
外部BGPを使用したサービスプロバイダー
との接続

このモジュールでは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ネットワークが、インター
ネットサービスプロバイダー（ISP）など外部ネットワークにあるピアデバイスへアクセスで
きるようにするための設定作業について説明します。BGPは、組織間にループのないルーティ
ングを提供するために設計されたドメイン間ルーティングプロトコルです。異なる自律システ

ムのピアとのルーティングアップデートの交換のために、外部BGP（eBGP）ピアリングセッ
ションが設定されます。トラフィックのフィルタリングのためのBGPポリシー設定作業など、
インバウンドとアウトバウンドのトラフィックを管理するための作業について説明します。

サービスプロバイダーへの接続に冗長性を持たせるためのマルチホーミングについても説明し

ます。

•機能情報の確認（1ページ）
•外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の前提条件（2ページ）
•外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の制約事項（2ページ）
•外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の概要（2ページ）
•外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続方法（15ページ）
•外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の設定例（75ページ）
•次の作業（85ページ）
•その他の参考資料（85ページ）
•外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の機能情報（87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。
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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。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の前
提条件

•サービスプロバイダーとの接続前に、BGPプロセスとピアの基本的な設定方法を理解し
ておく必要があります。詳細については、「Cisco BGP概要」モジュールおよび「基本
BGPネットワークの設定」モジュールを参照してください。

•ネットワークをサービスプロバイダーに接続する場合に BGP機能を設定する際、この章
の作業と概念が役立ちます。インターネットへの接続それぞれについて、インターネット

割り当て番号局（IANA）から割り当てられた自律システム番号を持っている必要があり
ます。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の制
約事項

• Cisco IOSソフトウェアを実行するルータは、1つの BGPルーティングプロセスだけを実
行し、1つの BGP自律システムだけのメンバになるように設定できます。ただし、BGP
ルーティングプロセスと自律システムでは、複数のアドレスファミリ設定をサポートで

きます。

•ポリシーリストは、Cisco IOS Release 12.0(22)Sおよび 12.2(15)Tよりも前のバージョンの
Cisco IOSソフトウェアではサポートされていません。古いバージョンの Cisco IOSソフト
ウェアを実行中のルータをリロードすると、ルーティングポリシーの設定の一部が失われ

ることがあります。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の概
要

外部 BGPピアリング
BGPは、組織間にループが発生しないルーティングリンクを実現することを目的としたドメ
イン間ルーティングプロトコルです。BGPは、信頼できるトランスポートプロトコル上で運
用するよう設計され、トランスポートプロトコルとしてTCP（ポート179）を使用します。宛
先の TCPポートは 179が割り当てられ、ローカルポートではランダムなポート番号が割り当
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てられます。Cisco IOSソフトウェアは、ISPがインターネット構築に使用している BGPバー
ジョン 4をサポートしています。RFC 1771では、プロトコルをインターネット規模での使用
に合わせるため、新機能の BGPへの追加や検討が多数行われました。

異なる自律システムのBGPピアとのルーティングアップデートの交換のために、外部BGPピ
アリングセッションが設定されます。BGPルーティングプロセスは、eBGPピアがWAN接続
などによって直接接続されるものとして設計されています。しかし、実際の使用においてはこ

のルールではルーティングできないケースが多々あります。マルチホップネイバーのピアリン

グセッションは neighbor ebgp-multihopコマンドで設定します。下の図に、3つのルータ間の
シンプルな eBGPピアリングを示します。ルータ Bは、ルータ Aとルータ Eにピアリングさ
れています。非常にシンプルなネットワーク設計ですが、下の図では、ルータ Aとルータ E
との間のピアリング確立に neighbor ebgp-multihopコマンドを使用できます。BGPはネット
ワーク内のネクストホップについての情報をNEXT_HOP属性を使用して転送します。デフォ
ルトでは eBGPピアリングセッション内のルートをアドバタイズするインターフェイスの IP
アドレスに設定されています。発信元インターフェイスは、物理インターフェイスかループ

バックインターフェイスです。

図 1 :別の自律システム内の BGPピア

eBGPピアリングセッションの確立にはループバックインターフェイスが好まれます。ループ
バックインターフェイスの方がインターフェイスフラッピングの影響を受けにくいからです。

ネットワーキングデバイスのインターフェイスは、障害が発生したり、メンテナンスのために

運転を停止する場合があります。障害やメンテナンスのために管理上あるインターフェイスを

起動や停止することを、フラップといいます。ループバックインターフェイスは安定した発信

元インターフェイスを実現するもので、IPルーティングプロトコルがループバックインター
フェイスに割り当てられたサブネットをアドバタイズする限り、発信元インターフェイスに割

り当てられた IPアドレスがいつでも到達可能になるようにします。ループバックインターフェ
イスにより、/32ビットマスクのアドレス 1つを設定することで、アドレス空間を節約できま
す。ループバックインターフェイスを eBGPピアリングセッションのために設定する前に、
neighbor update-sourceコマンドを設定してループバックインターフェイスを指定する必要が
あります。このように設定することで、ループバックインターフェイスが発信元インターフェ
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イスとなり、その IPアドレスがこのループバックを通してアドバタイズされるルートのネク
ストホップとしてアドバタイズされます。ループバックインターフェイスをシングルホップ

eBGPピアの接続に使用する場合、事前に neighbor disable-connected-checkコマンドを設定し
ておかないと、eBGPピアリングセッションは確立できません。

外部ネットワークへの接続によって、自分のネットワークから他のネットワークへ、またイン

ターネットを介して、トラフィックを転送できます。ネットワークに入ってくるトラフィック

や、場合によっては通過して行くトラフィックもあるでしょう。BGPには、ネットワークへの
トラフィックの出入りを変化させたり、インバウンドとアウトバウンドのトラフィックのフィ

ルタリング用 BGPポリシーを作成したりするための、さまざまな方法が含まれています。ト
ラフィックフローを変化させるのに、BGPはアップデートメッセージに含まれる、または
BGPルーティングアルゴリズムで使用される BGP属性を使用します。トラフィックのフィル
タリング用 BGPポリシーでは、ルートマップ、AS-pathアクセスリストなどのアクセスリス
ト、フィルタリスト、ポリシーリスト、および配信リストを伴った BGP属性の一部も使用さ
れます。バックアップやパフォーマンス向上のために 1つの ISPへの複数接続や複数の ISPへ
の接続が存在する場合、外部接続の管理にマルチホーミング技術が関係してくることがありま

す。自律システムや物理的境界を超えてさまざまなコミュニティ属性によるタギングを BGP
ルートに行うことで、個別にpermit文やdeny文を羅列した巨大なリストを扱わずにすみます。

BGP自律システム番号の形式
RFC 4271『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』に記述されているように、2009年 1月まで、
企業に割り当てられていた BGP自律システム番号は 1～ 65535の範囲の 2オクテットの数値
でした。自律システム番号の要求の増加に伴い、インターネット割り当て番号局（IANA）に
より割り当てられる自律システム番号は 2009年 1月から 65536～ 4294967295の範囲の 4オク
テットの番号になります。RFC 5396『Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers』
には、自律システム番号を表す 3つの方式が記述されています。シスコでは、次の 2つの方式
を実装しています。

• asplain：10進表記方式。2バイトおよび 4バイト自律システム番号をその 10進数値で表
します。たとえば、65526は 2バイト自律システム番号、234567は 4バイト自律システム
番号になります。

• asdot：自律システムドット付き表記。2バイト自律システム番号は 10進数で、4バイト
自律システム番号はドット付き表記で表されます。たとえば、65526は 2バイト自律シス
テム番号、1.169031（10進表記の 234567をドット付き表記にしたもの）は 4バイト自律
システム番号になります。

