
BGP—選択的なルートダウンロード

BGP—選択的なルートダウンロード機能により、ネットワーク管理者は、BGPルートをルー
ティング情報ベース（RIB）に選択的に（一部を選択することも何も選択しないことも可能）
ダウンロードできます。この機能の主な用途は、中継トラフィックの伝送なしに BGPアップ
デートを伝播する専用ルートリフレクタで RIBまたは Forwarding Information Base（FIB;転送
情報ベース）に特定のBGPルートが不必要にダウンロードされるのを防ぐことです。したがっ
て、この機能は、利用可能なリソースの最大化、および専用ルートリフレクタでのルーティン

グの拡張性やコンバージェンスの向上に役立ちます。
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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。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、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—選択的ルートダウンロードに関する情報

専用ルートリフレクタには一部のルートしか必要ない

専用ルートリフレクタ（RR）の役割は、中継トラフィックの実際の転送には参加せずに BGP
アップデートを伝播することです。つまり、RRでは、必ずしもすべてのBGPルートをRIBま
たは FIBにダウンロードする必要はありません。そのようなルートを処理および保存しない
と、RRでリソースを節約できるため便利です。

デフォルトでは、BGPルートはRIBにダウンロードされます。専用ルートリフレクタでリソー
スを節約するには、テーブルマップを設定して、このようなダウンロードを低減または防止す

る必要があります。テーブルマップという名前は、何を BGPルーティングテーブルに挿入す
るかを制御するその機能に由来します。

ここでは、テーブルマップは、ルートのダウンロードを制御するルートマップを指します。

テーブルマップは、BGPポリシーアカウンティング出力インターフェイスアカウンティング
など、他の機能で使用できます。

table-mapコマンドでの filterキーワードの使用法について理解することが重要です。

• table-mapコマンドを filterキーワードなしで使用した場合は、table-mapコマンドで参照
されているルートマップを使用して、RIBにインストールするためにルートの特定のプロ
パティ（トラフィックインデックスなど）が設定されます。ルートは、ルートマップで

許可されているか拒否されているかにかかわらず、常にダウンロードされます。

• table-mapコマンドを filterキーワードありで使用した場合は、参照されているルートマッ
プを使用して、BGPルートをRIBにダウンロードするかどうかが制御されます（つまり、
フィルタ）。BGPルートは、ルートマップで拒否されている場合、RIBにダウンロード
されません。

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3 VPNについては、ルートのダウン
ロードはルートリフレクタであらかじめ自動的に抑止されるため、選択的なルートダウンロー

ド機能は適用されないことに注意してください。

選択的なルートダウンロードの利点

BGP—選択的なルートダウンロード機能により、ネットワーク管理者は、BGPルートをルー
ティング情報ベース（RIB）に選択的に（一部を選択することも何も選択しないことも可能）
ダウンロードできます。この機能の主な用途は、中継トラフィックの伝送なしに BGPアップ
デートを伝播する専用ルートリフレクタで RIBまたは Forwarding Information Base（FIB;転送
情報ベース）に特定のBGPルートが不必要にダウンロードされるのを防ぐことです。したがっ
て、この機能は、利用可能なリソースの最大化、および専用ルートリフレクタでのルーティン

グの拡張性やコンバージェンスの向上に役立ちます。
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BGPルートを選択的にダウンロードする方法

専用 RRでのすべての BGPルートのダウンロード抑止
どのBGPルートもRIBにダウンロードされないようにしてリソースを節約するには、専用ルー
トリフレクタ（RR）でこの作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. route-map route-map-name deny [sequence-number]
4. exit
5. router bgp as-number
6. address-family ipv4 unicast
7. table-map route-map-name filter
8. end
9. clear ip bgp ipv4 unicast table-map

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

ルートマップコンフィギュレーションモードを開

始して、ルートマップを設定します。

route-map route-map-name deny [sequence-number]

