
CLNSに対するマルチプロトコル BGP
（MP-BGP）サポートの設定

このモジュールでは、コネクションレス型ネットワークサービス（CLNS）ネットワークをス
ケーリングする機能を提供する、CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポート
を設定する作業について説明します。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）のマルチプ
ロトコル拡張は、ルーティングドメインをマージせずに個別の開放型システム間相互接続

（OSI）ルーティングドメインを相互接続する機能を追加することによって、大規模な OSI
ネットワークを確立する機能を実現します。
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• CLNSに対するMP-BGPサポートの設定方法（7ページ）
• CLNSに対するMP-BGPサポートの設定例（29ページ）
•その他の参考資料（39ページ）
• CLNSに対するMP-BGPサポートの設定に関する機能情報（39ページ）
•用語集（42ページ）

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。

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
1

http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss
http://www.cisco.com/go/cfn


CLNSに対するMP-BGPサポートの設定に関する制約事項
CLNSに対するMP-BGPサポートの設定は、CLNSネットワーク内のBGPコンフェデレーショ
ンの作成と使用をサポートしていません。大規模な内部 BGPメッシュの問題を解決するため
に、ルートリフレクタを使用することを推奨します。

BGP拡張コミュニティは、CLNSに対するMP-BGPサポート機能ではサポートされていませ
ん。

次の BGPコマンドは、CLNSに対するMP-BGPサポート機能ではサポートされていません。

• auto-summary

• neighbor advertise-map

• neighbor distribute-list

• neighbor soft-reconfiguration

• neighbor unsuppress-map

CLNSに対するMP-BGPサポートの設定の概要

アドレスファミリルーティング情報

デフォルトでは、router bgpコマンド下で入力されたコマンドは IPv4アドレスファミリに適
用されます。この状態は、router bgpコマンド下の最初のコマンドとして no bgp default
ipv4-unicastコマンドを入力しない限り継続します。no bgp default ipv4-unicastコマンドは、
BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング情報を交換する BGPルーティングプロセ
スのデフォルト動作を無効にするために、ルータで設定されます。

CLNSに対するMP-BGPサポートの設計機能
CLNSに対するMP-BGPサポートの設定により、CLNSをネットワーク層プロトコルとして使
用するネットワーク内のドメイン間ルーティングプロトコルとして BGPを使用できます。こ
の機能は、多数のネットワーク要素がリモート管理されるデータ通信ネットワーク（DCN）で
のスケーリング問題を解決するために開発されました。DCNの問題、およびこの機能を DCN
トポロジ内に実装する方法の詳細については、DCNネットワークトポロジ（4ページ）を
参照してください。

BGPは、外部ゲートウェイプロトコル（EGP）として、インターネットによって生成される
ルーティング情報の量を処理するように設計されています。BGPネイバー関係（ピアリング）
が手動で設定され、ルーティングアップデートがインクリメンタルブロードキャストを使用

するため、ネットワーク管理者は BGPルーティング情報を制御できます。一方、Intermediate
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System-to-IntermediateSystem（IS-IS）などの内部ルーティングプロトコルには、一種の自動ネ
イバー探索やブロードキャストアップデートを定期的な間隔で使用するものもあります。

CLNSはネットワークサービスアクセスポイント（NSAP）アドレスを使用して、そのすべて
のネットワーク要素を識別します。BGPアドレスファミリサポートにより、NSAPアドレス
プレフィックスは BGPを使用して転送できます。CLNSでは、BGPプレフィックスが CLNS
レベル 2プレフィックステーブルに挿入されます。この機能を使用すると、BGPをドメイン
間ルーティングプロトコルとして個別の CLNSルーティングドメイン間で使用できます。

各内部ネットワークのエッジのルータに BGPを実装すると、既存の内部プロトコルを変更す
る必要がないため、ネットワークの中断が最小化されます。

汎用 BGP CLNSネットワークトポロジ
下の図に、4つの異なる自律システム（BGP用語）またはルーティングドメイン（OSI用語）
にグループ分けされる 9つのルータを含む汎用BGPCLNSネットワークを示します。混乱を避
けるために、BGP用語である自律システムを使用します。各自律システムには番号が付いてい
るため、図中や設定上の説明で識別が容易であるからです。

図 1 :汎用 BGP CLNSネットワークのコンポーネント

各自律システムでは、IS-ISがイントラドメインルーティングプロトコルとして使用されま
す。自律システム間で、BGPおよびそのマルチプロトコル拡張は、ドメイン間ルーティング
プロトコルとして使用されます。各ルータは、BGPまたはレベル 2 IS-ISルーティングプロセ
スのいずれかを実行します。この機能を支援するために、BGPルータはレベル 2 IS-ISプロセ
スも実行しています。図にリンクが示されていませんが、各レベル 2 IS-ISルータが複数のレ
ベル 1 IS-ISルータに接続され、次に、各レベル 1 IS-ISルータが複数の CLNSネットワークに
接続されています。
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この例では、各自律システムは、さまざまな BGP機能およびその機能と CLNSが連動してス
ケーラブルなドメイン間ルーティングソリューションを提供する方法を示すように構成されて

います。上の図では、自律システム AS65101には 1つのレベル 2 IS-ISルータの R1があり、
他の 1つの自律システム AS65202だけと接続されています。残りのネットワークとの接続が
R2によって可能になり、R1が R2に AS65101外部の宛先 NSAPアドレスを持つすべてのパ
ケットを送信するために、デフォルトルートが生成されます。

AS65202には R2と R3の 2つのルータがあり、その両方が異なる外部 BGP（eBGP）ネイバー
を持ちます。ルータ R2および R3は、お互いの間の内部接続上で内部 BGP（iBGP）を実行す
るように設定されています。

AS65303は BGPピアグループの使用方法を示し、ルートリフレクションはルータ間の TCP
接続の必要性を最小化できます。ルータ間の接続数が少ないため、ネットワーク設計が簡略化

され、ネットワーク内のトラフィック量が少なくなります。

AS65404は、BGPを実行していないレベル 2 IS-ISルータと到着可能性情報を通信するための
再配布の使用方法を示します。

設定作業と例は、上の図に示されている汎用ネットワーク設計に基づいています。この図にあ

るすべてのルータの設定は、CLNSに対するMP-BGPサポートの実装の例（33ページ）に示
されています。

DCNネットワークトポロジ
CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポート機能は、多数のリモート SONET
リングを管理する DCNに利点を提供できます。SONETは通常、光ファイバネットワークを
としてデータを送信する電気通信会社によって使用されます。

下の図に、DCNネットワークの一部のコンポーネントを示します。BGP用語との整合性をと
るため、図には、3つのルーティングドメインではなく、自律システムを示すラベルがありま
す。SONETリングのネットワーク要素（図 2の NE）は、File Transfer, Access, and Management
（FTAM）および共通管理情報プロトコル（CMIP）などの OSIプロトコルによって管理され
ます。FTAMおよび CMIPは CLNSネットワーク層プロトコルで実行されます。つまり、接続
を提供するルータは OSIルーティングプロトコルを実行する必要があります。
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図 2 : DCNネットワークのコンポーネント

IS-ISは、この例では、CLNSをルーティングするために使用されるリンクステートのプロトコ
ルです。各ルーティングノード（ネットワーキングデバイス）は、中継システム（IS）と呼ば
れます。ネットワークは、ルーティングノードのコレクションとして定義される領域に分割さ

れます。1つの領域内のルーティングは、レベル 1ルーティングと呼ばれます。領域間のルー
ティングは、レベル 2ルーティングと呼ばれます。レベル 1領域とレベル 2領域をリンクする
ルータは、レベル 1-2ルータとして定義されます。DCNコアへのパスを提供するレベル 2ルー
タに接続されるネットワーク要素は、ゲートウェイネットワーク要素（図 2の GNE）によっ
て表されます。ここでのネットワークトポロジは、各ネットワーク要素ルータ間のポイント

