自律システム番号、自律システムパス、またはコミュニ
ティリストストリングに基づいて IPトラフィックを分類し、パケットおよびバイトカウンタ
の値を増加させます。サービスプロバイダーは、ルート固有のトラフィックトラバースに基

づいてトラフィックのアカウンティングを行い、請求に適用できます。

ネットワーク回線のピアリングおよび中継の契約に関する効率的な設計

BGPポリシーアカウンティングをエッジルータに実装すると、ピアリングおよび中継の契約
に関する設計の潜在的な改善点を明らかにすることができます。

BGPポリシーアカウンティングの設定方法

BGPポリシーアカウンティングの一致基準の指定
BGPポリシーアカウンティングを設定する最初の作業は、一致する必要のある基準を指定す
ることです。コミュニティリスト、自律システムパス、または自律システム番号は、指定が

可能で、後でルートマップを使用してマッチングできる BGP属性の例です。

BGPポリシーアカウンティングに使用するBGP属性を指定し、ルートマップで一致基準を作
成するには、グローバル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。

手順の概要

1. Device(config)# ip community-list community-list-number {permit | deny} community-number
2. Device(config)# route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
3. Device(config-route-map)#match community-list community-list-number [exact]
4. Device(config-route-map)# set traffic-index bucket-number

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

BGPのコミュニティリストを作成し、アクセスを制
御します。

Device(config)# ip community-list community-list-number
{permit | deny} community-number

ステップ 1

このステップは、指定する対象のコミュニティごと

に繰り返す必要があります。

ルートマップコンフィギュレーションモードを開

始し、ポリシールーティングの条件を定義します。

Device(config)# route-map map-name [permit | deny]
[sequence-number]

ステップ 2

map-name引数はルートマップを識別します。
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目的コマンドまたはアクション

オプションの permitおよび denyの各キーワードは
一致基準および設定基準とともに機能し、パケット

のアカウンティングを行う方法を制御します。

オプションの sequence-number引数は、同一の名前
ですでに設定されているルートマップのリスト内に

おける新しいルートマップの場所を示します。

BGPコミュニティを照合します。Device(config-route-map)#match community-list
community-list-number [exact]

ステップ 3

BGPポリシーアカウンティングのルートマップの
match句を渡すパケットの出力先を示します。

Device(config-route-map)# set traffic-index
bucket-number

ステップ 4

IPトラフィックの分類および BGPポリシーアカウンティングの有効
化

ルートマップを定義して一致基準を指定した後、BGPポリシーアカウンティングを有効にす
る前に、IPトラフィックを分類する方法を設定する必要があります。

ルーティングテーブルに追加される各プレフィックスは、table-mapコマンドで、一致基準に
基づいて BGPにより分類されます。BGPポリシーアカウンティングは、インターフェイスで
bgp-policy accountingコマンドが設定されたときに有効化されます。

IPトラフィックを分類してBGPポリシーアカウンティングを有効にするには、グローバルコ
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。

手順の概要

1. Device(config)# router bgp as-number
2. Device(config-router)# table-map route-map-name
3. Device(config-router)# network network-number [mask network-mask]
4. Device(config-router)# neighbor ip-address remote-as as-number
5. Device(config-router)# exit
6. Device(config)# interface interface-type interface-number
7. Device(config-if)# no ip directed-broadcast
8. Device(config-if)# ip address ip-address mask
9. Device(config-if)# bgp-policy accounting

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

BGPルーティングプロセスを設定し、指定された
ルーティングプロセスのルータコンフィギュレー

ションモードを開始します。

Device(config)# router bgp as-numberステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

ルーティングテーブルに入力されたBGPプレフィッ
クスを分類します。

Device(config-router)# table-map route-map-nameステップ 2

BGPルーティングプロセスによってアドバタイズさ
れるネットワークを指定します。

Device(config-router)# network network-number [mask
network-mask]

ステップ 3

BGPルーティングテーブルにエントリを追加して、
BGPピアを指定します。

Device(config-router)# neighbor ip-address remote-as
as-number

ステップ 4

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

Device(config-router)# exitステップ 5

インターフェイスのタイプと番号を指定し、イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

Device(config)# interface interface-type interface-numberステップ 6

ブロードキャストよりもインターフェイスが添付さ

れたサブネットを宛先とする、誘導されたブロード

Device(config-if)# no ip directed-broadcastステップ 7

キャストをドロップするようにインターフェイスを

設定します。これはセキュリティの問題です。

IPアドレスを使用してインターフェイスを設定しま
す。

Device(config-if)# ip address ip-address maskステップ 8

インターフェイスに対して、BGPポリシーアカウン
ティングを有効にします。

Device(config-if)# bgp-policy accountingステップ 9

BGPポリシーアカウンティングの確認
BGPポリシーアカウンティングが動作しているかを確認するために、次の手順を実行します。

手順の概要

1. detailキーワードを指定して show ip cef EXECコマンドを入力し、指定されたプレフィッ
クスに割り当てられているアカウンティングバケットを調べます。

2. 手順 1で使用したのと同じプレフィックス（192.168.5.0）について show ip bgp EXECコマ
ンドを入力し、このプレフィックスに割り当てられているコミュニティを調べます。

3. show cef interface policy-statistics EXECコマンドを入力し、インターフェイス単位のトラ
フィック統計情報を表示します。

