
BGPコストコミュニティ

BGPコストコミュニティ機能により、コスト拡張コミュニティ属性が導入されます。コスト
コミュニティとは、非推移的な拡張コミュニティ属性で、内部 BGP（iBGP）およびコンフェ
デレーションピアには渡されますが、外部 BGP（eBGP）ピアには渡されません。コストコ
ミュニティ機能により、コスト値を特定のルートに割り当てることで、ローカルルートプリ

ファレンスをカスタマイズし、ベストパス選択プロセスに反映させることができます。

Cisco IOS Release 12.0(27)S、12.3(8)T、12.2(25)S、およびそれ以降のリリースでは、VPNおよ
びバックドアリンクを備えた多様な EIGRPMPLS VPNネットワークトポロジのためにサポー
トが導入されました。
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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コストコミュニティ機能の前提条件
このマニュアルは、BGPがネットワークで設定されていること、およびピアリングが確立され
ていることを前提としています。

BGPコストコミュニティ機能の制約事項
• BGPコストコミュニティ機能が設定できるのは、自律システムまたはコンフェデレーショ
ン内だけです。コストコミュニティは非推移的な拡張コミュニティ属性で、iBGPおよび
コンフェデレーションピアだけに渡され、eBGPピアには渡されません。

•コストコミュニティフィルタリングを設定するには、BGPコストコミュニティ機能がす
べての自律システムまたはコンフェデレーションでサポートされている必要があります。

潜在的なルーティングループを回避するために、コストコミュニティはローカルの自律

システムまたはコンフェデレーション全体に一貫して適用される必要があります。

•単一のルートマップブロックまたはシーケンスにおいて、set extcommunity costコマンド
で複数の cost community set句を設定することも可能です。ただし、各 set句は、各挿入ポ
イント（POI）に対し異なる ID値（0～ 255）を持つよう設定する必要があります。ID値
は、その他の属性がすべて等しい場合に、プリファレンスを決定します。最も低い ID値
が優先されます。

BGPコストコミュニティ機能に関する情報

BGPコストコミュニティの概要
コストコミュニティは非推移的な拡張コミュニティ属性で、iBGPおよびコンフェデレーショ
ンピアには渡されますが、eBGPピアには渡されません。BGPコストコミュニティ機能のコ
ンフィギュレーションにより、ローカルの自律システムまたはコンフェデレーションにおける

BGPベストパス選択プロセスがカスタマイズできます。

コストコミュニティ属性は、ルートマップで set extcommunity costコマンドを設定すること
により、内部ルートに適用されます。cost community set句は、コストコミュニティ ID番号（0
～ 255）およびコスト番号（0～ 4294967295）で設定されます。コストコミュニティ ID番号
によってパスの優先度が判断されます。最も低いコストコミュニティ ID番号を持つパスが優
先されます。

コストコミュニティ属性で特別に設定されていないパスは、デフォルトのコスト番号値である

2147483647（0～ 4294967295の中央値）が割り当てられ、ベストパス選択プロセスにより評
価されます。2つのパスが同じコストコミュニティ ID番号を使用して設定されている場合、
パス選択プロセスでは最も低いコスト番号のパスが優先されます。コスト拡張コミュニティ属
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性は、neighbor send-communityコマンドで拡張コミュニティ交換が有効化されたとき、iBGP
ピアに伝播します。

cost community set句で設定されたルートマップの適用に使用できるコマンドは、次のとおり
です。

• aggregate-address

• neighbor default-originate route-map {in | out}

• neighbor route-map

• network route-map

• redistribute route-map

BGPコストコミュニティによるベストパス選択プロセスへの影響
BGPベストパス選択プロセスは、挿入ポイント（POI）においてコストコミュニティ属性の
影響を受けます。デフォルトでは、POIは内部ゲートウェイプロトコル（IGP）メトリック比
較に準拠します。同一の宛先に向かう複数のパスを受信したとき、BGPはベストパス選択プ
ロセスを使用して、いずれのパスがベストパスであるかを決定します。ベストパスは BGPに
より自動的に決定され、ルーティングテーブルにインストールされます。複数の等価コスト

パスが使用可能な場合、POIで特定のパスにプリファレンスを割り当てることができます。
ローカルのベストパス選択で POIが有効でない場合は、コストコミュニティ属性は暗黙的に
無視されます。