ツーポイントリンクです。この例では、レベル 1 IS-ISルータは NEルータと呼ばれます。

サービスプロバイダーのセントラルオフィス（CO）のシェルフスペースが非常に高価である
ため、Cisco 2600シリーズなどの小規模の Ciscoルータが選択されて、レベル 1-2ルータとし
て実行されています。Cisco 2600シリーズルータは、4つ、または 5つの異なるレベル 1領域
のレベル1ルータとして動作している場合、その処理電力が制限されます。この設定の下のレ
ベル 1領域の数は、約 200に制限されています。レベル 2ネットワーク全体も、最も遅いレベ
ル 2ルータの速度によって制限されます。

NEルータ間を接続できるようにするには、インバンドシグナリングを使用します。インバン
ドシグナリングは、データ通信チャネル（DCC）上の SONET/Synchronous Digital Hierarchy
（SDH）フレームで伝送されます。DCCは 192 KBチャネルであり、管理トラフィックが非常
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に制限された量の帯域幅です。IS-ISを実行しているNEルータでは、ネットワーク要素間のシ
グナリング帯域幅が制限され、また、処理電力量とメモリ容量も制限されているため、各領域

はルータの最大数が 30～ 40に制限されます。各 SONETリングは、平均で 10～ 15のネット
ワーク要素で構成されています。

領域あたり 10～ 15のネットワーク要素を含む、最大 200の領域により、1つの自律システム
内のネットワーク要素ルータの合計数は 3000より少なくなる必要があります。サービスプロ
バイダーは、ネットワークが増大するにつれて10,000を超えるネットワーク要素を実装しよう
としますが、1つの領域のネットワーク要素の潜在数は制限されています。現在のソリューショ
ンは、DCNを多数のより小さい自律システムに分解し、スタティックルートまたは ISOInterior
Gateway Routing Protocol（IGRP）を使用して各システムを接続します。ISO IGRPは、将来の
機器実装オプションを制限できる独自のプロトコルです。ネットワークの増大が、ネットワー

ク管理者のスタティックルートを維持する能力を超える場合があるため、スタティックルー

トはスケーリングしません。BGPは、100,000ルートを超えるスケーリングを行うように示さ
れています。

この例では、CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポート機能を実装するため
に、DCNコアネットワーク（図 2のAS64800）の各ルータで実行する BGPを設定して、すべ
ての自律システム間でルーティング情報を交換します。AS64600および AS64700の自律シス
テムでは、レベル 2ルータだけが BGPを実行します。BGPは TCPを使用して BGP対応のネ
イバールータと通信します。つまり、IPアドレスのネットワークと NSAPアドレスのネット
ワークの両方が、自律システム AS64600と AS64700のすべてのレベル 2 IS-ISルータ、および
DCNコアネットワークのすべてのルータを対象とするように設定される必要があります。

各自律システム（たとえば、図 2の AS64600および AS64700）が最大 3000ノードの同じサイ
ズのままであるとすると、この機能によってサポートできる DCNネットワークの規模を示す
ことが可能です。各自律システムは、1つのアドレスプレフィックスをコア自律システムにア
ドバタイズします。各自律システムとコア自律システムとの間には2つのリンクがあるため、
各アドレスプレフィックスは、冗長性を得るために、そのリンクに2つのパスを関連付けでき
ます。BGPは 100,000のルートをサポートするように示され、各自律システムが数個のルート
しか生成しないため、コア自律システムは他の多数の直接リンクされた自律システムをサポー

トできます。コア自律システムは、約 2000の直接リンクされた自律システムをサポートでき
ると考えられます。各自律システムがコア自律システムに直接リンクされて、中継自律システ

ムとして動作していないハブアンドスポーク設計で、コア自律システムはデフォルトルート

をリンクされた各自律システムに生成できます。デフォルトルートを使用すると、リンクされ

た自律システムのレベル2ルータは、追加ルーティング情報を少量しか処理しません。2000の
リンクされた自律システムに、各自律システムの 3000ノードを掛けると、最大 6,000,000の
ネットワーク要素が許容されることになります。

CLNSに対するMP-BGPサポートの利点
CLNSに対するマルチプロトコルBGP（MP-BGP）サポート機能は、ルーティングドメインを
マージせずに個別のOSIルーティングドメインを相互接続する機能を追加することによって、
大規模な OSIネットワークを確立する機能を提供します。この機能を使用する利点は、DCN
ネットワーク内に限定されるのではなく、CLNSとともにOSIルーティングプロトコルを使用
してネットワークのスケーリングを容易にするように実装できることです。
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CLNSに対するMP-BGPサポートの設定方法

CLNSをサポートするための BGPネイバーの設定とアクティブ化
BGPルーティングプロセス、および CLNSをサポートする、関連付けられた BGPネイバー
（ピア）の設定とアクティブ化を行うには、次の手順のステップを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. no bgp default ipv4-unicast
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as as-number
6. address-family nsap [unicast]
7. neighbor ip-address activate
8. 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）。

Router> 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

Router# 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、ルータが存在する自律シス
テムを識別します。有効値は、0～65535です。Router(config)# router bgp 65101

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。

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換するBGPルーティングプロセスのデフォ
ルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

ステップ 4

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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目的コマンドまたはアクション

指定された自律システム内の BGPネイバーの IPア
ドレスまたはピアグループ名を、ローカルルータ

の BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
as-number

例：

ステップ 5

Router(config-router)# neighbor 10.1.2.2 remote-as
64202

NSAPアドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 6

•オプションのunicastキーワードは、NSAPユニ
キャストアドレスプレフィックスを指定しま

Router(config-router)#

address-family nsap す。デフォルトでは、address-family nsapコマ
ンドに unicastキーワードが指定されていない
場合、ルータはユニキャスト NSAPアドレス
ファミリのコンフィギュレーションモードにな

ります。

BGPネイバーが、NSAPアドレスファミリのプレ
フィックスをローカルルータと交換できるようにし

ます。

neighbor ip-address activate

例：

Router(config-router-af)#

ステップ 7

ピアグループを BGPネイバーとして設定
した場合は、このコマンドを使用しないで

ください。これは、ピアグループパラメー

タの設定時にピアグループが自動的にア

クティブにされるためです。

（注）

neighbor 10.1.2.2 activate

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 8

Router(config-router-af)#

end

IS-ISルーティングプロセスの設定
Integrated IS-ISルーティングプロセスを設定する場合、最初に設定される IS-ISルーティング
プロセスのインスタンスは、デフォルトで、レベル 1-2（領域内および領域間）ルータです。
CLNSを実行しているネットワーク上の、後続の IS-ISルーティングプロセスはすべてレベル
1として設定されます。IPを実行しているネットワーク上の、後続の IS-ISルーティングプロ
セスはすべてレベル1-2として設定されます。CLNSに対するマルチプロトコルBGP（MP-BGP）
サポート機能を使用するには、レベル 2ルーティングプロセスを設定します。

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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IS-ISルーティングプロセスを設定してレベル 2専用のプロセスとして割り当てるには、次の
手順のステップを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router isis area-tag
4. net network-entity-title
5. is-type [level-1 | level-1-2 | level-2-only]
6. 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）。

Router> 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

Router# configure terminal

IS-IS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。

router isis area-tag

例：

Router(config)# router isis osi-as-101

ステップ 3

• area-tag引数には、ルーティングプロセスの意
味のある名前を指定します。この名前は、特定

のルータのすべての IPルーティングプロセス
およびCLNSルーティングプロセスの間で一意
である必要があります。

ルーティングプロセスのNetworkEntityTitle（NET）
を設定します。

net network-entity-title

例：

ステップ 4

•マルチエリア IS-ISを設定する場合は、各ルー
ティングプロセスの NETを指定する必要があ
ります。

Router(config-router)# net
49.0101.1111.1111.1111.1111.00

ルータを、レベル1（領域内）ルータ、レベル1ルー
タおよびレベル 2（領域間）ルータ、または領域内
専用ルータとして設定します。

is-type [level-1 | level-1-2 | level-2-only]