手順の詳細

ステップ 1 detailキーワードを指定して show ip cef EXECコマンドを入力し、指定されたプレフィックスに割り当て
られているアカウンティングバケットを調べます。
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この例では、プレフィックス 192.168.5.0についての出力が表示されます。この例では、アカウンティング
バケット番号「4」（traffic_index4）がこのプレフィックスに割り当てられていることが示されています。

例：

Device# show ip cef 192.168.5.0 detail

192.168.5.0/24, version 21, cached adjacency to POS7/2
0 packets, 0 bytes, traffic_index 4
via 10.14.1.1, 0 dependencies, recursive
next hop 10.14.1.1, POS7/2 via 10.14.1.0/30
valid cached adjacency

ステップ 2 手順 1で使用したのと同じプレフィックス（192.168.5.0）について show ip bgp EXECコマンドを入力し、
このプレフィックスに割り当てられているコミュニティを調べます。

この例では、プレフィックス 192.168.5.0についての出力が表示されます。この例では、コミュニティ
「100:197」がこのプレフィックスに割り当てられていることが示されています。

例：

Device# show ip bgp 192.168.5.0

BGP routing table entry for 192.168.5.0/24, version 2
Paths: (1 available, best #1)
Not advertised to any peer
100
10.14.1.1 from 10.14.1.1 (32.32.32.32)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
Community: 100:197

ステップ 3 show cef interface policy-statisticsEXECコマンドを入力し、インターフェイス単位のトラフィック統計情報
を表示します。

この例では、各アカウンティングバケットに割り当てられているパケットおよびバイトの数が出力に表示

されます。

例：

Device# show cef interface policy-statistics

POS7/0 is up (if_number 8)
Bucket Packets Bytes
1 0 0
2 0 0
3 50 5000
4 100 10000
5 100 10000
6 10 1000
7 0 0
8 0 0
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BGPポリシーアカウンティングのモニタリングおよびメンテナンス
目的コマンド

（任意）すべてのインターフェイス

に対する CEFポリシー統計情報の詳
細を表示します。

Device# show cef interface [type number]

policy-statistics

（任意）BGPルーティングテーブル
のエントリを表示します。

Device# show ip bgp [network] [network mask]

[longer-prefixes]

（任意）転送情報ベース（FIB）のエ
ントリまたは FIBの概要を表示しま
す。

Device# show ip cef [network [mask]] [detail]

BGPポリシーアカウンティングの設定例

例：BGPポリシーアカウンティングの一致基準の指定
次の例では、BGPコミュニティがコミュニティリストに指定され、set_bucketという名前の
ルートマップが、set traffic-indexコマンドを使用して、各コミュニティリストが特定のアカ
ウンティングバケットに一致するように設定されます。

ip community-list 30 permit 100:190
ip community-list 40 permit 100:198
ip community-list 50 permit 100:197
ip community-list 60 permit 100:296
!
route-map set_bucket permit 10
match community 30
set traffic-index 2
!
route-map set_bucket permit 20
match community 40
set traffic-index 3
!
route-map set_bucket permit 30
match community 50
set traffic-index 4
!
route-map set_bucket permit 40
match community 60
set traffic-index 5

BGPポリシーアカウンティング
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例：IPトラフィックの分類および BGPポリシーアカウンティングの
有効化

次に、POSインターフェイス 7/0で BGPポリシーアカウンティングが有効化され、table-map
コマンドにより IPルーティングテーブルがBGPで学習されたルートによりアップデートされ
たときに、バケット番号が変更される例を示します。

router bgp 65000
table-map set_bucket
network 10.15.1.0 mask 255.255.255.0
neighbor 10.14.1.1 remote-as 65100
!
ip classless
ip bgp-community new-format
!
interface POS7/0
ip address 10.15.1.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
bgp-policy accounting
no keepalive
crc 32
clock source internal

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

『Cisco IOS IP Switching Command Reference』Cisco Express Forwarding（CEF）および分
散型 CEF（dCEF）

『Cisco IOS Switching Services Configuration Guide』
の「CEF Overview」モジュール

Cisco Express Forwarding（CEF）および分
散型 CEF（dCEF）の設定情報
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipswitch/command/isw-cr-book.html


MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフト
ウェアリリース、およびフィーチャセッ

トのMIBを検索してダウンロードする場
合は、次の URLにある Cisco MIB Locator
を使用します。

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

• CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB

CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB
は、Cisco IOS Release 12.0(9)S、
12.0(17)ST、およびそれ以降のリリース
だけで使用可能です。このMIBは、いず
れのメインラインおよび Tトレインリ
リースでも使用できません。

（注）

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ポリシーアカウンティングの機能情報
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。
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表 1 : BGPポリシーアカウンティングの機能情報

機能情報リリース機能名

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ポリシーア
カウンティングは、異なるピア間で送受信される IPト
ラフィックを測定および分類します。ポリシーアカウ

ンティングは入力インターフェイスでイネーブル化さ

れます。また、コミュニティリスト、自律システム番

号、または自律システムパスなどのパラメータに基づ

くカウンタが割り当てられ、IPトラフィックを識別し
ます。

次のコマンドが導入または変更されました。

• bgp-policy

• set traffic-index

• show cef interface policy-statistics

• show ip bgp

• show ip cef

12.0(9)S

12.0(17)ST

12.2(13)T

15.0(1)S

12.2(50)SY

Cisco IOS XE Release
3.8S

BGPポリシー
アカウンティ

ング
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