自律システム番号を表す 3つ目の方法については、RFC 5396を参照してください。

asdotだけを使用する自律システム番号形式

Cisco IOSRelease 12.0(32)S12、12.4(24)T、およびそれ以降のリリースでは、4オクテット（4バ
イト）の自律システム番号は asdot表記法だけで入力および表示されます。たとえば、1.10ま
たは 45000.64000です。4バイト自律システム番号のマッチングに正規表現を使用する場合、
asdot形式には正規表現で特殊文字となるピリオドが含まれていることに注意します。正規表
現でのマッチングに失敗しないよう、1\.14のようにピリオドの前にバックスラッシュを入力
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する必要があります。次の表は、asdot形式だけが使用できる Cisco IOSイメージで、2バイト
および 4バイト自律システム番号の設定、正規表現とのマッチング、および showコマンド出
力での表示に使用される形式をまとめたものです。

表 1 : asdotだけを使用する 4バイト自律システム番号形式

showコマンド出力および正規表現のマッチング
形式

設定形式書

式

2バイト：1～ 655354バイト：1.0～ 65535.655352バイト：1～ 655354バイト：1.0～
65535.65535

asdot

asplainをデフォルトとする自律システム番号形式

Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)XNE、12.2(33)SXI1、および
それ以降のリリースでは、シスコ実装の 4バイト自律システム番号で asplainがデフォルトの
自律システム番号表示形式として使用されていますが、4バイト自律システム番号は asplainお
よびasdot形式のどちらにも設定できます。また、正規表現で4バイト自律システム番号とマッ
チングするためのデフォルト形式は asplainであるため、4バイト自律システム番号とマッチン
グする正規表現はすべて、asplain形式で記述する必要があります。デフォルトの showコマン
ド出力を変更して、4バイトの自律システム番号を asdot形式で表示する場合は、ルータコン
フィギュレーションモードで bgp asnotation dotコマンドを使用します。デフォルトで asdot
形式がイネーブルにされている場合、正規表現の 4バイト自律システム番号のマッチングに
は、すべて asdot形式を使用する必要があり、使用しない場合正規表現によるマッチングは失
敗します。次の表に示すように、4バイト自律システム番号は asplainと asdotのどちらにも設
定できますが、showコマンド出力と正規表現を使用した 4バイト自律システム番号のマッチ
ング制御には 1つの形式だけが使用されます。デフォルトは asplain形式です。showコマンド
出力の表示と正規表現のマッチング制御で asdot形式の 4バイト自律システム番号を使用する
場合、bgp asnotation dotコマンドを設定する必要があります。bgp asnotation dotコマンドを
有効にした後、clear ip bgp *コマンドを入力してすべての BGPセッションに対してハードリ
セットを開始する必要があります。

4バイト自律システム番号をサポートしているイメージにアップグレードしている場合でも、
2バイト自律システム番号を使用できます。4バイト自律システム番号に設定された形式にか
かわらず、2バイト自律システムの showコマンド出力と正規表現のマッチングは変更されず、
asplain（10進数）形式のままになります。

（注）

表 2 : asplainをデフォルトとする 4バイト自律システム番号形式

showコマンド出力および正規表現のマッチン
グ形式

設定形式書式

2バイト：1～ 655354バイト：65536～
4294967295

2バイト：1～ 655354バイト：65536
～ 4294967295

asplain
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showコマンド出力および正規表現のマッチン
グ形式

設定形式書式

2バイト：1～ 655354バイト：65536～
4294967295

2バイト：1～ 655354バイト：1.0～
65535.65535

asdot

表 3 : asdotを使用する 4バイト自律システム番号形式

showコマンド出力および正規表現のマッチン
グ形式

設定形式書式

2バイト：1～ 655354バイト：1.0～
65535.65535

2バイト：1～ 655354バイト：65536
～ 4294967295

asplain

2バイト：1～ 655354バイト：1.0～
65535.65535

2バイト：1～ 655354バイト：1.0～
65535.65535

asdot

予約済みおよびプライベートの自律システム番号

Cisco IOS Release 12.0(32)S12、12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)XNE、
12.2(33)SXI1、12.4(24)T、およびそれ以降のリリースでは、RFC 4893がシスコの BGP実装で
サポートされています。RFC 4893は、2バイト自律システム番号から 4バイト自律システム番
号への段階的移行を BGPがサポートできるように開発されました。新しい予約済み（プライ
ベート）自律システム番号（23456）は RFC 4893により作成された番号で、Cisco IOS CLIで
はこの番号を自律システム番号として設定できません。

RFC 5398『Autonomous System (AS) Number Reservation for Documentation Use』では、文書化を
目的として新たに予約された自律システム番号について説明されています。予約済み番号を使

用することで、設定例を正確に文書化しつつ、その設定がそのままコピーされた場合でも製品

ネットワークに競合が発生することを防止できます。予約済み番号は IANA自律システム番号
レジストリに記載されています。予約済み 2バイト自律システム番号は 64496～ 64511の連続
したブロック、予約済み 4バイト自律システム番号は 65536～ 65551をその範囲としていま
す。

64512～ 65534を範囲とするプライベートの 2バイト自律システム番号は依然有効で、65535
は特殊な目的のために予約されています。プライベート自律システム番号は内部ルーティング

ドメインで使用できますが、インターネットにルーティングされるトラフィックについては変

換が必要です。プライベート自律システム番号を外部ネットワークへアドバタイズするように

BGPを設定しないでください。Cisco IOSソフトウェアは、デフォルトではルーティングアッ
プデートからプライベート自律システム番号を削除しません。ISPがプライベート自律システ
ム番号をフィルタリングすることを推奨します。

パブリックネットワークおよびプライベートネットワークに対する自律システム番号の割り

当ては、IANAが管理しています。予約済み番号の割り当てや自律システム番号の登録申込な
ど、自律システム番号についての情報については、http://www.iana.org/を参照してください。

（注）
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BGP属性
BGPはデフォルトで、宛先ホストまたはネットワークへのベストパスとして、1つだけパスを
選択します。どのルートをベストパスとして BGPルーティングテーブルにインストールする
かを決定するために、ベストパス選択アルゴリズムはパスの属性を分析します。それぞれのパ

スには、BGPベストパス分析で使用されるさまざまな属性がついています。Cisco IOSソフト
ウェアは、コマンドラインインターフェイス（CLI）を通してそのような属性を変更すること
で、BGPパス選択に影響を与えられるようになっています。BGPパス選択はまた、標準 BGP
ポリシー設定によっても変化させることができます。

BGPでは、ベストパス選択アルゴリズムを使用して、全体的に良好なルートのセットを検索
します。このようなルートは、潜在的なマルチパスです。Cisco IOS Release 12.2(33)SRD以降
のリリースでは、全体的に良好なマルチパスが、許可される最大数よりも多く存在する場合、

最も古いパスがマルチパスとして選択されます。

BGPは、アップデートメッセージにパス属性情報を含めることができます。BGP属性はルー
トの特徴を記述するもので、ソフトウェアがこの属性を使用し、アドバタイズするべきルート

の決定に役立たせます。一部の属性情報は、BGP対応のネットワーキングデバイスでも設定
できます。属性には、アップデートメッセージに常に含まれる必須のものと、任意のものとが