例：

Router(config-router)# is-type level-1

ステップ 5

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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目的コマンドまたはアクション

•マルチエリア IS-ISコンフィギュレーションで
は、最初に設定される IS-ISルーティングプロ
セスのインスタンスは、デフォルトで、レベル

1-2（領域内および領域間）ルータです。CLNS
を実行しているネットワーク上の、後続の IS-IS
ルーティングプロセスはすべてレベル 1として
設定されます。IPを実行しているネットワーク
上の、後続の IS-ISルーティングプロセスはす
べてレベル 1-2として設定されます。

ルータ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 6

Router(config-router)#

end

BGPネイバーに接続するインターフェイスの設定
IS-ISを実行しているルータが直接 eBGPネイバーに接続される場合、2つの eBGPネイバー間
のインターフェイスは、clnsenableコマンドを使用してアクティブになり、これにより、CLNS
パケットをインターフェイス間で転送できます。clns enableコマンドは、End
System-to-Intermediate System（ES-IS）プロトコルをアクティブにして、ネイバーOSIシステム
を検索します。

eBGPネイバーと接続されている同じインターフェイス間で IS-ISを実行すると、2つの OSI
ルーティングドメインが1つのドメインにマージされた場合に望ましくない結果になる場合が
あります。

（注）

ネイバー OSIシステムが検出された場合、BGPは、そのシステムが、NSAPアドレスファミ
リに設定された eBGPネイバーでもあることを確認します。前の条件が満たされた場合、BGP
は、専用のBGPネイバールートをCLNSレベル 2プレフィックスルーティングテーブルに作
成します。専用の BGPネイバールートはレベル 2ルーティングアップデートに自動的に再配
布され、ローカル OSIルーティングドメイン内の他のレベル 2 IS-ISルータすべてが、この
eBGPネイバーへの到達方法を認識するようにします。

eBGPネイバーとの接続に使用されているインターフェイスを設定するには、次の手順のステッ
プを実行します。このインターフェイスは通常、eBGPネイバーに直接接続されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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3. interface type number
4. ip address ip-address mask
5. clns enable
6. no shutdown
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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

interface type number

例：

Router(config)# interface serial 2/0/0

ステップ 3

IPアドレスを使用してインターフェイスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：

ステップ 4

Router(config-if)# ip address 10.1.2.2
255.255.255.0

CLNSパケットをインターフェイス間で転送できる
ように指定します。

clns enable

例：

ステップ 5

• ES-ISプロトコルがアクティブになり、隣接OSI
システムの検索が開始されます。

Router(config-if)#

clns enable

インターフェイスをオンにします。no shutdown

例：

ステップ 6

Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 7

Router(config-if)# end

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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ローカルOSIルーティングドメインと接続されているインターフェイ
スの設定

ローカル OSIルーティングドメインと接続されているインターフェイスを設定するには、次
の手順のステップを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip address ip-address mask
5. clns router isis area-tag
6. ip router isis area-tag
7. no shutdown
8. 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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

interface type number

例：

Router(config)# interface gigabitethernet 0/1/1

ステップ 3

IPアドレスを使用してインターフェイスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：

ステップ 4

このステップは、インターフェイスがiBGP
ネイバーと通信する必要がある場合だけ必

要になります。

（注）
Router(config-if)# ip address 10.2.3.1
255.255.255.0

ネットワークプロトコルが ISO CLNSである場合に
インターフェイスが IS-ISをアクティブにルーティ

clns router isis area-tag

例：

ステップ 5

ングするように指定し、このルーティングプロセス

に関連付けられた領域を識別します。Router(config-if)#

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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目的コマンドまたはアクション

clns router isis osi-as-202

ネットワークプロトコルが IPである場合にインター
フェイスが IS-ISをアクティブにルーティングする

ip router isis area-tag

例：

ステップ 6

ように指定し、このルーティングプロセスに関連付

けられた領域を識別します。Router(config-if)#
ip router isis
osi-as-202 このステップは、インターフェイスがiBGP

ネイバーと通信する必要があり、かつ、

IGPが IS-ISである場合だけ必要になりま
す。

（注）

インターフェイスをオンにします。no shutdown

例：

ステップ 7

Router(config-if)# no shutdown

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 8

Router(config-if)# end

ネットワーキングプレフィックスのアドバタイジング

NSAPアドレスプレフィックスをアドバタイジングすると、プレフィックスが BGPルーティ
ングテーブルに強制的に追加されます。ネットワーキングプレフィックスのアドバタイズメ

ントを設定するには、次の手順のステップを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. no bgp default ipv4-unicast
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as as-number
6. address-family nsap [unicast]
7. network nsap-prefix [route-map map-tag]
8. neighbor ip-address activate
9. end

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

router bgp as-number

例：

Router(config)# router bgp 65101

ステップ 3

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換するBGPルーティングプロセスのデフォ
ルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

ステップ 4

指定された自律システム内の BGPネイバーの IPア
ドレスまたはピアグループ名を、ローカルルータ

の BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
as-number

例：

ステップ 5

Router(config-router)# neighbor 10.1.2.2 remote-as
64202

NSAPアドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 6

•オプションのunicastキーワードは、NSAPユニ
キャストアドレスプレフィックスを指定しま

Router(config-router)# address-family nsap

す。デフォルトでは、address-family nsapコマ
ンドに unicastキーワードが指定されていない
場合、ルータはユニキャスト NSAPアドレス
ファミリコンフィギュレーションモードにな

ります。

ローカル OSIルーティングドメインの 1つのプレ
フィックスをアドバタイズし、そのプレフィックス

を BGPルーティングテーブルに入力します。

network nsap-prefix [route-map map-tag]

例：

Router(config-router-af)#

ステップ 7

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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目的コマンドまたはアクション

network
49.0101.1111.1111.1111.1111.00

1つのプレフィックスをアドバタイズでき
るのは、そのプレフィックスが、ローカル

OSIルーティングドメインの一意のNSAP
アドレスプレフィックスである場合です。

または、それぞれが OSIルーティングド
メインの小さい部分をカバーする、より長

い複数のプレフィックスを使用すると、異

なる領域を選択的にアドバタイズできま

す。

（注）

• NSAPアドレスプレフィックスのアドバタイジ
ングは、オプションの route-mapキーワードを
使用することで制御できます。ルートマップが

指定されない場合は、すべてのNSAPアドレス
プレフィックスが再配布されます。

NSAPルーティング情報が、指定された BGPネイ
バーに送信されるように指定します。

neighbor ip-address activate

例：

ステップ 8

このコマンドの使用の詳細については、

「その他の参考資料」に示されているマ

ニュアル内の neighborコマンドの説明を
参照してください。

（注）
Router(config-router-af) neighbor 10.1.2.2
activate

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 9

Router(config-router-af)#

end

BGPから IS-ISへのルートの再配布
ルート再配布を実行する場合は注意が必要です。フルセットのBGPルートを IS-ISに挿入する
ことは、過剰なトラフィックが IS-ISに加えられるため推奨されません。ルートマップを使用
すると、再配布されるダイナミックルートを制御できます。

BGPから IS-ISへのルート再配布を設定するには、次の手順のステップを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router isis area-tag
4. net network-entity-title

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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5. redistribute protocol as-number [route-type] [route-map map-tag]
6. 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）。

Router> 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

Router# configure terminal

IS-IS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。

router isis area-tag

例：

Router(config)# router isis osi-as-404

ステップ 3

BGPルートをレベル 1専用の IS-ISルー
ティングプロセスに再配布できません。

（注）

ルーティングプロセスの NETを設定します。net network-entity-title

例：

ステップ 4

•マルチエリア IS-ISを設定する場合は、各ルー
ティングプロセスの NETを指定する必要があ
ります。

Router(config-router)# net
49.0404.7777.7777.7777.7777.00

protocol引数が bgpに設定され、route-type引数が
clnsに設定されている場合は、NSAPプレフィック

redistribute protocol as-number [route-type]
[route-map map-tag]

