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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累積 IGPに関する情報

BGP累積 IGPの概要
BGP累積 IGP機能は、パスに関連付けられた距離を計算する現在の Open Shortest Path First
（OSPF）の動作をシミュレートするために必要です。OSPFまたは Label Distribution Protocol
（LDP;ラベル配布プロトコル）は、ローカルエリアでのみプレフィックスまたはラベル情報
を伝送します。次に、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）では、エリア境界にあるBGP
にルートを再配布することにより、すべてのリモートエリアにプレフィックスまたはラベルを

伝送します。その後、ルートまたはラベルは、ラベルスイッチドパス（LSP）を使用してアド
バタイズされます。ルートのネクストホップはローカルデバイスに対する各エリア境界ルータ

（ABR）で変更されます。これによって、エリア境界を越えてOSPFルートをリークする必要
がなくなります。各コアリンクで使用可能な帯域幅が OSPFコストにマップされます。した
がって、BGPでは、各プロバイダーエッジ（PE）デバイス間でこのコストを正しく伝送する
必要があります。この機能は、BGP累積 IGP機能を使用して実現されます。

累積内部ゲートウェイプロトコル（AIGP）属性を伝送するには、内部ボーダーゲートウェイ
プロトコル（iBGP）および外部ボーダーゲートウェイプロトコル（eBGP）ネイバーで AIGP
処理を有効にする必要があります。AIGP属性を使用して設定されたネイバーは、他の iBGP
ネイバーとは別のアップデートグループに配置されます。コストコミュニティへの AIGP値
の送信が有効化されているネイバーには、個別のアップデートグループが必要です。BGPで
は、AIGP属性をコストコミュニティまたはMulti-Exit識別子（MED）に変換し、ルートに付
加してからレガシーにアドバタイズする必要があります。

BGPが AIGP属性ルートをルーティング情報ベース（RIB）にインストールすると、AIGPコ
ストとネクストホップコストが加算されます。ネクストホップが非再帰 IGPルートである場
合、BGPは、AIGPメトリックを受信した AIGP値に設定し、第 1ホップ IGPメトリックをネ
クストホップに設定します。ネクストホップがAIGPメトリックを持つ再帰 IGPルートである
場合、受信した AIGPメトリックがネクストホップ AIGPメトリックに加算されます。

BGP累積 IGPの送受信
累積内部ゲートウェイプロトコル（AIGP）属性を持つプレフィックスをセッションが受信し
た場合に、そのセッションがAIGP情報を受け取るように設定されていないときは、そのセッ
ションでは、AIGP属性を破棄し、アップデートメッセージの残りの部分を処理してから、
AIGP属性を他の BGPピアに渡します。次に、ルートがルーティング情報ベース（RIB）にイ
ンストールされ、プレフィックスが、AIGP属性とともに、AIGPが有効なすべてのネイバーに
送信されます。ネイバーにアドバタイズする前にルートのネクストホップがデバイスによって

変更されていない場合、AIGP属性値は更新されません。ルートのネクストホップが変更され
た場合は、受信した AIGP属性値にネクストホップメトリックを加算することによって AIGP
属性値が再計算されます。

BGP累積 IGP
2

BGP累積 IGP

BGP累積 IGPに関する情報



累積 IGPを使用したプレフィックスの生成
累積内部ゲートウェイプロトコル（AIGP）メトリックを使用したルートの生成は設定により
制御されます。次の条件を満たす再配布ルートに AIGP属性が付加されます。

• AIGPでルートを再配布するプロトコルが有効化されている。

•ルートが、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）に再配布される内部ゲートウェイ
プロトコル（IGP）ルートである。AIGP属性に割り当てられた値が、ルートの IGPネク
ストホップの値であるか、ルートポリシーによって設定された値である。

•このルートは BGPに再配布されたスタティックルートです。割り当てられた値が、ルー
トのネクストホップの値であるか、ルートポリシーによって設定された値である。

• networkコマンドによってルートがBGPにインポートされる。割り当てられた値が、ルー
トのネクストホップの値であるか、ルートポリシーによって設定された値である。

•着信ルートマップまたは発信ルートマップで、set aigp-metricコマンドを使用して AIGP
属性ルートマップも作成している。

BGP累積 IGPの設定方法

AIGPメトリック値の設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv4 [unicast | multicast | vrf vrf-name]
5. redistribute protocol autonomous-system-number route-map map-tag
6. network network-id route-map map-tag
7. exit
8. route-map rtmap
9. set aigp-metric [igp-metric | 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