あります。次のような BGP属性が設定可能です。

• AS_Path

• Community

• Local_Pref

• Multi_Exit_Discriminator（MED）

• Next_Hop

• Origin

AS_Path

この属性は、ルーティング情報が通過してきた自律システム番号のセットまたはリストを含ん

でいます。BGPスピーカーは、アップデートメッセージを外部ピアへ転送する際に、自分の
自律システム番号をリストに加えます。

Community

ネットワークや自律システム、または物理的境界にかかわりなく、共通のプロパティを持つ

ネットワーキングデバイスをグループ化するには、BGPコミュニティを使用します。大規模
ネットワークにおいて、共通のルーティングポリシーをプレフィックスリストやアクセスリ

ストで適用するには、ネットワーキングデバイスごとに個別のピア文が必要になります。BGP
コミュニティ属性を使えば、共通のルーティングポリシーを持つ BGPネイバーに、コミュニ
ティタグに基づいてインバウンドやアウトバウンドのルートフィルタをインプリメントでき、

個別に permit文や deny文を羅列した巨大なリストを扱わずにすみます。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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Local_Pref

自律システム内で、Local_Pref属性は BGPピア間のアップデートメッセージすべてに含まれ
ます。同一の宛先に対し複数のパスがある場合、最も大きな値を持つローカルプリファレンス

属性は、ローカルの自律システムからの優先アウトバウンドパスを示します。ランキングが最

高のルートが内部のピアにアドバタイズされます。Local_Prefの値は外部ピアへは転送されま
せん。

Multi_Exit_Discriminator

MED属性は、（外部ピアに）自律システムへの優先パスを示します。自律システムへのエン
トリポイントが複数ある場合、MEDを使って別の自律システムに特定のエントリポイントを
選択するようはたらきかけることができます。低い値のMEDメトリックの方が高い値のMED
メトリックより優先されるソフトウェアでは、メトリックが割り当てられます。MEDメトリッ
クは自律システムの間で交換されますが、MEDが自律システムに転送された後、MEDメト
リックはデフォルト値である 0にリセットされます。アップデートが内部 BGP（iBGP）ピア
に送られると、MEDはまったく変更を加えられずに受け渡されていくため、同一の自律シス
テム内のすべてのピアが一貫したパス選択を行うことができます。

デフォルトでは、ルータは同じ自律システムにあるBGPピアからのパスのMED属性だけを比
較します。bgpalways-compare-medコマンドを設定することで、ルータに別の自律システムの
ピアからのメトリックを比較させることができます。

BGP MEDについてのインターネット技術特別調査委員会（IETF）の決定では、欠落している
MEDには無限の値を割り当て、MED変数の欠落したルートの優先度を最低にしています。シ
スコソフトウェアが稼働するBGPルータでは、ルートにMED属性がない場合はMEDの値を
0として処理し、MED変数の欠落したルートを最優先とすることが、デフォルトの動作になっ
ています。IETF標準に準拠してルータを設定する場合、bgpbestpathmedmissing-as-worstルー
タコンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

Next_Hop

Next_Hop属性は、宛先への BGPネクストホップとして使用されるネクストホップ IPアドレ
スを示します。ルータは、再帰的ルックアップによってルーティングテーブルで BGPネクス
トホップを検索します。外部BGP（eBGP）では、ネクストホップはアップデートを送信した
ピアの IPアドレスです。内部 BGP（iBGP）は、内部で生成されたルートのプレフィックスを
アドバタイズしたピアの IPアドレスを、ネクストホップのアドレスとして設定します。eBGP
から学習した iBGPへのルートのいずれかがアドバタイズされた場合、Next_Hop属性は変更さ
れません。

ルータがBGPルートを使用するためには、BGPネクストホップの IPアドレスが到達可能でな
ければなりません。到着可能性情報は通常 IGPによって提供され、IGPでの変更はネットワー
クバックボーンを介したネクストホップアドレスの転送に影響を与える可能性があります。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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Origin

この属性は、ルートがどのように BGPルーティングテーブルに含まれたかを示します。シス
コソフトウェアにおいて、BGPnetworkコマンドを使用して定義されたルートには、内部ゲー
トウェイプロトコル（IGP）の送信コードが与えられています。外部ゲートウェイプロトコル
（EGP）から配信されたルートは、EGPの送信元を使用してコーディングされ、その他のプロ
トコルから再配布されたルートは「不完全」と定義されます。BGPの送信元決定ポリシーで
は、「不完全」よりも EGPが、EGPよりも IGPが優先されます。

マルチホーミング

1つの自律システムが複数のサービスプロバイダーに接続する場合に、マルチホーミングが定
義されます。1つのサービスプロバイダーの信頼性に何か問題が生じた場合、バックアップ接
続を使用できます。パフォーマンスの問題もマルチホーミングで改善する場合があります。宛

先ネットワークへのより適したパスを使用できることがあるからです。

自分がサービスプロバイダーでない場合、インターネットのトラフィックが自律システム内を

通過して帯域幅を使いきってしまうことがないよう、ルーティング設定を注意深く検討する必

要があります。下の図では、自律システム 45000が自律システム 40000と自律システム 50000
とにマルチホーミングされています。自律システム45000がサービスプロバイダーでないと仮
定すると、ロードバランシングや何らかのルーティングポリシーを使用して、自律システム

45000からのトラフィックが自律システム 40000にも自律システム 50000にも到達できるよう
に、しかし同時に転送トラフィックはあったとしても少なく抑えるように設定する必要があり

ます。

図 2 :マルチホーミングトポロジ

MED属性
MED属性の設定は、別の自律システムへのパス選択を変化させるためにBGPが使用できるも
う 1つの方法です。MED属性は、（外部ピアに）自律システムへの優先パスを示します。自
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律システムへのエントリポイントが複数ある場合、MEDを使って別の自律システムに特定の
エントリポイントを選択するよう働きかけることができます。低い値のMEDメトリックの方
が高い値のMEDメトリックより優先されるソフトウェアでは、ルートマップを使用してメト
リックが割り当てられます。

中継トラフィックと非中継トラフィック

自律システム内のほとんどのトラフィックは、その自律システム内にある発信元または宛先 IP
アドレスを含んでおり、このトラフィックを非中継（またはローカル）トラフィックと呼びま

す。その他のトラフィックを中継トラフィックとして定義します。インターネットを介したト

ラフィックが増えるにつれて、中継トラフィックの制御がいっそう重要になります。

サービスプロバイダーは中継自律システムと考えることができ、他のすべての中継プロバイ

ダーへの接続性を提供できなければなりません。現実には、ほとんどのサービスプロバイダー

は中継トラフィックすべてを許容できるだけの帯域幅を持っていないため、それらのプロバイ

ダーはそのような接続性を 1次プロバイダーから購入する必要があります。

通常は中継トラフィックを許可しない自律システムはスタブ自律システムと呼ばれ、インター

ネットには 1つのサービスプロバイダーを通してリンクします。

BGPポリシー設定
BGPポリシー設定は、BGPルーティングプロセスによるプレフィックス処理を制御し、イン
バウンドおよびアウトバウンドのアドバタイズメントからルートをフィルタリングするために

使われます。プレフィックス処理は、BGPタイマーの調整、BGPによるパス属性の扱いの変
更、ルーティングプロセスが受け入れるプレフィックスの数の制限、および BGPプレフィッ
クスダンプニングの設定によって制御できます。インバウンドおよびアウトバウンドのアドバ

タイズメントは、ルートマップ、フィルタリスト、IPプレフィックスリスト、自律システム
パスアクセスリスト、IPポリシーリスト、および配信リストを使用してフィルタリングされ
ます。下の図に、BGPポリシーフィルタの処理順序を示します。