例：

ステップ 5

スルートをBGPから、IS-ISルーティングプロセス
に関連付けられたCLNSレベル 2ルーティングテー
ブルに再配布します。Router(config-router)# redistribute bgp 65404 clns

• as-number引数は、CLNSに再配布される BGP
ルーティングプロセスの自律システム番号とし

て定義されます。

•ルートの再配布は、オプションの route-map
キーワードを使用することによって制御できま

す。ルートマップが指定されない場合は、すべ

ての BGPルートが再配布されます。

ルータ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 6

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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目的コマンドまたはアクション

Router(config-router)#

end

IS-ISから BGPへの再配布ルート
ルート再配布は、その情報がルーティングテーブルに格納されるため、注意して実行する必要

があります。大容量のルーティングテーブルの場合は、ルーティングプロセスが遅くなるこ

とがあります。ルートマップを使用すると、再配布されるダイナミックルートを制御できま

す。

IS-ISから BGPへのルート再配布を設定するには、次の手順のステップを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. no bgp default ipv4-unicast
5. address-family nsap [unicast]
6. redistribute protocol [process-id] [route-type] [route-map map-tag]
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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

router bgp as-number

例：

Router(config)# router bgp 65202

ステップ 3

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換するBGPルーティングプロセスのデフォ
ルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

ステップ 4

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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目的コマンドまたはアクション

NSAPアドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 5

Router(config-router)#

address-family nsap

protocol引数が isisに設定され、route-type引数が clns
に設定されている場合は、IS-ISルーティングプロ

redistribute protocol [process-id] [route-type]
[route-map map-tag]

例：

ステップ 6

セスに関連付けられた CLNSレベル 2ルーティング
テーブルから BGPに、ルートを NSAPプレフィッ
クスとして再配布します。Router(config-router-af)# redistribute isis

osi-as-202 clns route-map internal-routes-only
• process-id引数は、再配布される関連 IS-ISルー
ティングプロセスの領域名として定義されま

す。

•ルートの再配布は、オプションの route-map
キーワードを使用することによって制御できま

す。ルートマップが指定されない場合は、すべ

てのレベル 2ルートが再配布されます。

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 7

Router(config-router-af)#

end

BGPピアグループおよびルートリフレクタの設定
BGPピアグループは、BGP neighborコマンドを複数のネイバーに適用することによって、コ
ンフィギュレーションコマンドの数を減らします。BGPルートリフレクタとして設定された
ローカルルータとともに BGPピアグループを使用すると、グループの 1つのメンバから受信
された BGPルーティング情報を他のすべてのグループメンバに複製できます。ピアグループ
がない場合は、各ルートリフレクタクライアントを IPアドレスごとに指定する必要がありま
す。

BGPピアグループを作成し、そのグループを BGPルートリフレクタクライアントとして使
用するには、次の手順のステップを実行します。これは任意の作業であり、内部BGPネイバー
で使用されます。この作業では、一部の BGP構文が peer-group-name引数だけとともに表示さ
れ、1つだけのネイバーがピアグループのメンバとして設定されます。他の BGPネイバーを
ピアグループのメンバとして設定するには、ステップ 9を繰り返します。

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. no bgp default ipv4-unicast
5. neighbor peer-group-name peer-group
6. neighbor peer-group-name remote-as as-number
7. address-family nsap [unicast]
8. neighbor peer-group-name route-reflector-client
9. neighbor ip-address peer-group peer-group
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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

router bgp as-number

例：

Router(config)# router bgp 65303

ステップ 3

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換する BGPルーティングプロセスのデ
フォルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default
ipv4-unicast

ステップ 4

BGPピアグループを作成します。neighbor peer-group-name peer-group

例：

ステップ 5

Router(config-router)# neighbor ibgp-peers
peer-group

指定された自律システム内の BGPネイバーのピア
グループ名を、ローカルルータの BGPネイバー
テーブルに追加します。

neighbor peer-group-name remote-as as-number

例：

Router(config-router)# neighbor ibgp-peers
remote-as 65303

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

NSAPアドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 7

Router(config-router)#

address-family nsap

ルータをBGPルートリフレクタとして設定し、そ
のクライアントとして、指定されたピアグループ

を設定します。

neighbor peer-group-name route-reflector-client

例：

Router(config-router-af)#

ステップ 8

neighbor ibgp-peers route-reflector-client

BGPネイバーを BGPピアグループに割り当てま
す。

neighbor ip-address peer-group peer-group

例：

ステップ 9

Router(config-router-af)#

neighbor 10.4.5.4 peer-group ibgp-peers

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 10

Router(config-router-af)#

end

NSAPプレフィックスに基づくインバウンドルートのフィルタリング
NSAPプレフィックスに基づいてインバウンドBGPルートをフィルタリングするには、この作
業を実行します。インバウンドルートをフィルタ処理するには、neighbor prefix-list inコマン
ドをアドレスファミリコンフィギュレーションモードで設定します。

始める前に

neighborコマンドを設定する前に、CLNSフィルタセットまたはCLNSフィルタ表現を指定す
る必要があります。詳細については、clns filter-exprコマンドおよび clns filter-setコマンドの
説明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. no bgp default ipv4-unicast
5. address-family nsap [unicast]
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6. neighbor {ip-address| peer-group-name}prefix-list {clns-filter-expr-name| clns-filter-set-name} in
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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

router bgp as-number

例：

Router(config)# router bgp 65200

ステップ 3

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換するBGPルーティングプロセスのデフォ
ルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

ステップ 4

アドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 5

Router(config-router)#

address-family nsap

インバウンドBGPルートのフィルタリングに使用さ
れるCLNSフィルタセットまたはCLNSフィルタリ
ング表現を指定します。

neighbor {ip-address| peer-group-name}prefix-list
{clns-filter-expr-name| clns-filter-set-name} in

例：

ステップ 6

• clns-filter-expr-name引数は、clns filter-exprコン
フィギュレーションコマンドで定義されます。

Router(config-router-af)#
neighbor 10.23.4.1 prefix-list abc in

• clns-filter-set-name引数は、clns filter-setコンフィ
ギュレーションコマンドで定義されます。

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 7

Router(config-router-af)#
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目的コマンドまたはアクション

end

NSAPプレフィックスに基づくアウトバウンドBGPアップデートのフィ
ルタリング

アドレスファミリコンフィギュレーションモードで neighbor prefix-list outコマンドを使用
し、NSAPプレフィックスに基づいてアウトバウンドBGPルートをフィルタ処理するには、こ
の作業を実行します。この作業は、上の図（「汎用BGPCLNSネットワークトポロジ」の項）
のルータ 7で設定します。この作業では、CLNSフィルタが 2つのエントリで作成されて、
49.0404で始まる NSAPプレフィックスを拒否し、49で始まる他のすべての NSAPプレフィッ
クスを許可します。BGPピアグループが作成され、ピアグループのメンバであるネイバーの
アウトバウンド BGPアップデートにフィルタが適用されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. clns filter-set name [deny] template
4. clns filter-set name [permit] template
5. router bgp as-number
6. no bgp default ipv4-unicast
7. neighbor peer-group-name peer-group
8. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as as-number
9. address-family nsap [unicast]
10. neighbor {ip-address | peer-group-name} prefix-list {clns-filter-expr-name | clns-filter-set-name}

out
11. neighbor ip-address peer-group peer-group
12. 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）。

Router> 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

Router# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

CLNSフィルタリング表現に使用する拒否条件の
NSAPプレフィックスのマッチングを定義します。

clns filter-set name [deny] template

例：

ステップ 3

•この例では、アドレスが49.0404で始まる場合
は拒否動作が戻ります。

Router(config)#
clns filter-set routes0404 deny 49.0404...