例：

ステップ 3

•この例では、bgp-to-ribという名前のルートマッ
プですべてのルートを拒否します。

Router(config)# route-map bgp-to-rib deny 10

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了し、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。

exit

例：

Router(config-route-map)# exit

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

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 as-number

例：

ステップ 5

Router(config)# router bgp 100

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、アドレスファミリ固有の設定を受け入

れるよう BGPピアを設定します。

address-family ipv4 unicast

例：

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

ステップ 6

BGPルーティングテーブル（ルーティング情報ベー
ス（RIB））に挿入する項目をフィルタ処理するルー
トマップを指定します。

table-map route-map-name filter

例：

Router(config-router-af)# table-map bgp-to-rib
filter

ステップ 7

•ルートマップで許可されているルートがRIBに
ダウンロードされます。

•ルートマップで拒否されているルートは、RIB
から除外されます（ダウンロードされない）。

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モードを開始します。
end

例：

ステップ 8

Router(config-router-af)# end

テーブルマップまたはルートマップを設定または

変更した後に、変更を有効にするには、BGPRIBを
リロードします。

clear ip bgp ipv4 unicast table-map

例：

Router# clear ip bgp ipv4 unicast table-map

ステップ 9

専用 RRでの BGPルートの選択的なダウンロード
BGPルートを RIBに選択的にダウンロードするには、専用ルートリフレクタ（RR）でこの作
業を実行します。BGPで外部接続ルートを伝送する場合は、RRでのネクストホップ解決のた
めにこれらのルートを RIBにダウンロードする必要があります。選択的なルートダウンロー
ドを実現するスケーラブルなアプローチの1つは、BGPコミュニティを使用して外部接続ルー
トを識別することです。つまり、ASBRで外部接続ルートの再配布時に特定の BGPコミュニ
ティを付加し、その後、RRでそのBGPコミュニティに基づいてルートのダウンロードをフィ
ルタ処理します。この作業では、RRでルートマップによってコミュニティリストを照合して
ダウンロードするルートを制御するための設定を示します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip community-list standard-list-number permit AA:NN
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4. route-map route-map-name permit [sequence-number]
5. match community standard-list-number
6. exit
7. router bgp as-number
8. address-family ipv4 unicast
9. table-map route-map-name filter
10. end
11. clear ip bgp ipv4 unicast table-map

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

標準のコミュニティリストを作成し、コミュニティ

リストで許可される自律システムおよびネットワー

ク番号を指定します。

ip community-list standard-list-number permit AA:NN

例：

Router(config)# ip community-list 100 permit
65510:100

ステップ 3

ルートマップコンフィギュレーションモードを開

始して、ルートマップを設定します。

route-map route-map-name permit [sequence-number]

例：

ステップ 4

• bgp-to-ribという名前のルートマップにより、
次の手順で指定するコミュニティリストに一

致するルートを許可します。

Router(config)# route-map bgp-to-rib permit 10

コミュニティリスト 100で許可されているルート
と照合します。

match community standard-list-number

例：

ステップ 5

Router(config-route-map)# match community 100

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了し、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。

exit

例：

Router(config-route-map)# exit

ステップ 6

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 as-number

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

Router(config)# router bgp 65510

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、アドレスファミリ固有の設定を受け

入れるように BGPピアを設定します。

address-family ipv4 unicast

例：

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

ステップ 8

BGPルーティングテーブル（ルーティング情報ベー
ス（RIB））に挿入する項目をフィルタ処理する
ルートマップを指定します。

table-map route-map-name filter

例：

Router(config-router-af)# table-map bgp-to-rib
filter

ステップ 9

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モードを開始します。
end

例：

ステップ 10

Router(config-router-af)# end

テーブルマップまたはルートマップを設定または

変更した後に、変更を有効にするには、BGP RIB
をリロードします。

clear ip bgp ipv4 unicast table-map

例：

Router# clear ip bgp ipv4 unicast table-map

ステップ 11

BGP—選択的ルートダウンロードの設定例

例：選択的なルートダウンロード

専用ルートリフレクタ（RR）の役割は、中継トラフィックの実際の転送には参加せず
に BGPアップデートを伝播することです。場合によっては、専用 RRで、選択した
ルートのみをダウンロードすることや、どのルートもダウンロードしないことが必要

