
レガシー PEの BGP-RTC

レガシー PEの BGPルートターゲット制約（RTC）機能は、VPNに関与していないプロバイ
ダーエッジ（PE）デバイスにVPNネットワーク層到達可能性情報（NLRI）が伝播されるのを
防ぐメカニズムです。この機能は、ピアに渡すルートを決定するためにボーダーゲートウェイ

プロトコル（BGP）スピーカーで使用されるアウトバウンドフィルタを構築し、内部 BGP
（iBGP）メッシュ間でルートターゲット（RT）の到達可能性情報を伝播します。
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•レガシー PEの BGP-RTCの機能情報（6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。

レガシー PEの BGP-RTCの前提条件
レガシー PEの BGP-RTC機能を設定する前に、RTフィルタユニキャストアドレスファミリ
タイプを設定する必要があります。詳細については、『IPルーティング：BGPコンフィギュ
レーションガイド』の「BGP：RT制約ルート配布の設定」モジュールを参照してください。
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レガシー PEの BGP-RTCに関する情報

レガシー PEの BGP-RTCの概要
レガシー PEの BGP—RTC機能では、レガシープロバイダーエッジ（PE）デバイスから新し
いボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）スピーカー（ルートリフレクタ（RR））への
VPNユニキャストルート交換を利用して、ルートターゲット（RT）メンバーシップについて
通知します。レガシーPEは、マッピングされたRTを持つ特別なルートのセットを標準コミュ
ニティとともに RRに通知します。コミュニティがあることにより、RRで、RTの抽出および
RTメンバーシップ情報の構築がトリガーされます。

VPNメンバーシップが正常なシナリオでは、この機能によって、PEデバイスおよび RRのス
ケーリング要件を軽減できます。PEデバイスでは、不要なルートを除外するためにリソース
を費やす必要がなくなります。共通のアウトバウンドポリシーを持つ BGPピアは、単一の
フォーマットグループに分類されます。フォーマットグループ内で、BGPピアをそのピアベー
スポリシーと分離するために、個別のレプリケーショングループが使用されます。ルートター

ゲット制約（RTC）対応ピアは、別々のフォーマットグループに配置されます。各 RTCピア
には、個別のレプリケーショングループがあります。ピアに対してレガシーRTが設定されて
いる場合は、機能ネゴシエーションがないことを除いて、RTCピアと同様に扱う必要がありま
す。

レガシー PE対応 PEの動作
各レガシールートターゲット制約（RTC）対応ネイバーには、個別のレプリケーショングルー
プが割り当てられます。BGPでは、VPNテーブルをチェックして予約済みのコミュニティ値
を持つルートを探し、そのルートを使用して、コミュニティ値とともにレガシー RTCピアか
ら受信したVPNプレフィックスに基づき、RTCネットワークを作成します。PEデバイスは、
既存のVPNアドバタイズメントメカニズムを使用して、レガシープロバイダーエッジ（PE）
デバイスからのルートターゲット（RT）メンバーシップを伝達します。ルートリフレクタ
（RR）は、レガシー PEデバイスからの RTメンバーシップ情報のアドバタイズメントメカニ
ズムを処理します。RRは、レガシー PE RTメンバーシップ情報を同等のRTCネットワーク層
到達可能性情報（NLRI）に変換して、他の RRに伝播します。

レガシー PE対応 RRの動作
ルートリフレクタ（RR）は、コミュニティ値によってルートターゲット（RT）メンバーシッ
プ情報を取得するためにレガシープロバイダーエッジ（PE）デバイスからのルートを識別し、
レガシー PEデバイスへのVPNルートをフィルタ処理します。RRは、既存のVPNアドバタイ
ズメントメカニズムを使用して、レガシー PEからの RTメンバーシップを伝達および処理し
ます。レガシー PE RTメンバーシップ情報は、クライアントからの同等の RTメンバーシップ
ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）に変換されて、他の RRに伝播されます。その後、
RRは、ルートターゲットのセット全体を収集して、レガシークライアントごとにルートター
ゲットフィルタリストを作成します。
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レガシー PEの BGP-RTCの設定方法

レガシー PEの BGP-RTCの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family {vpnv4 | vpnv6 } unicast
5. neighbor {ip-address | peer-group-name | ipv6-address} accept-route-legacy-rt
6. address-family rtfilter
7. end
8. show ip bgp vpnv4 all update-group update-group
9. show ip bgp vpnv4 all neighbors {ip-address | ipv6-address}
10. show ip bgp vpnv4 all peer-group
11. debug ip bgp all updates in

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

ボーダーゲートウェイプロトコル（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：

Device(config)# router bgp 1

ステップ 3

VPNv4またはVPNv6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 {vpnv4 | vpnv6 } unicast

例：

Device(config-router)# address-family vpnv4
unicast

ステップ 4

プロバイダーエッジ（PE）デバイスをルートター
ゲット（RT）のレガシーPEとして扱うようにルー

neighbor {ip-address | peer-group-name | ipv6-address}
accept-route-legacy-rt

例：

ステップ 5

トリフレクタ（RR）上のネイバーを設定し、特別
なコミュニティでタグ付けされた VPNルートを受
け入れます。

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
accept-route-legacy-rt
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目的コマンドまたはアクション