CLNSフィルタリング表現に使用する許可条件の
NSAPプレフィックスのマッチングを定義します。

clns filter-set name [permit] template

例：

ステップ 4

•この例では、アドレスが 49で始まる場合は許
可動作が戻ります。

Router(config)#
clns filter-set routes0404 permit 49...

このステップの許可例では49で始まるす
べての NSAPアドレスを許可しますが、
ステップ 3の一致条件が最初に処理され
るため、49.0404で始まるNSAPアドレス
は引き続き拒否されます。

（注）

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。

router bgp as-number

例：

Router(config)# router bgp 65404

ステップ 5

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換する BGPルーティングプロセスのデ
フォルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default
ipv4-unicast

ステップ 6

BGPピアグループを作成します。neighbor peer-group-name peer-group

例：

ステップ 7

•この例では、ebgp-peersという名前の BGPピ
アグループが作成されます。

Router(config-router)# neighbor ebgp-peers
peer-group

指定された自律システム内のBGPネイバーの IPア
ドレスまたはピアグループ名を、ローカルルータ

の BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
as-number

例：

ステップ 8

•この例では、ebgp-peersという名前の BGPピ
アグループがBGPネイバーテーブルに追加さ
れます。

Router(config-router)# neighbor ebgp-peers
remote-as 65303

NSAPアドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 9
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目的コマンドまたはアクション

Router(config-router)#

address-family nsap

アウトバウンド BGPアップデートのフィルタリン
グに使用されるCLNSフィルタセットまたはCLNS
フィルタ表現を指定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} prefix-list
{clns-filter-expr-name | clns-filter-set-name} out

例：

ステップ 10

• clns-filter-expr-name引数は、clns filter-exprコ
ンフィギュレーションコマンドで定義されま

す。

Router(config-router-af)#
neighbor ebgp-peers prefix-list routes0404 out

• clns-filter-set-name引数は、clns filter-setコン
フィギュレーションコマンドで定義されます。

•この例では、routes0404という名前のフィルタ
セットがステップ 3と 4で作成されました。

BGPネイバーを BGPピアグループに割り当てま
す。

neighbor ip-address peer-group peer-group

例：

ステップ 11

Router(config-router-af)#

neighbor 10.6.7.8 peer-group ebgp-peers

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 12

Router(config-router-af)#

end

ネイバールーティングドメインのデフォルトルートの送信

ネイバー OSIルーティングドメインのためにローカルルータを指すデフォルト CLNSルート
を作成するには、次の手順のステップを実行します。これは任意の作業であり、通常は外部

BGPネイバーだけで使用されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. no bgp default ipv4-unicast
5. address-family nsap [unicast]
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} default-originate [route-map map-tag]
7. end

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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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）。

Router> 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

Router# configure terminal

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。

router bgp as-number

例：

Router(config)# router bgp 64803

ステップ 3

BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング
情報を交換するBGPルーティングプロセスのデフォ
ルト動作を無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Router(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

ステップ 4

NSAPアドレスファミリを指定し、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 nsap [unicast]

例：

ステップ 5

Router(config-router)#

address-family nsap

ローカルルータを指し、かつ、ネイバー OSIルー
ティングドメインにアドバタイズされる、デフォル

ト CLNSルートを生成します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
default-originate [route-map map-tag]

例：

ステップ 6

Router(config-router-af)#
neighbor 172.16.2.3 default-originate

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 7

Router(config-router-af)#

end
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CLNSに対するMP-BGPサポートの確認
コンフィギュレーションを確認するには、show running-config EXECコマンドを使用します。
出力例は、CLNSに対するMP-BGPサポートの実装の例（33ページ）にあります。CLNSに
対するマルチプロトコルBGP（MP-BGP）サポート機能を確認するには、次の手順を実行しま
す。

手順の概要

1. show clns neighbors
2. show clns route
3. show bgp nsap unicast summary
4. show bgp nsap unicast

手順の詳細

ステップ 1 show clns neighbors

このコマンドを使用して、ローカル OSIルーティングドメイン内の他のレベル 2 IS-ISルータとともに、
すべての必要な IS-IS隣接をローカルルータが作成したことを確認します。ローカルルータに、直接接続
された外部 BGPピアがある場合、このコマンドの出力は、ES-IS隣接の形式で、外部ネイバーが検出され
たことを示します。

次に、上の図（「汎用 BGP CLNSネットワークトポロジ」の項）に示されているルータ R2に表示される
出力例を示します。R2には、3つの CLNSネイバーがあります。R1および R4は、R2と異なる自律シス
テム内にあるノードであるため ES-ISネイバーです。R3は、R2と同じ自律システム内にあるため IS-ISネ
イバーです。システム IDが、各コンフィギュレーションファイルで定義されたCLNSホスト名（r1、r3、
および r4）に置き換えられることに注意してください。CLNSホスト名を指定すると、どのシステム IDが
どのホスト名に対応するか覚える必要がありません。

例：

Router# show clns neighbors
Tag osi-as-202:
System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol
r1 Se2/0 *HDLC* Up 274 IS ES-IS
r3 Et0/1 0002.16de.8481 Up 9 L2 IS-IS
r4 Se2/2 *HDLC* Up 275 IS ES-IS

ステップ 2 show clns route

このコマンドを使用して、ローカルルータに、ローカルOSIルーティングドメイン内の他の領域への計算
されたルートがあることを確認します。上の図（「汎用BGPCLNSネットワークトポロジ」の項）に示さ
れているルータ R2の次の出力例では、ルーティングテーブルエントリ i 49.0202.3333 [110/10] via R3か
ら、ルータR2がローカルOSIルーティングドメイン内の他のローカル IS-IS領域に関して認識しているこ
とがわかります。

例：

Router# show clns route
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Codes: C - connected, S - static, d - DecnetIV
I - ISO-IGRP, i - IS-IS, e - ES-IS
B - BGP, b - eBGP-neighbor

C 49.0202.2222 [2/0], Local IS-IS Area
C 49.0202.2222.2222.2222.2222.00 [1/0], Local IS-IS NET
b 49.0101.1111.1111.1111.1111.00 [15/10]

via r1, Serial2/0
i 49.0202.3333 [110/10]

via r3, GigabitEthernet0/1/1
b 49.0303.4444.4444.4444.4444.00 [15/10]

via r4, Serial2/2
B 49.0101 [20/1]

via r1, Serial2/0
B 49.0303 [20/1]

via r4, Serial2/2
B 49.0404 [200/1]

via r9
i 49.0404.9999.9999.9999.9999.00 [110/10]

via r3, GigabitEthernet0/1/1

ステップ 3 show bgp nsap unicast summary

このコマンドを使用して、特定のネイバーへのTCP接続がアクティブであることを確認します。次の出力
例では、ネイバーの IPアドレスに基づいて適切な行を検索します。IState/PfxRcdカラムエントリが数字
（ゼロを含む）である場合、そのネイバーの TCP接続はアクティブです。

例：

Router# show bgp nsap unicast summary
BGP router identifier 10.1.57.11, local AS number 65202
BGP table version is 6, main routing table version 6
5 network entries and 8 paths using 1141 bytes of memory
6 BGP path attribute entries using 360 bytes of memory
4 BGP AS-PATH entries using 96 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP activity 5/0 prefixes, 8/0 paths, scan interval 60 secs
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
10.1.2.1 4 65101 34 34 6 0 0 00:29:11 1
10.2.3.3 4 65202 35 36 6 0 0 00:29:16 3

ステップ 4 show bgp nsap unicast

show bgp nsap unicastコマンドを入力すると、ローカルルータが検出された、すべての NSAPプレフィッ
クスルートが表示されます。上の図（「汎用 BGP CLNSネットワークトポロジ」の項）に示されている
ルータ R2の次の出力例では、プレフィックス 49.0101への 1つの有効なルートが示されています。*で
マーキングされている 2つの有効なルートが、プレフィックス 49.0404で示されています。2番目のルート
が *>iシーケンスでマーキングされ、このプレフィックスへのベストルートを表しています。