表 4 : BGPポリシー処理順序

発信着信

ディストリビュートリストルートマップ

IPプレフィックスリストフィルタリスト、ASパスアクセスリスト、
または IPポリシー

フィルタリスト、ASパスアクセスリスト、
または IPポリシー

IPプレフィックスリスト

ルートマップディストリビュートリスト

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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Cisco IOS Release 12.0(22)S、12.2(15)T、12.2(18)S、およびそれ以降のリリースでは、ip as-path
access-listコマンドを使用して設定できる自律システムアクセスリストの上限値が、199から
500に増加しました。

（注）

設定変更のためにルーティングポリシーに変更が生じた場合は、必ず clear ip bgpコマンドを
使用して、BGPピアリングセッションをリセットする必要があります。Cisco IOSソフトウェ
アは、BGPピアリングセッションのリセットとして、次の 3つのメカニズムをサポートして
います。

•ハードリセット：ハードリセットは、TCP接続を含む指定されたピアリングセッション
を終了し、指定されたピアから到着したルートを削除します。

•ソフトリセット：ソフトリセットは、保存されたプレフィックス情報を使用し、既存の
ピアリングセッションを終了せずに BGPルーティングテーブルの再構成とアクティブ化
を行います。ソフトリセットは保存されたアップデート情報を使用するため、アップデー

ト保存用のメモリを追加することで、ネットワークを中断することなく新しい BGPポリ
シーを適用できます。ソフトリセットは、インバウンドとアウトバウンドのセッションに

設定できます。

•ダイナミックインバウンドソフトリセット：これは RFC 2918に定義されているルート
リフレッシュ機能で、サポートしているピアへのルートリフレッシュ要求を交換すること

により、ローカルデバイスがインバウンドルーティングテーブルを動的にリセットでき

るようにするものです。ルートリフレッシュ機能は、中断を伴わないポリシー変更につい

てはアップデート情報をローカルに保存しません。その代わり、サポートしているピアと

の動的な交換に依存します。ルートリフレッシュは、最初にピア間のBGP機能ネゴシエー
ションを通じてアドバタイズされる必要があります。すべての BGPルータが、ルートリ
フレッシュ機能をサポートしていなければなりません。

BGPルータがこの機能をサポートしているかどうかを確認するには、show ip bgp neighborsコ
マンドを使用します。ルータがルートリフレッシュ機能をサポートしている場合、次のメッ

セージが出力されます。

Received route refresh capability from peer.

BGP COMMUNITIES属性
BGPコミュニティは、ネットワーク、自律システム、またはあらゆる物理的な境界に関係な
く、共通プロパティを共有するルートのグループです。大規模ネットワークにおいて、プレ

フィックスリストやアクセスリストを使用して共通のルーティングポリシーを適用するには、

ネットワーキングデバイスごとに個別のピア文が必要になります。BGP COMMUNITIES属性
を使えば、共通のルーティングポリシーを持つ BGPスピーカーに、コミュニティタグに基づ
いてインバウンドやアウトバウンドのルートフィルタを実装でき、個別に permit文や deny文
を羅列した長いリストを扱わずにすみます。COMMUNITIES属性には複数のコミュニティを
含めることができます。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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ルートは複数のコミュニティに所属できます。ネットワーク管理者は、ルートが属するコミュ

ニティを定義します。デフォルトでは、すべてのルートは一般的なインターネットコミュニ

ティに属します。

番号付きのコミュニティに加えて、次の事前定義された（ウェルノウン）コミュニティがあり

ます。

• no-export：このルートを外部 BGPピアにアドバタイズしません。

• no-advertise：このルートをどのピアにもアドバタイズしない。

• internet：このルートをインターネットコミュニティにアドバタイズします。すべてのBGP
対応ネットワーキングデバイスはこのコミュニティに属します。

• local-as：ローカル自律システムの外部にはこのルートを送信しません。

• gshut：ルートのコミュニティのグレースフルシャットダウンを実行します。

COMMUNITIES属性はオプションです。そのため、コミュニティを認識しないネットワーキ
ングデバイスは通過できません。コミュニティを認識するネットワーキングデバイスでも、

コミュニティを扱うよう設定しなければ、COMMUNITIES属性は無視されます。デフォルト
では、COMMUNITIES属性はネイバーに送信されません。COMMUNITIES属性をネイバーに
送信するには、neighbor send-communityコマンドを使用します。

拡張コミュニティ

拡張コミュニティ属性は、仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスおよびマルチプロトコ
ルラベルスイッチング（MPLS）バーチャルプライベートネットワーク（VPN）のルートの
設定、フィルタリング、識別に使用されます。アクセスリストの標準ルールすべてが、拡張コ

ミュニティリストの設定に適用されます。正規表現は、拡張コミュニティリスト番号の拡張

範囲によってサポートされています。正規表現の設定オプションはすべてサポートされます。

ルートターゲット（RT）および Site of Origin（SoO）拡張コミュニティ属性は、拡張コミュニ
ティリストの標準範囲でサポートされます。

ルートターゲット拡張コミュニティ属性

RT拡張コミュニティ属性は、ip extcommunity-listコマンドの rtキーワードで設定されます。
この属性は、configured route targetとタグ付けされたルートを受け取る可能性があるサイトと
VRFのセットとの識別に使用します。ルート付き route target拡張コミュニティ属性により、
対応するサイトから受信したトラフィックのルーティングに使用するサイト別のフォワーディ

ングテーブルにルートを置くことが可能になります。

Site of Origin拡張コミュニティ属性

SoO拡張コミュニティ属性は、ip extcommunity-listコマンドの sooキーワードで設定されま
す。この属性は、プロバイダーエッジ（PE）ルータがルートを学習したサイトを一意に識別
します。ある特定のサイトから学習したルートにはすべて、サイトが接続されている PEルー
タの数にかかわらず、同一の SoO拡張コミュニティ属性が割り当てられる必要があります。
マルチホーミングされているサイトでは、この属性を設定することでルーティングにループが
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発生するのを防止できます。SoO拡張コミュニティ属性はインターフェイス上で設定され、再
配布によって BGPへ伝播されます。SoO拡張コミュニティ属性は、VRFから学習したルート
へ適用することができます。スタブサイトやマルチホーミングされていないサイトには、SoO
拡張コミュニティ属性を設定しないでください。

IP拡張コミュニティリストコンフィギュレーションモード

名前付きおよび番号付きコミュニティリストは、IP拡張コミュニティリストコンフィギュレー
ションモードで設定することができます。IP拡張コミュニティリストコンフィギュレーショ
ンモードは、グローバルコンフィギュレーションモードで使用できる機能すべてをサポート

しています。さらに、次のような操作も行えます。

•拡張コミュニティリストエントリにシーケンス番号を設定する。

•既存の拡張コミュニティリストエントリのシーケンス番号を再設定する。

•デフォルト値を使用するよう、拡張コミュニティリストを設定する。

デフォルトのシーケンス番号

シーケンス番号が指定されていない場合、デフォルト動作が設定されている場合、および拡張

コミュニティリストのシーケンス番号が開始番号や後続エントリ用増分の指定なく再割り当て

された場合、拡張コミュニティリストエントリは 10番から開始され、後続のエントリでは 1
エントリにつき 10ずつ増えていきます。

拡張コミュニティリストのシーケンス番号再割り当て

拡張コミュニティリストエントリは、拡張コミュニティリスト単位を基本としてシーケンス

番号の割り当てと再割り当てが行われます。resequenceコマンドを引数なしで使用すると、リ
スト内のすべてのエントリにデフォルトのシーケンス番号割り当てを行えます。resequenceコ
マンドでは、最初のエントリ用のシーケンス番号や後続のエントリごとの数値の増減範囲を設

定することもできます。設定できるシーケンス番号の範囲は、1～ 2147483647です。

拡張コミュニティリスト

拡張コミュニティリストは、VRFインスタンスとMPLS VPNのルートを設定し、フィルタリ
ングし、識別するために使用されます。名前付きまたは番号付きコミュニティリストの設定に