RTフィルタアドレスファミリタイプを指定しま
す。

address-family rtfilter

例：

ステップ 6

Device(config-router-af)# address-family rtfilter

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

Device(config-router-af)# end

（任意）アップデートグループのネイバーに関す

る情報を表示します。

show ip bgp vpnv4 all update-group update-group

例：

ステップ 8

Device# show ip bgp vpnv4 all update-group 2

（任意）BGP VPNv4ネイバーに関する情報を表示
します。

show ip bgp vpnv4 all neighbors {ip-address |
ipv6-address}

例：

ステップ 9

Device# show ip bgp vpnv4 all neighbors
192.168.3.3

（任意）ピアグループに関する情報を表示します。show ip bgp vpnv4 all peer-group

例：

ステップ 10

Device# show ip bgp vpnv4 all peer-group

（任意）BGPアップデートメッセージを表示しま
す。

debug ip bgp all updates in

例：

ステップ 11

Device# debug ip bgp all updates in

レガシー PEの BGP-RTCの設定例

例：レガシー PEの BGP-RTC

ルートリフレクタでの設定

次の例は、プロバイダーエッジ（PE）デバイスをルートターゲット（RT）のレガシー PEと
して扱うようにルートリフレクタ（RR）上のネイバーを設定し、特別なコミュニティでタグ
付けされた VPNルートを受け入れる方法を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 1
Device(config-router)# address-family vpnv4 unicast
Device(config-router-af)# neighbor 10.1.1.1 accept-route-legacy-rt
Device(config-router-af)# address-family rtfilter
Device(config-router-af)# exit address-family
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レガシー PEでの設定

次の例は、ルートフィルタVRFを作成し、レイヤ 3VPNVirtual Routing and Forwarding（VRF）
でローカルに設定されたすべてのRTを収集して伝送するエクスポートマップを付加する方法
を示しています。

ip vrf route-filter
rd 55:1111
export map SET_RT

route-map SET_RT permit 10
match ip address prefix-list RT_NET1
set community 4294901762 (0xFFFF0002)
set extcommunity rt 255.220.0.0:12241 255.220.0.0:12242 additive
set extcommunity rt 255.220.0.0:12243 255.220.0.0:12244 additive
set extcommunity rt 255.220.0.0:12245 255.220.0.0:12246 additive
set extcommunity rt 255.220.0.0:12247 255.220.0.0:12248 additive
set extcommunity rt 255.220.0.0:12249 255.220.0.0:12250 additive
!
route-map SET_RT permit 20
match ip address prefix-list RT_NET2
set community 4294901762 (0xFFFF0002)
set extcommunity rt 255.220.0.0:12251 255.220.0.0:12252 additive
set extcommunity rt 255.220.0.0:12253 255.220.0.0:12254 additive
set extcommunity rt 255.220.0.0:12255 additive
!

ip route vrf route-filter 5.5.5.5 255.255.255.255 Null0 – (matching prefix-set RT_NET1)
ip route vrf route-filter 6.6.6.6 255.255.255.255 Null0 –(matching prefix-set RT_NET2)

route-map LEG_PE permit 10
match ip address prefix-list RT_NET1 RT_NET2
set community no-advertise additive

次の例は、ルートマップを VPNv4ネイバーに適用する方法を示しています。
router bgp 55
address-family vpnv4 unicast
neighbor x.x.x.x route-map LEG_PE out

次の例は、networkコマンドを使用してボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ネットワー
クへのスタティックルートを送信元にする方法を示しています。

router bgp 55
address-family ipv4 vrf route-filter
network 5.5.5.5 mask 255.255.255.255
network 6.6.6.6 mask 255.255.255.255

レガシー PEの BGP-RTC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 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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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ルーティング：BGPコンフィギュレーションガイド』
の「BGP：RT制約ルート配布の設定」モジュール

BGP：RT制約ルート配布の設定

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Constrained Route Distribution for Border Gateway Protocol/MultiProtocol Label Switching
(BGP/MPLS) Internet Protocol (IP) Virtual Private Networks (VPNs)』

RFC
4684

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。

レガシー PEの BGP-RTC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 :レガシー PEの BGP-RTCの機能情報

機能情報リリー

ス

機能名

レガシー PEのBGP-RTC機能は、VPNに関与していないプロバイ
ダーエッジ（PE）デバイスに VPNネットワーク層到達可能性情
報（NLRI）が伝播されるのを防ぐメカニズムです。この機能は、
ピアに渡すルートを決定するためにボーダーゲートウェイプロト

コル（BGP）スピーカーで使用されるアウトバウンドフィルタを
構築し、内部BGP（iBGP）メッシュ間でルートターゲット（RT）
の到達可能性情報を伝播します。

neighbor accept-route-legacy-rt コマンドが導入されました。
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