例：

Router# show bgp nsap unicast
BGP table version is 3, local router ID is 192.168.3.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 49.0101 49.0101.1111.1111.1111.1111.00

0 65101 i
* i49.0202.2222 49.0202.3333.3333.3333.3333.00
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100 0 ?
*> 49.0202.2222.2222.2222.2222.00

32768 ?
* i49.0202.3333 49.0202.3333.3333.3333.3333.00

100 0 ?
*> 49.0202.2222.2222.2222.2222.00

32768 ?
*> 49.0303 49.0303.4444.4444.4444.4444.00

0 65303 i
* 49.0404 49.0303.4444.4444.4444.4444.00

0 65303 65404 i
*>i 49.0404.9999.9999.9999.9999.00

100 0 65404 i

CLNSに対するMP-BGPサポートのトラブルシューティング
debug bgp nsap unicastコマンドは、コンソール上に表示される BGPルーティングプロトコル
のCLNSパケットの操作に関連するさまざまなイベントに対する診断出力を有効にします。こ
れらのコマンドは、使用時にソフトウェアが生成する出力量によってルータの性能が著しく低

下するため、トラブルシューティング専用となります。これらのdebugコマンドの使用に関す
る詳細については、『Cisco IOS Debug Command Reference』を参照してください。

CLNSに対するMP-BGPサポートの設定に関する問題をトラブルシューティングして、この手
順で使用される debugコマンドの影響を最小化するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポート機能を含むシスコソフトウェ
アリリースを実行しているルータにコンソールを直接接続します。

2. no logging console
3. Telnetを使用して、ルータポートにアクセスします。
4. enable
5. terminal monitor
6. debug bgp nsap unicast [neighbor-address | dampening | keepalives | updates]
7. no terminal monitor
8. no debug bgp nsap unicast [neighbor-address | dampening | keepalives | updates]
9. logging console

手順の詳細

ステップ 1 CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポート機能を含むシスコソフトウェアリリースを実
行しているルータにコンソールを直接接続します。

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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コンソールポートが文字ごとにプロセッサ割り込みを生成しないため、この手順により、debug
bgp nsap unicastコマンドが作成するルータの負荷が最小化されます。直接コンソールに接続でき
ない場合は、ターミナルサーバを介してこの手順を実行できます。ただし、Telnet接続を切断し
なければならない場合は、debug bgp nsap unicast出力の生成でプロセッサに負荷がかかりルータ
が応答できないことに起因して、再接続できないことがあります。

（注）

ステップ 2 no logging console

このコマンドは、コンソール端末へのすべてのロギングをディセーブルにします。

ステップ 3 Telnetを使用して、ルータポートにアクセスします。
ステップ 4 enable

このコマンドを入力して、特権 EXECモードにアクセスします。

ステップ 5 terminal monitor

このコマンドは、仮想端末へのロギングを有効にします。

ステップ 6 debug bgp nsap unicast [neighbor-address | dampening | keepalives | updates]

特定の debug bgp nsap unicastコマンドだけを入力して特定のサブコンポーネントへの出力を隔離し、プロ
セッサの負荷を最小化します。適切な引数とキーワードを使用して、指定したサブコンポーネント上に詳

細なデバッグ情報を生成します。

ステップ 7 no terminal monitor

このコマンドは、仮想端末へのロギングを無効にします。

ステップ 8 no debug bgp nsap unicast [neighbor-address | dampening | keepalives | updates]

終了したら、特定の no debug bgp nsap unicastコマンドを入力します。

ステップ 9 logging console

このコマンドは、コンソールへのロギングを再び有効にします。

CLNSに対するMP-BGPサポートの設定例

例：CLNSをサポートするための BGPネイバーの設定とアクティブ化
次の例では、自律システム AS65101のルータ R1（下の図を参照）が、BGPを実行して CLNS
をサポートするためにアクティブになるように設定されています。ルータ R1は、自律システ
ム AS65101ではレベル 2 IS-IS専用ルータであり、AS65202では、ルータ R2を介して別の自
律システムへの接続を 1つだけ持ちます。no bgp default ipv4-unicastコマンドは、BGPネイ
バールータとの間で IPv4アドレッシング情報を交換するBGPルーティングプロセスのデフォ
ルト動作を無効にするために、ルータで設定されます。NSAPアドレスファミリコンフィギュ
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レーションモードがaddress-familynsapコマンドで有効化されると、ルータが49.0101のNSAP
プレフィックスを BGPネイバーにアドバタイズして、10.1.2.2の BGPネイバーに NSAPルー
ティング情報を送信するように設定されます。

router bgp 65101
no bgp default ipv4-unicast
address-family nsap
network 49.0101...
neighbor 10.1.2.2 activate
exit-address-family

例：IS-ISルーティングプロセスの設定
次の例では、ルータ R1（下の図を参照）が IS-ISプロセスを実行するように設定されます。

router isis osi-as-101
net 49.0101.1111.1111.1111.1111.00

デフォルトの IS-ISルーティングプロセスレベルが使用されます。

インターフェイスの設定の例

次の例では、自律システム AS65202のルータ R2（下の図を参照）の 2つのインターフェイス
が、CLNSを実行するように設定されています。GigabitEthernetインターフェイス 0/1/1は、
ローカルOSIルーティングドメインに接続されており、ネットワークプロトコルがclnsrouter
isisコマンドを使用するCLNSである場合に IS-ISを実行するように設定されています。ローカ
ル IPアドレスが 10.1.2.2のシリアルインターフェイス 2/0は、eBGPネイバーに接続されてお
り、clns enableコマンドで CLNSを実行するように設定されています。

interface serial 2/0
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
clns enable
no shutdown
!
interface gigabitethernet 0/1/1
ip address 10.2.3.1 255.255.255.0
clns router isis osi-as-202
no shutdown

ネットワーキングプレフィックスのアドバタイジングの例

次の例では、ルータR1（下の図を参照）が、49.0101のNSAPプレフィックスを他のルータに
アドバタイズするように設定されています。自律システム AS65101に対して一意の NSAPプ
レフィックスがアドバタイズされることにより、他の自律システムは、ネットワーク内に自律

システム AS65101の存在を検出できます。

router bgp 65101
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.1.2.2 remote-as 64202
address-family nsap

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
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network 49.0101...
neighbor 10.1.2.2 activate

例：BGPから IS-ISへのルートの再配布
次の例では、自律システム AS65404のルータ R7および R9（下の図を参照）が、osi-as-404と
呼ばれる IS-ISルーティングプロセスに BGPルートを再配布するように設定されています。
BGPルートの再配布により、レベル 2 IS-ISルータの R8は、自律システム AS65404の外部の
宛先にルートをアドバタイズできるようになります。ルートマップが指定されない場合は、す

べての BGPルートが再配布されます。

ルータ R7

router isis osi-as-404
net 49.0404.7777.7777.7777.7777.00
redistribute bgp 65404 clns

ルータ R9

router isis osi-as-404
net 49.0404.9999.9999.9999.9999.00
redistribute bgp 65404 clns

例：IS-ISから BGPへの再配布ルート
次の例では、自律システム AS65202のルータ R2（下の図を参照）が、レベル 2 CLNS NSAP
を BGPに再配布するように設定されています。ルートマップを使用して、BGPに再配布され
るローカル自律システム内からのルートだけを許可します。ルートマップを指定しない場合