は、ip extcommunity-listコマンドを使用します。アクセスリストの標準ルールすべてが、拡
張コミュニティリストの設定に適用されます。正規表現は、拡張コミュニティリスト番号の

拡張範囲によってサポートされています。

アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、異なるルーティングプロトコルのプリファレンス

を測定する方法です。BGPにある distance bgpコマンドで、外部、内部、ローカルという 3つ
のルートタイプのアドミニストレーティブディスタンスを、それぞれ設定することができま
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す。他のプロトコル同様、BGPもアドミニストレーティブディスタンスが最小となるルート
を優先します。

BGPルートマップポリシーリスト
BGPルートマップポリシーリストにより、ネットワークオペレータはルートマップ match
句をグループ化して、ポリシーリストと呼ばれる名前付きリストにすることができます。ポリ

シーリスト機能はマクロに似ています。ルートマップでポリシーリストが参照されると、

match句がすべて評価され、ルートマップで直接設定された場合と同様に処理されます。この
機能強化により、中規模から大規模のネットワークでのBGPルーティングポリシーのBGP設
定が単純になりました。ネットワークオペレータが match句のグループを持つポリシーリス
トを事前に設定しておき、さまざまなルートマップ内でそれらのポリシーリストを参照でき

るからです。複数のルートマップのエントリに繰り返し現れる一群のmatch句を、ネットワー
クオペレータがそれぞれ手動で再設定する必要がなくなりました。

ルートマップで設定されるポリシーリスト機能はマクロに似ており、次のような機能や特長

を持っています。

•ルートマップ内でポリシーリストが参照されると、ポリシーリスト内の match文すべて
が評価され、処理されます。

• 1つのルートマップに2つ以上のポリシーリストを設定できます。ポリシーリストはルー
トマップ内で ANDや ORを使用して評価されるように設定可能です。

•ポリシーリストは、同じルートマップ内にあってもポリシーリスト外で設定されている
他の既存の matchおよび set文とも共存可能です。

• 1つのルートマップエントリ内で複数のポリシーリストがマッチングを行う場合、すべ
てのポリシーリストは受信属性だけでマッチングします。

ポリシーリストがサポートするのはmatch句だけで、set句はサポートしていません。ポリシー
リストは、再配布を含めルートマップのアプリケーションすべてに設定でき、同一のルート

マップエントリ内でポリシーリストと別に設定されるmatchおよび set句と共存させることも
できます。

ポリシーリストは BGPだけでサポートされ、他の IPルーティングプロトコルではサポート
されません。

（注）

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続方法

インバウンドパス選択の変更

BGPを使用して、別の自律システムにあるパスの選択を変化させることができます。明らかに
ベストルート以外のパスを BGPに選ばせたい場合もあります。たとえば、中継トラフィック
の一部が自律システムを通過するのを避けたい場合や、非常に遅い、または輻輳しているリン

クを避けたい場合です。BGPでは、次の BGP属性のいずれかを使用して、インバウンドパス
の選択を変化させることができます。

• AS-path

• Multi-Exit識別子（MED）

インバウンドパス選択を変化させる場合、次の作業のいずれかを実行します。

AS_PATH属性の変更によるインバウンドパス選択の変化

AS_PATH属性を変更して 172.17.1.0ネットワークへ向かうトラフィックのインバウンドパス
選択を変化させるには、次の作業を実行します。設定は、下の図のルータAで実行されます。
asplain形式の 4バイト自律システム番号を使用した設定例については、「例：4バイト AS番
号を使用したAS-path属性の変更によるインバウンドパス選択の変化」を参照してください。

AS_PATH属性の変更は、別の自律システムのパス選択を変化させるために BGPで使用可能な
方法の 1つです。たとえば、下の図において、ルータAは自身のネットワーク 172.17.1.0を、
自律システム 45000および自律システム 60000にある BGPピアにアドバタイズします。ルー
ティング情報が自律システム 50000に伝播されるとき、自律システム 50000内のルータは、2
つの異なるルートからのネットワーク 172.17.1.0の到達可能性情報を持つことになります。1
番目のルートは、45000と 40000で構成される AS_PATHを備えた自律システム 45000による
もので、2番目のルートは、55000、60000、40000の AS_PATHを備えた自律システム 55000
によるものです。他の BGP属性がすべて同じだとすれば、自律システム 50000内のルータ C
はネットワーク 172.17.1.0へのトラフィックのルートとして、自律システム 45000を通るルー
トを選択します。通過した自律システムという点では最短ルートとなるからです。

自律システム 40000は、自律システム 45000を通して、自律システム 50000から 172.17.1.0ネッ
トワークへのトラフィックすべてを受け取ることになります。しかし、自律システム45000と
自律システム 40000の間のリンクが非常に遅く輻輳している場合、set as-path prependコマン
ドをルータAで使用して、自律システム 45000経由のルートが自律システム 60000経由のパス
よりも遠いように見せることで、172.17.1.0ネットワークへのインバウンドパス選択を変化さ
せることができます。下の図のルータ Aの設定は、アウトバウンド BGPアップデートをルー
タ Bに適用することで完了します。set as-path prependコマンドの使用により、ルータAから
ルータ Bへのアウトバウンド BGPアップデートはすべて、ローカル自律システム番号 40000
を 2回追加するよう変更された AS_PATH属性を持つようになります。この設定の後、自律シ
ステム 50000は 172.17.1.0ネットワークについてのアップデートを、自律システム 45000経由
で受け取ることになります。新しい AS_PATHは 45000、40000、40000、40000となり、これ

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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は自律システム 55000からの AS-path（55000、60000、40000で変更なし）よりも長くなりま
す。自律システム 50000内のネットワーキングデバイスは、172.17.1.0ネットワーク内の宛先
アドレスを持つパケットを転送するときに、自律システム55000経由のルートを優先するよう
になります。

図 3 : AS_PATH属性変更のネットワークトポロジ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. network network-number [mask network-mask] [route-map route-map-name]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
8. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
9. exit-address-family
10. exit
11. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
12. set as-path {tag | prepend as-path-string}
13. end
14. show running-config

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）。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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目的コマンドまたはアクション

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 40000

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

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 45000 •この例では、192.168.1.2のルータ Bの BGPピ

アが IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテー
ブルに追加され、BGPアップデートを受け取
ることになります。

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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

ネットワークを、この自律システムに対してローカ

ルに設定し、BGPルーティングテーブルに追加し
ます。

network network-number [mask network-mask]
[route-map route-map-name]

例：

ステップ 6

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

ルータB上の 192.168.1.2にあるBGPネイバーのた
め、アドレスファミリ IPv4ユニキャスト用アドレ
ス交換を有効にします。

neighbor {ip-address | peer-group-name} activate

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
activate

ステップ 7

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

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

例：

ステップ 8

•この例では、PREPENDという名前のルート
マップが、ルータ Bへのアウトバウンドルー
トに適用されています。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
route-map PREPEND out

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit-address-family

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 9

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 10

ルートマップを設定し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 11

•この例では、PREPENDという名前のルート
マップが permit句で作成されます。

Device(config)# route-map PREPEND permit 10

BGPルートの自律システムパスを変更します。set as-path {tag | prepend as-path-string}

例：

ステップ 12

•任意の自律システムパス文字列をBGPルート
の前に付加するには、prependキーワードを使

Device(config-route-map)# set as-path prepend
40000 40000 用します。通常、ローカルな自律システム番号

は複数回追加され、ASパス長が増します。

•この例では、2つの自律システムエントリが
ルータ Bへのアウトバウンドルートの自律シ
ステムパスに追加されます。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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目的コマンドまたはアクション

ルートマップ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 13

Device(config-route-map)# end

実行コンフィギュレーションファイルを表示しま

す。

show running-config

例：

ステップ 14

Device# show running-config

例

ルータ A

次の show running-configコマンドからの出力の一部は、この作業で行った設定を示し
ます。

Device# show running-config
.
.
.
router bgp 40000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 45000
!
address-family ipv4
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.1.2 route-map PREPEND out
no auto-summary
no synchronization
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
!
route-map PREPEND permit 10
set as-path prepend 40000 40000
.
.
.