コストコミュニティ属性を使用して、同一の POIに対し複数のパスを設定できます。最も低
いコストコミュニティ IDを持つパスが最優先で検討されます。つまり、特定の POIに対する
すべてのコストコミュニティパスは、最も低いコストコミュニティを持つパスから考慮され

ていきます。コストコミュニティを持たないパス（POIでコミュニティ IDが評価されるもの）
には、デフォルトのコミュニティコスト値（2147483647）が割り当てられます。コストコミュ
ニティ値が等しい場合、コストコミュニティ比較は、その POIで次に低いコミュニティ IDに
進みます。

パスにコストコミュニティ属性が設定されていない場合、ベストパス選択プロセスはそのパ

スにデフォルトのコスト値（最大値 [4294967295]の半分である 2147483647）が割り当てられ
ているものと見なします。

（注）

POIでコストコミュニティ属性を適用することで、ローカルの自律システムまたはコンフェデ
レーションにおける任意の部分にあるピアを起点とするか、このピアで学習したパスに、値を

割り当てることができるようになります。コストコミュニティは、ベストパス選択プロセス

中の「タイブレーカー」として使用できます。同一の自律システムまたはコンフェデレーショ

ンにおける別個の等コストパスに対し、コストコミュニティのインスタンスを複数設定でき

ます。たとえば、複数の等コスト出口ポイントがあるネットワークにおいて、特定の出口パス

に、より低いコストコミュニティ値を適用すれば、そのパスは BGPベストパス選択プロセス
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により優先されることになります。「マルチエグジット IGPネットワークにおけるルートプ
リファレンスの反映」の項に記載されているシナリオを参照してください。

集約ルートおよびマルチパスに対するコストコミュニティのサポート

BGPコストコミュニティ機能により、集約ルートおよびマルチパスがサポートされています。
コストコミュニティ属性は、いずれかのルートのタイプに適用できます。コストコミュニティ

属性は、コストコミュニティ属性を伝送するコンポーネントルートから集約ルートまたはマ

ルチパスルートに渡されます。伝送されるのは一意の IDだけであり、個々のコンポーネント
ルートの中で最も高いコストが、ID単位で集約に適用されます。複数のコンポーネントルー
トに同一の IDが含まれる場合は、設定されている最大のコストがルートに適用されます。た
とえば、次の 2つのコンポーネントルートにインバウンドルートマップ経由でコストコミュ
ニティ属性が設定されているとします。

• 10.0.0.1 (POI=IGP, ID=1, Cost=100)

• 192.168.0.1 (POI=IGP, ID=1, Cost=200)

これらのコンポーネントルートがマルチパスとして集約または設定された場合、コスト値200
（POI=IGP、ID=1、コスト=200）が最も高いコストとなるため、このコスト値がアドバタイズ
されます。

1つ以上のコンポーネントルートがコストコミュニティ属性を伝送しない場合、またはこれら
のコンポーネントルートに異なる IDが設定されている場合は、デフォルト値（2147483647）
が集約ルートまたはマルチパスルートに対してアドバタイズされます。たとえば、次の3つの
コンポーネントルートにインバウンドルートマップ経由でコストコミュニティ属性が設定さ

れているとします。ただし、これらのコンポーネントルートには 2つの異なる IDが設定され
ています。

• 10.0.0.1 (POI=IGP, ID=1, Cost=100)

• 172.16.0.1 (POI=IGP, ID=2, Cost=100)

• 192.168.0.1 (POI=IGP, ID=1, Cost=200)

アドバタイズされる単一のパスには、次のように集約コストコミュニティが含まれます。

• {POI=IGP, ID=1, Cost=2147483647} {POI=IGP, ID=2, Cost=2147483647}

マルチエグジット IGPネットワークにおけるルートプリファレンスの
反映

下の図に、エッジに 2つの自律システム境界ルータ（ASBR）がある内部ゲートウェイプロト
コル（IGP）ネットワークを示します。各 ASBRは、ネットワーク 10.8/16に対して等コスト
パスを持ちます。
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図 1 :マルチエグジットポイント IGPネットワーク

BGPでは、両パスは等しいと見なされます。マルチパスロードシェアリングが設定されてい
る場合、両方のパスがルーティングテーブルにインストールされ、トラフィックのロードバ

ランスに使用されます。マルチパスロードバランシングが設定されていない場合、BGPによ
り最初にベストパスであると学習されたパスが選択され、ルーティングテーブルにインストー