になります。

たとえば、IS-ISルーティングプロトコルが使用されている場合に専用 RRで過負荷
ビットを設定したり、OSPFが使用されている場合に OSPFスタブルータを設定した
りすることが考えられます。

例：ネクストホップがループバックアドレスの場合—すべてのルートをダウンロードから除
外する

この例では、next-hop-selfコマンドで iBGPセッションに対してASBRが設定されています（こ
の設定は示されていません）。iBGPセッションにアドバタイズされるBGPルートのネクスト
ホップは、IGP（OSPFまたは IS-IS）で伝送されるループバックアドレスです。どのBGPルー
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トも RIBにダウンロードする必要はありません。専用 RRの次の設定では、table mapコマン
ドに filterキーワードが含まれているため、すべてのBGPルートのダウンロードが抑止され、
テーブルマップで参照しているルートマップによってすべてのルートが拒否されます。

route-map bgp-to-rib deny 10
!
router bgp 65000
address-family ipv6 unicast
table-map bgp-to-rib filter

例：IGPでの接続ルートの再配布—すべてのルートをダウンロードから除外する

この例では、BGPルートのネクストホップは、プレフィックスリストに基づく接続ルートの
選択的再配布を介して、OSPFや IS-ISなどの IGPで伝送される外部接続ルートで解決されま
す。ルートは iBGPから受信されます。

このシナリオは前の例とは異なりますが、設定は同じです。専用 RRの次の設定では、table
mapコマンドに filterキーワードが含まれているため、すべてのBGPルートのダウンロードが
抑止され、テーブルマップで参照しているルートマップによってすべてのルートが拒否され

ます。

route-map bgp-to-rib deny 10
!
router bgp 65000
address-family ipv6 unicast
table-map bgp-to-rib filter

例：BGPでの接続ルートの再配布—一部のルートをダウンロードから除外する

BGPで外部接続ルートを伝送する場合は、RRでのネクストホップ解決を計算できるように、
これらのルートを RIBにダウンロードする必要があります。選択的なルートダウンロードを
実現するスケーラブルな方法の 1つは、ASBRで BGPコミュニティを使用してこれらの外部
接続ルートを識別することです。つまり、境界ルータで、外部接続ルートの再配布時に特定の

BGPコミュニティを付加し、その後、RRでそのBGPコミュニティに基づいてルートのダウン
ロードをフィルタ処理します。次に、ASBRの設定と RRの設定を示します。

ASBRの設定

router bgp 65510
address-family ipv4 unicast
redistribute connected route-map connected-to-bgp
!
route-map connected-to-bgp permit 10
match ip address prefix-list extend-connected
set community 65510:100
!
ip prefix-list extend-connected permit 192.168.1.1/30

RRの設定

ip community-list 100 permit 65510:100

BGP—選択的なルートダウンロード
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!
route-map bgp-to-rib permit 10
match community 100
!
router bgp 65510
address-family ipv4 unicast
table-map bgp-to-rib filter

選択的なルートダウンロードの追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands 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/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

選択的なルートダウンロードの機能情報
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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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/iproute_bgp/command/reference/irg_book.html
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1 :選択的なルートダウンロードの機能情報

機能情報リリース機能名

BGP—選択的なルートダウン
ロード機能により、ネット

ワーク管理者は、BGPルート
をルーティング情報ベース

（RIB）に選択的に（一部を選
択することも何も選択しない

ことも可能）ダウンロードで

きます。この機能の主な用途

は、中継トラフィックの伝送

なしにBGPアップデートを伝
播する専用ルートリフレクタ

で RIBまたは Forwarding
Information Base（FIB;転送情
報ベース）に特定のBGPルー
トが不必要にダウンロードさ

れるのを防ぐことです。した

がって、この機能は、利用可

能なリソースの最大化、およ

び専用ルートリフレクタでの

ルーティングの拡張性やコン

バージェンスの向上に役立ち

ます。

次のコマンドが変更されまし

た。

• table-map

Cisco IOS XEリリース 2.3S選択的なルートダウンロード
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