MED属性の設定によるインバウンドパス選択の変化

Multi-Exit識別子（MED）属性の設定は、別の自律システムへのパス選択を変化させるために
BGPで使用可能な方法の 1つです。MED属性は、（外部ピアに）自律システムへの優先パス
を示します。自律システムへのエントリポイントが複数ある場合、MEDを使って別の自律シ
ステムに特定のエントリポイントを選択するよう働きかけることができます。低い値のMED
メトリックの方が高い値のMEDメトリックより優先されるソフトウェアでは、ルートマップ
を使用してメトリックが割り当てられます。

MEDメトリック属性の設定によってインバウンドパス選択を変化させるには、次の作業を行
います。下の図では、ルータ Bとルータ Dで設定を実行します。ルータ Bはネットワーク

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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172.16.1.0を自身の BGPピアにアドバタイズし、ルータ Eは自律システム 50000にあります。
シンプルなルートマップを使用して、ルータ BはアウトバウンドアップデートのMEDメト
リックを 50に設定します。この作業がルータ Dでも繰り返されますが、MEDメトリックは
120に設定されます。ルータEがルータBとルータDの両方からアップデートを受け取ったと
き、MEDメトリックは BGPルーティングテーブルに保存されます。ネットワーク 172.16.1.0
へパケットを転送する前に、ルータEは同じ自律システム内の複数のピアから受信した属性を
比較します（ルータ Bとルータ Dはどちらも自律システム 45000にあります）。ルータ Bの
MEDメトリックはルータ DのMEDより小さいため、ルータ Eはパケットをルータ B経由で
転送します。

図 4 : MED属性設定のネットワークトポロジ

別の自律システムのピアからのMED属性を比較するには、bgp always-compare-medコマンド
を使用します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. network network-number [mask network-mask] [route-map route-map-name]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
8. exit
9. exit
10. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
11. set metric value
12. end
13. ルータ Dで手順 1～ 12を繰り返します。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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14. show ip bgp [network] [network-mask]

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

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

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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目的コマンドまたはアクション

ネットワークを、この自律システムに対してローカ

ルに設定し、BGPルーティングテーブルに追加し
ます。

network network-number [mask network-mask]
[route-map route-map-name]

例：

ステップ 6

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

Device(config-router-af)# network 172.16.1.0 mask
255.255.255.0

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

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

例：

ステップ 7

•この例では、MEDという名前のルートマップ
が、ルータ Eにある BGPピアへのアウトバウ
ンドルートに適用されます。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
route-map MED out

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 8

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 9

ルートマップを設定し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 10

•この例では、MEDという名前のルートマップ
が作成されます。

Device(config)# route-map MED permit 10

MEDメトリックの値を設定します。set metric value

例：

ステップ 11

Device(config-route-map)# set metric 50

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 12

Device(config-route-map)# end

－ルータ Dで手順 1～ 12を繰り返します。ステップ 13

（任意）BGPルーティングテーブル内のエントリ
を表示します。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 14

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
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目的コマンドまたはアクション

Device# show ip bgp 172.17.1.0 255.255.255.0
•上の図で、ルータBとルータDの両方がMED
属性を設定しているとき、このコマンドをルー

タ Eで実行します。

•この例では、このタスクに適用可能な構文だけ
が使用されています。詳細については、『Cisco
IOS IP Routing: BGP Command Reference』を参
照してください。

例

次の出力は、この作業が上の図のルータBとルータDの両方で実行された後に、ルー
タ Eから取得されたものです。ネットワーク 172.16.1.0への 2つのルートのメトリッ
ク（MED）値に注目してください。ルータ Dにあるピア 192.168.2.1は、ネットワー
ク 172.16.1.0へのパスとしてメトリック 120を持ち、ルータ Bの 192.168.3.1はメト
リック 50になっています。ルータ Bのピア 192.168.3.1のエントリでは、ルータ Eが
ネットワーク 172.16.1.0を宛先とするパケットを送るのに、MEDメトリックが低いこ
とからルータ B経由での送信を選ぶことを示すため、エントリの最後に bestという語
が付いています。

Device# show ip bgp 172.16.1.0

BGP routing table entry for 172.16.1.0/24, version 10
Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table)
Advertised to update-groups:

1
45000
192.168.2.1 from 192.168.2.1 (192.168.2.1)
Origin IGP, metric 120, localpref 100, valid, external

45000
192.168.3.1 from 192.168.3.1 (172.17.1.99)
Origin IGP, metric 50, localpref 100, valid, external, best

アウトバウンドパス選択への影響

BGPを使用して、ローカルの自律システムからのアウトバウンドトラフィックに対するパス
選択を変化させることができます。このセクションでは、アウトバウンドパスの選択を変化さ

せるのに BGPが使用可能な 2つの方法を説明します。

• Local_Pref属性の使用

• BGPアウトバウンドルートフィルタ（ORF）機能の使用

アウトバウンドパス選択を変化させる場合、次の作業のいずれかを実行します。
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Local_Pref属性を使用したアウトバウンドパス選択の変更

アウトバウンドパス選択を変化させる方法の 1つが、BGP Local-Pref属性の使用です。アウト
バウンドパス選択を変化させるには、ローカルプリファレンス属性を使用してこの作業を実

行します。同じ宛先への複数のパスがある場合、ローカルプリファレンス属性の値が最大であ

るものが、優先パスになります。

この作業で使用するネットワークトポロジについては、下の図を参照してください。ルータ

Bとルータ Cの両方が設定されています。自律システム 45000は、ネットワーク 192.168.3.0
のアップデートを自律システム 40000と自律システム 50000から受信します。ルータBは、自
律システム 40000へのアップデートすべてに対し、ローカルプリファレンスの値を 150にする
よう設定されています。ルータ Cは、自律システム 50000へのアップデートすべてに対し、
ローカルプリファレンスの値を 200にするよう設定されています。設定の後、ローカルプリ
ファレンス情報が自律システム 45000との間で交換されます。ルータ Bとルータ Cは、ネッ
トワーク192.168.3.0のアップデートで自律システム50000からの方が高いプリファレンス値を
持つことがわかるため、自律システム45000内で宛先ネットワークが192.168.3.0のトラフィッ
クは、すべてルータ C経由で送られます。

図 5 :アウトバウンドパス選択のネットワークトポロジ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. bgp default local-preference value
6. address-family ipv4 [unicast |multicast| vrf vrf-name]
7. network network-number [mask network-mask][route-map route-map-name]
8. neighbor {ip-address| peer-group-name} activate
9. end
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10. 手順 1～ 9をルータCで繰り返します。ただし、ピアの IPアドレスと自律システム番号
は変更し、ローカルプリファレンスの値を 200に設定します。

11. show ip bgp [network] [network-mask]

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

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 45000

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

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

ローカルプリファレンスのデフォルト値を変更し

ます。

bgp default local-preference value

例：

ステップ 5

•この例では、自律システム40000から自律シス
テム45000へのアップデートすべてのローカル
プリファレンスが 150に変更されます。

Router(config-router)# bgp default
local-preference 150

•ローカルプリファレンスの値は、デフォルト
では 100です。

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 6

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ
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目的コマンドまたはアクション