ルされます。この動作は、一部の条件下では望ましくない場合があります。たとえば、パスは

最初に ISP1 PE2から学習されますが、ISP1 PE2と ASBR1間のリンクは低速リンクです。

コストコミュニティ属性のコンフィギュレーションを使用して ASBR2が学習したパスにより
低いコストコミュニティ値を適用することで、BGPベストパス選択プロセスに影響を与える
ことができます。たとえば、次のコンフィギュレーションは ASBR2に適用されます。

route-map ISP2_PE1 permit 10
set extcommunity cost 1 1
match ip address 13
!
ip access-list 13 permit 10.8.0.0 0.0.255.255

上のルートマップでは、コストコミュニティ番号値の 1がルート 10.8.0.0に適用されます。デ
フォルトでは、ASBR1で学習したパスにはコストコミュニティ値 2147483647が割り当てられ
ます。ASBR2で学習したパスのコストコミュニティ値の方が低いため、こちらのパスが優先
されます。

バックドアリンクを持つ EIGRP MPLS VPN Provider Edge-Customer Edge
（PE-CE）に対する BGPコストコミュニティサポート

EIGRP Site of Origin（SoO）BGPコストコミュニティサポートの導入以前は、BGPピアが学
習したルートよりもローカルソースルートの方がBGPにより優先されました。バックドアリ
ンクの方が先に学習された場合、BGPにより EIGRP MPLS VPNトポロジにおけるバックドア
リンクが優先されます。（バックドアリンクまたはルートは、遠隔地の拠点と主拠点間のVPN
の外で設定される接続です。たとえば、遠隔地の拠点を企業のネットワークに接続するWAN
リースラインです）。

VPNおよびバックドアリンクが混在する EIGRP VPNネットワークトポロジをサポートする
ために、BGPコストコミュニティ機能で「プレベストパス」挿入ポイント（POI）が導入され
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ました。この POIは BGPに再配布される EIGRPルートに自動的に適用されます。「プレベス
トパス」POIは、EIGRPルートタイプおよびメトリックを伝送します。この POIは、BGPが
その他のあらゆる比較ステップの前にこのPOIを考慮するように影響を与えておくことで、ベ
ストパス計算プロセスに作用します。設定は必要ありません。Cisco IOSRelease 12.0(27)Sがプ
ロバイダーエッジ（PE）、カスタマーエッジ（CE）、またはバックドアルータにインストー
ルされている場合、この機能は自動的に EIGRP VPN拠点に対して有効になります。

EIGRP MPLS VPNの設定については、Cisco IOS Release 12.0(27)Sの『MPLS VPN Support for
EIGRP Between Provider Edge and Customer Edge』マニュアルを参照してください。

EIGRPMPLSVPNPE-CESite ofOrigin（SoO）機能の詳細については、Cisco IOSRelease 12.0(27)S
の『EIGRP MPLS VPN PE-CE Site of Origin (SoO)』機能マニュアルを参照してください。

BGPコストコミュニティ機能の設定方法

BGPコストコミュニティの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [mdt |multicast | tunnel | unicast [vrf vrf-name] | vrf vrf-name] | ipv6

[multicast | unicast] | vpnv4 [unicast]
6. neighbor ip-address route-map map-name {in | out}
7. exit
8. route-map map-name {permit | deny} [sequence-number]
9. set extcommunity cost [igp] community-id cost-value
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードなど、高位の権限レベルを有効
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コストコミュニティ
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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または設定しま
す。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 50000

ステップ 3

指定したネイバーまたはピアグループとのピアリン

グを確立します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 10.0.0.1
remote-as 101

ルータをアドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードにします。

address-family ipv4 [mdt |multicast | tunnel | unicast
[vrf vrf-name] | vrf vrf-name] | ipv6 [multicast | unicast]
| vpnv4 [unicast]

ステップ 5

例：

Device(config-router)# address-family ipv4

指定したネイバーまたはピアグループに対し着信ま

たは発信ルートマップを適用します。

neighbor ip-address route-map map-name {in |
out}

例：

ステップ 6

Device(config-router)# neighbor 10.0.0.1
route-map MAP-NAME in

ルータ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に戻り

ます。

exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 7

ルートマップコンフィギュレーションモードを開

始し、ルートマップを作成または設定します。

route-map map-name {permit | deny}
[sequence-number]

例：

ステップ 8

Device(config)# route-map MAP-NAME permit 10

set句を作成しコストコミュニティ属性を適用しま
す。

set extcommunity cost [igp] community-id cost-value

例：

ステップ 9

•各ルートマップブロックまたはシーケンスで
複数の cost community set句を設定できます。Device(config-route-map)# set extcommunity cost