BGP累積 IGP
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目的コマンドまたはアクション

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

指定し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：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 40000

IPv4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 ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]

例：

ステップ 4

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

あるルーティングドメインから別のルーティング

ドメインへルートを再配布します。

redistribute protocol autonomous-system-number
route-map map-tag

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# redistribute bgp 100
route-map rtmap

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。

network network-id route-map map-tag

例：

Device(config-router-af)# network 10.1.1.1
route-map rtmap

ステップ 6

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、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-af)# 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

始します。

route-map rtmap

例：

ステップ 8

Device(config)# route-map rtmap

累積内部ゲートウェイプロトコル（AIGP）属性の
メトリック値を指定します。手動によるメトリック

値は、0～ 4294967295の範囲で指定します。

set aigp-metric [igp-metric | value]

例：

Device(config-route-map)# set aigp-metric
igp-metric

ステップ 9

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

BGP累積 IGP
4

BGP累積 IGP

AIGPメトリック値の設定



目的コマンドまたはアクション

Device(config-route-map)# end

AIGP属性の送受信の有効化

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]
5. neighbor ip-address aigp
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）。

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

指定し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：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 40000

IPv4または IPv6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 {ipv4 | ipv6} [unicast]

例：

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

ステップ 4

ネイバーごとにAIGP属性の送受信を有効にします。neighbor ip-address aigp

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
aigp

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 6

BGP累積 IGP
5

BGP累積 IGP

AIGP属性の送受信の有効化



目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# end

BGP累積 IGPの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]
5. neighbor ip-address aigp [send {cost-community community-id poi {igp-cost | pre-bestpath}

[transitive]} | med]
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）。

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

指定し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：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 40000

IPv4または IPv6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 {ipv4 | ipv6} [unicast]

例：

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

ステップ 4

AIGP属性をMEDに変換し、ルートに付加してか
ら、レガシープロバイダーエッジ（PE）デバイス
にアドバタイズします。

neighbor ip-address aigp [send {cost-community
community-id poi {igp-cost | pre-bestpath} [transitive]}
| med]

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
aigp send med

BGP累積 IGP
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目的コマンドまたはアクション

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 6

Device(config-router-af)# end

BGP累積 IGPの設定例

例：AIGPメトリック値の設定

次に、累積内部ゲートウェイプロトコル（AIGP）メトリック属性を使用してプレフィッ
クスを生成するための設定例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 40000
Device(config-router)# address-family ipv4 unicast
Device(config-router-af)# redistribute bgp 100 route-map rtmap
Device(config-router-af)# network 10.1.1.1 route-map rtmap
Device(config-router-af)# exit
Device(config)# route-map rtmap
Device(config-route-map)# set aigp-metric igp-metric
Device(config-route-map)# end

例：AIGP属性の送受信の有効化

次の例では、アドレスファミリコンフィギュレーションモードでAIGP送受信機能を
有効にする方法を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 40000
Device(config-router)# address-family ipv4 unicast
Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1 aigp
Device(config-router-af)# exit

例：BGP累積 IGPの設定

次の例では、デバイスは自律システム 65000に属しており、IPアドレス 172.16.70.23
のネイバーにコストコミュニティ（cost-community）属性を送信するように設定しま
す。

Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 65000
Device(config-router)# address-family ipv4 multicast
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.70.23 aigp send cost-community 100 poi igp-cost
transitive
Device(config-router-af)# exit

BGP累積 IGP
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次の例では、デバイスは自律システム 65000に属しており、IPアドレス 172.16.70.23
のネイバーにMED属性を送信するように設定します。
Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 65000
Device(config-router)# address-family ipv4 multicast
Device(config-router-af)# neighbor 172.16.70.23 aigp send med
Device(config-router-af)# exit

BGP累積 IGP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

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。

BGP累積 IGP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/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1 : BGP累積 IGPの機能情報

機能情報リリー

ス

機能名

BGP累積 IGP機能は、任意の非推移的なボーダーゲートウェイプロ
トコル（BGP）パス属性です。累積内部ゲートウェイプロトコル
（AIGP）属性の属性タイプコードは、IANAによって割り当てられ
ます。AIGP属性の値フィールドは、タイプ、長さ、値（TLV）要素
のセットとして定義されます。AIGP TLVには、AIGPメトリックが
含まれます。

次のコマンドが導入されました。

aigp、aigp send cost-community、aigp send med、bgp bestpath aigp
ignore、set aigp-metric

BGP累積
IGP
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