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

ネットワークを、この自律システムに対してローカ

ルに設定し、BGPルーティングテーブルに追加し
ます。

network network-number [mask
network-mask][route-map route-map-name]

例：

ステップ 7

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

Router(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

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

neighbor {ip-address| peer-group-name} activate

例：

ステップ 8

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。Router(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2

activate

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 9

Router(config-router-af)# end

--手順 1～ 9をルータ Cで繰り返します。ただし、
ピアの IPアドレスと自律システム番号は変更し、
ローカルプリファレンスの値を200に設定します。

ステップ 10

BGPルーティングテーブル内のエントリを表示し
ます。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 11

•ルータ Bとルータ Cの両方でこのコマンドを
入力し、Local_Prefの値を記録します。最大のRouter# show ip bgp 192.168.3.0 255.255.255.0

プリファレンス値を持つルートが、ネットワー

ク 192.168.3.0への優先ルートになります。
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目的コマンドまたはアクション

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）

アウトバウンド BGPルートプレフィックスのフィルタリング

BGPプレフィックスベースアウトバウンドルートフィルタリングを使用してアウトバウンド
パス選択を変化させるには、次の作業を行います。

始める前に

プレフィックスベース ORF BGPの配信が受信可能になるには、ピアリングセッションが確立
され、BGP ORF機能が各参加ルータで有効になっている必要があります。

• BGPプレフィックスベースアウトバウンドルートフィルタリングはマルチキャストをサ
ポートしていません。

•アウトバウンドルートフィルタリングに使用する IPアドレスは IPプレフィックスリス
トで定義されている必要があります。BGP配信リストおよび IPアクセスリストはサポー
トしていません。

•アウトバウンドルートフィルタリングはアドレスファミリ単位ベースだけで設定され、
ジェネラルセッションや BGPルーティングプロセス下では設定できません。

•アウトバウンドルートフィルタリングは、外部ピアリングセッションだけに設定できま
す。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [ge

ge-value] [le le-value]
4. router bgp autonomous-system-number
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
6. neighbor ip-address ebgp-multihop [hop-count]
7. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
8. neighbor ip-address capability orf prefix-list [send | receive | both]
9. neighbor {ip-address | peer-group-name} prefix-list prefix-list-name {in | out}
10. end
11. clear ip bgp {ip-address | *} in prefix-filter
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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

プレフィックスベースアウトバウンドルートフィ

ルタリング用にプレフィックスリストを作成しま

す。

ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny
network/length | permit network/length} [ge ge-value]
[le le-value]

例：

ステップ 3

•アウトバウンドルートフィルタリングは、プ
レフィックス長のマッチング、ワイルドカード

Router(config)# ip prefix-list FILTER seq 10
permit 192.168.1.0/24 ベースのプレフィックスマッチング、アドレ

スファミリ単位ベースのアドレスプレフィッ

クスマッチングをサポートします。

•アウトバウンドルートフィルタを定義するた
めにプレフィックスリストが作成されます。

アウトバウンドルートフィルタリング機能が

sendモードまたは bothモードでアドバタイズ
されるよう設定されているときは、フィルタの

作成が必要です。ピアが receiveモードだけで
アドバタイズされるよう設定されている場合は

不要です。

•この例では、アウトバウンドルートフィルタ
リングのためにサブネット 192.168.1.0/24を定
義する、FILTERという名前のプレフィックス
リストを作成します。

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Router(config)# router bgp 100

指定され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。ORF機能が交換できるよう
neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 5

になるには、BGPピアリングが確立されている必
要があります。

Router(config-router)# neighbor 10.1.1.1
remote-as 200
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目的コマンドまたはアクション

•この例では、ネイバー10.1.1.1とのピアリング
を確立します。

直接接続されていないネットワークに存在する外部

ピアへの BGP接続を受け入れるか、または開始し
ます。

neighbor ip-address ebgp-multihop [hop-count]

例：

Router(config-router)# neighbor 10.1.1.1
ebgp-multihop

ステップ 6

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 7

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

アウトバウンドルートフィルタリング

は、アドレスファミリ単位ベースで設定

されます。

（注）

ローカルルータでORF機能を有効にし、ip-address
引数で指定されたBGPピアへのORF機能アドバタ
イズメントを有効にします。

neighbor ip-address capability orf prefix-list [send
| receive | both]

例：

ステップ 8

• sendキーワードは、ORF送信機能をアドバタ
イズするようルータを設定します。

Router(config-router-af)# neighbor 10.1.1.1
capability orf prefix-list both

• receiveキーワードは、ORF受信機能をアドバ
タイズするようルータを設定します。

• bothキーワードは、送受信機能をアドバタイ
ズするようルータを設定します。

•アウトバウンドルートフィルタリングがイネー
ブルにされる前に、リモートピアで送信と受
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目的コマンドまたはアクション

信いずれかの ORF機能が設定されている必要
があります。

•この例では、ネイバー10.1.1.1への送信と受信
機能をアドバタイズするようルータを設定しま

す。

インバウンドプレフィックスリストフィルタを適

用し、BGPネイバー情報を配信しないようにしま
す。

neighbor {ip-address | peer-group-name} prefix-list
prefix-list-name {in | out}

例：

ステップ 9

•この例では、FILTERという名前のプレフィッ
クスリストがネイバー10.1.1.1からの受信アド

Router(config-router-af)# neighbor 10.1.1.1
prefix-list FILTER in

バタイズメントに適用され、サブネット

192.168.1.0/24を配信しないようにしています。

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モードを開始します。
end

例：

ステップ 10

Router(config-router-af)# end

BGPアウトバウンドルートフィルタをクリアし、
インバウンドソフトリセットを開始します。

clear ip bgp {ip-address | *} in prefix-filter

例：

ステップ 11

•単一のネイバーまたはすべてのネイバーを指定
できます。

Router# clear ip bgp 10.1.1.1 in prefix-filter

この機能が正しく動作するために、clear
ip bgpコマンドでインバウンドソフトリ
セットを開始する必要があります。

（注）

ISPとの BGPピアリングの設定
BGPはドメイン間ルーティングプロトコルとして開発されたもので、ISPへの接続は BGPの
主要機能の 1つです。使用するネットワークのサイズやビジネスの目的により、ISPへの接続
にはさまざまな方法があります。1つ以上の ISPへのマルチホーミングは、ISPへの外部リン
クの1つに障害が発生した場合のための冗長性を提供します。このセクションでは、プロバイ
ダーへのマルチホーミングの手法を使用した接続に応用可能なオプション作業の一部を紹介し

ます。規模の小さい企業では 1つの ISPとの接続だけを使用することがありますが、ISPへの
バックアップルートが必要になります。規模の大きい企業では、2つの ISPへのアクセスを確
保して1つをバックアップとして使用したり、中継用自律システムを設定する必要が生じたり
することがあります。

1つ以上の ISPへ接続するには、次のオプション作業のいずれかを行います。
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2つの ISPとのマルチホーミングの設定

ネットワークを 2つの ISPにアクセスさせるには、次の作業を行います。1番目の ISPを優先
ルート、2番目の ISPはバックアップルートとします。下の図において、自律システム 45000
のルータ Bは、自律システム 40000と自律システム 50000の 2つの ISPに BGPピアを持って
います。この作業を行うことで、ルータ Bは自律システム 40000内にあるルータ Aの BGPピ
アへのルートを優先するよう設定されます。