1 100
各 cost community set句には、異なる ID（0～
255）を持たせる必要があります。その他すべ
ての属性が等しい場合、最も低い cost-valueを
持つ cost community set句がベストパス選択プ
ロセスにより優先されます。
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目的コマンドまたはアクション

•コストコミュニティ属性が設定されていない
パスにはデフォルトの cost-valueが割り当てら
れます。この値は最大値（4294967295）の半分
である 2147483647です。

ルートマップ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

Device(config-route-map)# end

BGPコストコミュニティの設定確認
BGPコストコミュニティコンフィギュレーションは、ローカルまたは特定のネイバーに対し
て確認できます。コストコミュニティのローカルコンフィギュレーションを確認するには、

show route-mapまたは show running-configコマンドを使用します。

特定のネイバーがコストコミュニティを伝送することを確認するには、show ip bgp ip-address
コマンドを使用します。これらのコマンドの出力により、POI（IGPはデフォルトの POI）、
設定された ID、および設定されたコストが表示されます。大きなコストコミュニティ値に対
しては、これらのコマンドからの出力は設定されたコストとデフォルトのコストの差異を+ま
たは -の値で表示します。出力例については、「例：BGPコストコミュニティ検証」の項を
参照してください。

トラブルシューティングのヒント

bgp bestpath cost-community ignoreコマンドでコストコミュニティ属性の評価を無効にし、
BGPベストパス選択に関連する問題の隔離およびトラブルシューティングに役立てることが
できます。

debug ip bgp updatesコマンドは BGPアップデートメッセージを印刷する際に使用できます。
コストコミュニティ拡張コミュニティ属性をネイバーから受信した際に、このコマンドの出力

で表示することができます。外部ピアから非推移的な拡張コミュニティを受信した場合も、

メッセージが表示されます。

BGPコストコミュニティ機能の設定例

例：BGPコストコミュニティ設定
次の例では、コストコミュニティ ID「1」、コストコミュニティ値「100」がルートマップで
許可されたルートに適用されます。このコンフィギュレーションでは、このルートマップシー

ケンスで許可されていないその他の等コストパスよりもこのルートが、ベストパス選択プロ

セスにより優先されます。
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Device(config)# router bgp 50000
Device(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 50000
Device(config-router)# neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback 0
Device(config-router)# address-family ipv4
Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1 activate
Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1 route-map COST1 in
Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1 send-community both
Router(config-router-af)# exit
Device(config)# route-map COST1 permit 10
Device(config-route-map)# match ip-address 1
Device(config-route-map)# set extcommunity cost 1 100

例：BGPコストコミュニティ検証
BGPコストコミュニティコンフィギュレーションは、ローカルまたは特定のネイバーに対し
て確認できます。コストコミュニティのローカルコンフィギュレーションを確認するには、

show route-mapまたは show running-configコマンドを使用します。特定のネイバーがコスト
コミュニティを伝送することを確認するには、show ip bgp ip-addressコマンドを使用します。

showroute-mapコマンドの出力では、ローカルで設定されたルートマップ、match句、set句、
continue句、およびコストコミュニティ属性のステータスおよび属性が表示されます。次の出
力例は、表示される出力に類似しています。

Device# show route-map

route-map COST1, permit, sequence 10
Match clauses:
as-path (as-path filter): 1

Set clauses:
extended community Cost:igp:1:100

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map COST1, permit, sequence 20
Match clauses:
ip next-hop (access-lists): 2

Set clauses:
extended community Cost:igp:2:200

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map COST1, permit, sequence 30
Match clauses:
interface FastEthernet0/0
extcommunity (extcommunity-list filter):300

Set clauses:
extended community Cost:igp:3:300

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

次に、ローカルで設定された大きいコストコミュニティ値を持つルートの例を示します。

Device# show route-map

route-map set-cost, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
extended community RT:1:1 RT:2:2 RT:3:3 RT:4:4 RT:5:5 RT:6:6 RT:7:7
RT:100:100 RT:200:200 RT:300:300 RT:400:400 RT:500:500 RT:600:600
RT:700:700 additive

extended community Cost:igp:1:4294967295 (default+2147483648)
Cost:igp:2:200 Cost:igp:3:300 Cost:igp:4:400

BGPコストコミュニティ
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Cost:igp:5:2147483648 (default+1) Cost:igp:6:2147484648 (default+1001)
Cost:igp:7:2147284648 (default-198999)