は、CLNSレベル 2プレフィックステーブルから、すべてのNSAPルートが再配布されます。
no bgp default ipv4-unicastコマンドは、BGPネイバールータとの間で IPv4アドレッシング情
報を交換する BGPルーティングプロセスのデフォルト動作を無効にするために、ルータで設
定されます。

clns filter-set internal-routes permit 49.0202...
!
route-map internal-routes-only permit 10
match clns address internal-routes
!
router isis osi-as-202
net 49.0202.2222.2222.2222.2222.00
!
router bgp 65202
no bgp default ipv4-unicast
address-family nsap
redistribute isis osi-as-202 clns route-map internal-routes-only
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BGPピアグループおよびルートリフレクタの設定の例
上の図（「汎用 BGP CLNSネットワークトポロジ」の項）のルータ R5は iBGPネイバーだけ
を持ち、両方のインターフェイスで IS-ISを実行します。コンフィギュレーションコマンドの
数を減らすには、ibgp-peersと呼ばれる BGPピアグループのメンバとして R5を設定します。
ピアグループをグループメンバ間で NSAPルーティング情報を交換できるようにするルート
リフレクタクライアントとして設定することによって、ピアグループは address-family nsap
コマンド下で自動的にアクティブになります。BGPピアグループは、すべての BGPルータを
相互にリンクする必要性を少なくする BGPルートリフレクタクライアントとしても設定され
ます。

次の例では、自律システム AS65303のルータ R5が、BGPピアグループのメンバおよび BGP
ルートリフレクタクライアントとして設定されます。

router bgp 65303
no bgp default ipv4-unicast
neighbor ibgp-peers peer-group
neighbor ibgp-peers remote-as 65303
address-family nsap
neighbor ibgp-peers route-reflector-client
neighbor 10.4.5.4 peer-group ibgp-peers
neighbor 10.5.6.6 peer-group ibgp-peers
exit-address-family

NSAPプレフィックスに基づくインバウンドルートのフィルタ処理の
例

次の例では、自律システムAS65101のルータ R1（下の図を参照）が、デフォルトプレフィッ
クス専用のプレフィックスリストで指定されたインバウンドルートをフィルタ処理するよう

に設定されます。

clns filter-set default-prefix-only deny 49...
clns filter-set default-prefix-only permit default
!
router isis osi-as-101
net 49.0101.1111.1111.1111.1111.00
!
router bgp 65101
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.1.2.2 remote-as 64202
address-family nsap
network 49.0101.1111.1111.1111.1111.00
neighbor 10.1.2.2 activate
neighbor 10.1.2.2 prefix-list default-prefix-only in

例：NSAPプレフィックスに基づくアウトバウンド BGPアップデート
のフィルタ処理

次の例では、アウトバウンド BGPアップデートが NSAPプレフィックスに基づいてフィルタ
リングされます。この例は、下の図のルータ 7で設定されます。この作業では、CLNSフィル
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タが 2つのエントリで作成されて、49.0404で始まる NSAPプレフィックスを拒否し、49で始
まる他のすべての NSAPプレフィックスを許可します。BGPピアグループが作成され、ピア
グループのメンバであるネイバーのアウトバウンド BGPアップデートにフィルタが適用され
ます。

clns filter-set routes0404 deny 49.0404...
clns filter-set routes0404 permit 49...
!
router bgp 65404
no bgp default ipv4-unicast
neighbor ebgp-peers remote-as 65303
address-family nsap
neighbor ebgp-peers prefix-list routes0404 out
neighbor 10.6.7.8 peer-group ebgp-peers

例：デフォルトルートの発信およびアウトバウンドルートフィルタ

リング

下の図では、自律システム AS65101は他の 1つの自律システム AS65202だけに接続されてい
ます。AS65202のルータ R2は、デフォルトルートを R1に送信することによって、自律シス
テム AS65101の残りのネットワークと接続します。ローカルレベル 1ネットワークの外部の
宛先 NSAPアドレスを持ち、自律システム AS65101内にあるレベル 1ルータからのパケット
は、レベル 2ルータに最も近い R1に送信されます。ルータ R1は、デフォルトルートを使用
してパケットをルータ R2に転送します。

次の例では、自律システム AS65202のルータ R2（下の図を参照）が、自律システム AS65101
のルータR1のデフォルトルートを生成するように設定され、アウトバウンドフィルタが作成
されて、BGPアップデートメッセージ内のデフォルトルート NSAPアドレッシング情報だけ
をルータ R1に送信します。

clns filter-set default-prefix-only deny 49...
clns filter-set default-prefix-only permit default
!
router bgp 65202
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.1.2.1 remote-as 64101
address-family nsap
network 49.0202...
neighbor 10.1.2.1 activate
neighbor 10.1.2.1 default-originate
neighbor 10.1.2.1 prefix-list default-prefix-only out

CLNSに対するMP-BGPサポートの実装の例
下の図に、4つの異なる自律システム（BGP用語）またはルーティングドメイン（OSI用語）
にグループ分けされる 9つのルータを含む汎用BGPCLNSネットワークを示します。この項で
は、下の図に示されている全ルータのすべてのコンフィギュレーションについて記述します。
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図 3 :汎用 BGP CLNSネットワークのコンポーネント

次の例で使用されるコマンドについての詳細が必要な場合は、このマニュアルおよびその他の

参考資料（39ページ）に示される資料のコンフィギュレーション作業を参照してください。

自律システム AS65101

ルータ 1

clns filter-set default-prefix-only deny 49...
clns filter-set default-prefix-only permit default
!
router isis osi-as-101
net 49.0101.1111.1111.1111.1111.00
!
router bgp 65101
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.1.2.2 remote-as 65202
address-family nsap
neighbor 10.1.2.2 activate
neighbor 10.1.2.2 prefix-list default-prefix-only in
network 49.0101...
exit-address-family

!
interface serial 2/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定
34

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポートの設定

自律システム AS65101



自律システム AS65202

ルータ 2

clns filter-set default-prefix-only deny 49...
clns filter-set default-prefix-only permit default
!
clns filter-set internal-routes permit 49.0202...
!
route-map internal-routes-only permit 10
match clns address internal-routes

!
router isis osi-as-202
net 49.0202.2222.2222.2222.2222.00

!
router bgp 65202
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.1.2.1 remote-as 65101
neighbor 10.2.3.3 remote-as 65202
neighbor 10.2.4.4 remote-as 65303
address-family nsap
neighbor 10.1.2.1 activate
neighbor 10.2.3.3 activate
neighbor 10.2.4.4 activate
redistribute isis osi-as-202 clns route-map internal-routes-only
neighbor 10.1.2.1 default-originate
neighbor 10.1.2.1 prefix-list default-prefix-only out
exit-address-family

!
interface gigabitethernet 0/1/1
ip address 10.2.3.2 255.255.255.0
clns router isis osi-as-202
no shutdown

!
interface serial 2/0
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

!
interface serial 2/2
ip address 10.2.4.2 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

ルータ 3

clns filter-set internal-routes permit 49.0202...
!
route-map internal-routes-only permit 10
match clns address internal-routes

!
router isis osi-as-202
net 49.0202.3333.3333.3333.3333.00
!
router bgp 65202
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.2.3.2 remote-as 65202
neighbor 10.3.9.9 remote-as 65404
address-family nsap
neighbor 10.2.3.2 activate
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neighbor 10.3.9.9 activate
redistribute isis osi-as-202 clns route-map internal-routes-only
exit-address-family

!
interface gigabitethernet 0/1/1
ip address 10.2.3.3 255.255.255.0
clns router isis osi-as-202
no shutdown
!
interface serial 2/2
ip address 10.3.9.3 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

自律システム AS65303

ルータ 4

router isis osi-as-303
net 49.0303.4444.4444.4444.4444.00
!
router bgp 65303
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.2.4.2 remote-as 65202
neighbor 10.4.5.5 remote-as 65303
address-family nsap
no synchronization
neighbor 10.2.4.2 activate
neighbor 10.4.5.5 activate
network 49.0303...
exit-address-family

!
interface gigabitethernet 0/2/1
ip address 10.4.5.4 255.255.255.0
clns router isis osi-as-303
no shutdown
!
interface serial 2/3
ip address 10.2.4.4 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

ルータ 5

router isis osi-as-303
net 49.0303.5555.5555.5555.5555.00
!
router bgp 65303
no bgp default ipv4-unicast
neighbor ibgp-peers peer-group
neighbor ibgp-peers remote-as 65303
address-family nsap
no synchronization
neighbor ibgp-peers route-reflector-client
neighbor 10.4.5.4 peer-group ibgp-peers
neighbor 10.5.6.6 peer-group ibgp-peers
exit-address-family

!
interface gigabitethernet 0/2/1
ip address 10.4.5.5 255.255.255.0
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clns router isis osi-as-303
no shutdown
!
interface gigabitethernet 0/3/1
ip address 10.5.6.5 255.255.255.0
clns router isis osi-as-303
no shutdown

ルータ 6

router isis osi-as-303
net 49.0303.6666.6666.6666.6666.00
!
router bgp 65303
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.5.6.5 remote-as 65303
neighbor 10.6.7.7 remote-as 65404
address-family nsap
no synchronization
neighbor 10.5.6.5 activate
neighbor 10.6.7.7 activate
network 49.0303...

!
interface gigabitethernet 0/3/1
ip address 10.5.6.6 255.255.255.0
clns router isis osi-as-303
no shutdown
!
interface serial 2/2
ip address 10.6.7.6 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

自律システム AS65404

ルータ 7

clns filter-set external-routes deny 49.0404...
clns filter-set external-routes permit 49...
!
route-map noexport permit 10
match clns address external-routes
set community noexport

!
router isis osi-as-404
net 49.0404.7777.7777.7777.7777.00
redistribute bgp 404 clns
!
router bgp 65404
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.6.7.6 remote-as 65303
neighbor 10.8.9.9 remote-as 65404
address-family nsap
neighbor 10.6.7.6 activate
neighbor 10.8.9.9 activate
neighbor 10.8.9.9 send-community
neighbor 10.8.9.9 route-map noexport out
network 49.0404...

!
interface gigabitethernet 1/0/1
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ip address 10.7.8.7 255.255.255.0
clns router isis osi-as-404
ip router isis osi-as-404
no shutdown
!
interface serial 2/3
ip address 10.6.7.7 255.255.255.0
clns enable
no shutdown

ルータ 8

router isis osi-as-404
net 49.0404.8888.8888.8888.8888.00
!
interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 10.7.8.8 255.255.255.0
clns router isis osi-as-404
ip router isis osi-as-404
no shutdown
!
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 10.8.9.8 255.255.255.0
clns router isis osi-as-404
ip router isis osi-as-404
no shutdown

ルータ 9

clns filter-set external-routes deny 49.0404...
clns filter-set external-routes permit 49...
!
route-map noexport permit 10
match clns address external-routes
set community noexport

!
router isis osi-as-404
net 49.0404.9999.9999.9999.9999.00
redistribute bgp 404 clns
!
router bgp 65404
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 10.3.9.3 remote-as 65202
neighbor 10.7.8.7 remote-as 65404
address-family nsap
network 49.0404...
neighbor 10.3.9.3 activate
neighbor 10.7.8.7 activate
neighbor 10.7.8.7 send-community
neighbor 10.7.8.7 route-map noexport out

!
interface serial 2/3
ip address 10.3.9.9 255.255.255.0
clns enable
no shutdown
!
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 10.8.9.9 255.255.255.0
clns router isis osi-as-404
ip router isis osi-as-404
no shutdown
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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 IOSMaster Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』

BGPコマンド

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。

CLNSに対するMP-BGPサポートの設定に関する機能情報
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、http://www.cisco.com/go/cfnに進みます。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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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/iprouting_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iprouting_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1 : CLNSに対するMP-BGPサポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

Cisco IOS
XE
Release 2.6

CLNSに対する
マルチプロト

コル BGP
（MP-BGP）サ
ポート
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機能情報リリース機能名

CLNSに対するマルチプロトコル BGP（MP-BGP）サポート機能
により、コネクションレス型ネットワークサービス（CLNS）ネッ
トワークをスケーリングする機能が提供されます。ボーダーゲー

トウェイプロトコル（BGP）のマルチプロトコル拡張は、ルー
ティングドメインをマージせずに個別の開放型システム間相互接

続（OSI）ルーティングドメインを相互接続する機能を追加する
ことによって、大規模なOSIネットワークを確立する機能を実現
します。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されました。

• address-family nsap

• clear bgp nsap

• clear bgp nsap dampening

• clear bgp nsap external

• clear bgp nsap flap-statistics

• clear bgp nsap peer-group

• debug bgp nsap

• debug bgp nsap dampening

• debug bgp nsap updates

• neighbor prefix-list

• network (BGP and multiprotocol BGP)

• redistribute (BGP to ISO ISIS)

• redistribute (ISO ISIS to BGP)

• show bgp nsap

• show bgp nsap community

• show bgp nsap community-list

• show bgp nsap dampened-paths

• show bgp nsap filter-list

• show bgp nsap flap-statistics

• show bgp nsap inconsistent-as

• show bgp nsap neighbors

• show bgp nsap paths

• show bgp nsap quote-regexp

• show bgp nsap regexp
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機能情報リリース機能名

show bgp nsap summary•

用語集
address family：ネットワークアドレスの共通形式を共有するネットワークプロトコルのグ
ループ。アドレスファミリは RFC 1700で定義されています。

AS：自律システム。独立した独自のルーティングポリシーを持ち、単一権限によって管理さ
れるルーティングドメインを表す IP用語です。OSI用語「ルーティングドメイン」に相当し
ます。

BGP：Border Gateway Protocol（ボーダーゲートウェイプロトコル）。他の BGPシステムと
の間で到着可能性情報を交換するドメイン間ルーティングプロトコルです。

CLNS：Connectionless Network Service（コネクションレス型ネットワークサービス）。OSI
ネットワーク層プロトコルです。

CMIP：Common Management Information Protocol（共通管理情報プロトコル）。OSIで、異種
ネットワークのモニタリングと制御のために ISOによって作成および標準化されるネットワー
ク管理プロトコルです。

DCC：Data Communications Channel（データ通信チャネル）。

DCN：Data Communications Network（データ通信ネットワーク）。

ES-IS：End System-to-Intermediate System。エンドシステム（ホスト）が自身を中継システム
（ルータ）にアナウンスする方法を定義する OSIプロトコルです。

FTAM：File Transfer, Access, and Management。OSIで、さまざまなタイプのコンピュータ間で
のネットワークファイルの交換と管理用に開発されたアプリケーション層プロトコルです。

IGP：Interior Gateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティ
ング情報を交換するために使用されるインターネットプロトコルです。

IGRP：Interior Gateway Routing Protocol。大規模な異種ネットワークのルーティングに関連す
る問題を解決するために開発されたシスコ独自のプロトコルです。

IS：Intermediate System（中継システム）。OSIネットワーク内のルーティングノードです。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。DECnet Phase Vルーティングに基づく OSI
リンクステート階層型ルーティングプロトコルであり、ルータはこれを使用して、ネットワー

クトポロジを決定するために、1つのメトリックに基づいてルーティング情報を交換します。

ISO：国際標準化機構。ネットワーキングに関連する標準を含む、広範囲の標準を策定する国
際組織。ISOは、著名なネットワーキング参照モデルである開放型システム間相互接続（OSI）
参照モデルを開発しました。

NSAP address：Network Services Access Point（ネットワークサービスアクセスポイント）ア
ドレス。OSIネットワークによって使用されるネットワークアドレス形式です。
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OSI：Open System Interconnection（オープンシステム相互接続）。マルチベンダー機器の相互
運用性の向上を目指すデータネットワーキングの規格を作るために、ISOと ITU-Tが作成した
国際標準プログラムです。

routing domain：BGPの自律システムに相当する OSI用語。

SDH：Synchronous Digital Hierarchy（同期デジタル階層）。一連のレートを定義する規格、ま
た、光信号を使用して光ファイバで送信される形式規格です。

SONET：同期光ネットワーク。光ファイバ上で稼働するように設計された高速同期ネットワー
ク仕様です。
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