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

show running configコマンドの出力では、ルートマップ内で設定された match句、set句、
continue句が表示されます。次に、実行中のコンフィギュレーションのうち、関連する部分だ
けをフィルタリングして表示した出力例を示します。

Device# show running-config | begin route-map

route-map COST1 permit 20
match ip next-hop 2
set extcommunity cost igp 2 200
!
route-map COST1 permit 30
match interface FastEthernet0/0
match extcommunity 300
set extcommunity cost igp 3 300
.
.
.

show ip bgp ip-addressコマンドの出力は、特定のネイバーがコストコミュニティ属性を設定し
たパスを伝送するかどうかを確認する際に使用できます。コストコミュニティ属性情報は、

[Extended Community]フィールドに表示されます。POI、コストコミュニティ ID、およびコス
トコミュニティ番号値が表示されます。次に、ネイバー172.16.1.2が、ID「1」、コスト「100」
のコストコミュニティを伝送している出力例を示します。

Device# show ip bgp 10.0.0.0

BGP routing table entry for 10.0.0.0/8, version 2
Paths: (1 available, best #1)
Not advertised to any peer
2 2 2
172.16.1.2 from 172.16.1.2 (172.16.1.2)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
Extended Community: Cost:igp:1:100

指定されたネイバーにデフォルトのコストコミュニティ番号値が設定されている場合、または

コストコミュニティ評価のためにデフォルト値が自動的に割り当てられている場合は、出力で

はコストコミュニティ番号値の後ろに +および -の値を伴った「default」が表示されます。

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
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その他の参考資料

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


マニュアルタイトル関連項目

『IP Routing: EIGRP Configuration Guide』の「EIGRP
MPLS VPN PE-CE Site of Origin (SoO)」の項

EIGRP MPLS VPN PE-CE Site of
Origin（SoO）

標準

タイト

ル

標準

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

既存の標準のサポートは変更されていません。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco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

—

RFC

タイトルRFC

『BGPCustomDecision Process』draft-retana-bgp-custom-decision-00.txt

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。
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その他の参考資料

http://www.cisco.com/go/mibs
http://tools.ietf.org/html/draft-retana-bgp-custom-decision-00.txt
http://www.cisco.com/support


BGPコストコミュニティの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

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

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

スでもサポートされます。

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

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

表 1 : BGPコストコミュニティの機能情報

機能情報リリース機能名

BGPコストコミュニティ機能により、コスト拡張コミュ
ニティ属性が導入されます。コストコミュニティとは、非

推移的な拡張コミュニティ属性で、内部BGP（iBGP）およ
びコンフェデレーションピアには渡されますが、外部BGP
（eBGP）ピアには渡されません。コストコミュニティ機
能により、コスト値を特定のルートに割り当てることで、

ローカルルートプリファレンスをカスタマイズし、ベス

トパス選択プロセスに反映させることができます。

次のコマンドが導入または変更されました。bgp bestpath
cost-community ignore、debug ip bgp updates、set
extcommunity cost

12.0(24)S
12.3(2)T
12.2(18)S
12.2(27)SBC
15.0(1)S

BGPコストコミュ
ニティ

バックドアリンクの方が先に学習された場合、BGPによ
り EIGRP MPLS VPNトポロジにおけるバックドアリンク
が優先されます。VPNおよびバックドアリンクが混在す
る EIGRP VPNネットワークトポロジをサポートするため
に、BGPコストコミュニティ機能で「プレベストパス」
挿入ポイント（POI）が導入されました。この POIは BGP
に再配布されるEIGRPルートに自動的に適用されます。こ
のPOIは、BGPがその他のあらゆる比較ステップの前にこ
のPOIを考慮するように影響を与えておくことで、最良パ
ス計算プロセスに影響します。設定は必要ありません。

Cisco IOSRelease 12.0(27)S、12.3(8)T、12,2(25)S、およびそ
れ以降のリリースが PE、CE、またはバックドアルータに
インストールされている場合、この機能は自動的にEIGRP
VPN拠点に対して有効になります。

追加または変更されたコマンドはありません。

12.0(27)S
12.3(8)T
12.2(25)S

バックドアリンク

を持つ EIGRP
MPLSVPNProvider
Edge-CustomerEdge
（PE-CE）に対す
る BGPコストコ
ミュニティサポー

ト
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http://www.cisco.com/go/cfn
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