このネイバーから学習したすべてのルートに、重みが割り当てられます。特定のネットワーク

へのルートが複数ある場合、重みが最大のルートが優先ルートとして選ばれます。

set weightルートマップコンフィギュレーションコマンドで割り当てられた重みは、neighbor
weightコマンドで割り当てられた重みを上書きします。

（注）

図 6 : 2つの ISPとのマルチホーミング

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. network network-number [mask network-mask]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} weight number
8. exit
9. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
10. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
11. neighbor {ip-address | peer-group-name} weight number
12. end
13. clear ip bgp {* | ip-address | peer-group-name} [soft [in | out]]
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14. show ip bgp [network] [network-mask]

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 45000

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

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャスト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。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

ネットワークを、この自律システムに対してローカ

ルに設定し、BGPルーティングテーブルに追加し
ます。

network network-number [mask network-mask]

例：

Router(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

ステップ 6

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

BGPピア接続に重みを割り当てます。neighbor {ip-address | peer-group-name} weight
number

ステップ 7

•この例では、ルートのweight属性が BGPピア
192.168.1.2から受け取る値は 150に設定されて
います。

例：

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
weight 150

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 8

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

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

例：

ステップ 9

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

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 10

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャスト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。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続の
IPv4アドレスファミリコンフィギュレーション
モードコマンドに関連付けるVRFインスタンスの
名前を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

BGPピア接続に重みを割り当てます。neighbor {ip-address | peer-group-name}weight number

例：

ステップ 11

•この例では、ルートのweight属性が BGPピア
192.168.3.2から受け取る値は 100に設定されて
います。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
weight 100

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 12

Router(config-router-af)# end

（任意）BGPアウトバウンドルートフィルタをク
リアし、アウトバウンドソフトリセットを開始し

clear ip bgp {* | ip-address | peer-group-name} [soft
[in | out]]

例：

ステップ 13

ます。単一のネイバーまたはすべてのネイバーを指

定できます。

Router# clear ip bgp *

BGPルーティングテーブル内のエントリを表示し
ます。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 14

• BGPピアへのそれぞれのルートの weight属性
を見るには、このコマンドをルータ Bに入力Router# show ip bgp

します。weight属性が最大のルートが、ネット
ワーク172.17.1.0への優先ルートになります。

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）

例

次の例は、ルートにweight属性が割り当てられた、ルータBのBGPルーティングテー
ブルを示しています。192.168.1.2（上の図のルータ A）を通るルートは最大の weight
属性を持っているため、ネットワーク 10.3.0.0への優先ルートとなり、ネットワーク
10.3.0.0にはルータ Aとルータ Eを介してアクセスできます。何らかの理由により、
このルート（ルータ B経由）で障害が発生した場合は、ネットワーク 10.3.0.0に到達
するために 192.168.3.2（ルータ E）を通るルートが使用されます。これにより、ルー
タ Bに到達するための冗長性が提供されます。

BGP table version is 8, local router ID is 172.17.1.99
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
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Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path

*> 10.1.1.0/24 192.168.1.2 0 150 40000 i
*> 10.2.2.0/24 192.168.3.2 0 100 50000 i

*> 10.3.0.0/16 192.168.1.2 0 150 40000 i
* 192.168.3.2 0 100 50000 i

*> 172.17.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

単一 ISPとのマルチホーミング

ネットワークを単一の ISPとの 2つの接続のうち 1つにアクセスさせるには、次の作業を行い
ます。1番目の接続を優先ルート、2番目の接続をバックアップルートとします。上の図にお
いて、自律システム 50000のルータ Eには、単一自律システムである自律システム 45000内に
2つのBGPピアがあります。この作業を行うことで、自律システム50000は自律システム45000
からどのルートも学習せず、BGPを使用して自身のルートを送信するようになります。この作
業は、上の図のルータ Eで設定し、単一 ISPへのマルチホーミングに関する 3つの機能をカ
バーします。

•アウトバウンドトラフィック：ルータ Eは、ルータ Bをプライマリリンク、ルータ Dを
バックアップリンクとして、デフォルトルートとトラフィックを自律システム 45000に
転送します。ルータ Bとルータ Dにはスタティックルートが設定され、ルータ Bへのリ
ンクのディスタンスの方が低く設定されています。

•インバウンドトラフィック：自律システム 45000からのインバウンドトラフィックは、
リンクに障害が生じたためにトラフィックをルータ Dからバックアップルートで送る場
合を除き、ルータ Bから送信されるよう設定されます。この状態にするため、MEDメト
リックを使用したアウトバウンドフィルタが設定されています。

•中継トラフィックの防止：自律システム 50000のルータ Eには、受信 BGPルーティング
アップデートをすべてブロックし、自律システム 50000が自律システム 45000の ISPから
の中継トラフィックを受信しないよう、ルートマップが設定されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. network network-number [mask network-mask] [route-map route-map-name]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
8. ステップ 7で指定されたネイバーに別のルートマップを適用するには、ステップ 7を繰

り返します。

9. exit
10. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
11. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
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12. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
13. ステップ 10で指定されたネイバーに別のルートマップを適用するには、ステップ 10を

繰り返します。

14. exit
15. exit
16. ip route prefix mask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]} [distance] [name]

[permanent | track number] [tag tag]
17. 別のスタティックルートを確立するには、ステップ 14を繰り返します。
18. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
19. set metric value
20. exit
21. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
22. set metric value
23. exit
24. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
25. end
26. show ip route [ip-address] [mask] [longer-prefixes]
27. show ip bgp [network] [network-mask]

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

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 45000

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

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.2.1
remote-as 45000 •この例では、ルータDにあるBGPピアがBGP

ルーティングテーブルに追加されます。
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目的コマンドまたはアクション

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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

ネットワークを、この自律システムに対してローカ

ルに設定し、BGPルーティングテーブルに追加し
ます。

network network-number [mask network-mask]
[route-map route-map-name]

例：

ステップ 6

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

Router(config-router-af)# network 10.2.2.0 mask
255.255.255.0

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

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

例：

ステップ 7

• 1番目の例では、BLOCKという名前のルート
マップがルータ Eのインバウンドルートに適
用されます。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.2.1
route-map BLOCK in

• 2番目の例では、SETMETRIC1という名前の
ルートマップがルータ Dのアウトバウンド
ルートに適用されます。

例：

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.2.1
route-map SETMETRIC1 out

作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）

--ステップ7で指定されたネイバーに別のルートマッ
プを適用するには、ステップ 7を繰り返します。

ステップ 8
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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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 9

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

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

例：

ステップ 10

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.3.1
remote-as 45000 •この例では、ルータDにあるBGPピアがBGP

ルーティングテーブルに追加されます。

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 11

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続の
IPv4アドレスファミリコンフィギュレーション
モードコマンドに関連付けるVRFインスタンスの
名前を指定します。

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

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

例：

ステップ 12

• 1番目の例では、BLOCKという名前のルート
マップがルータ Eのインバウンドルートに適
用されます。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.3.1
route-map BLOCK in

• 2番目の例では、SETMETRIC2という名前の
ルートマップがルータ Dのアウトバウンド
ルートに適用されます。

例：

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.3.1
route-map SETMETRIC2 out

作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

--ステップ 10で指定されたネイバーに別のルート
マップを適用するには、ステップ 10を繰り返しま
す。

ステップ 13

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 14

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：

Router(config-router)# exit

ステップ 15

スタティックルートを確立します。ip route prefix mask {ip-address | interface-type
interface-number [ip-address]} [distance] [name]
[permanent | track number] [tag tag]

ステップ 16

• 1番目の例では、BGPピア 192.168.2.1へのス
タティックルートが確立され、アドミニスト

例： レーティブディスタンスとして 50が設定され
ます。

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.2.1 50 • 2番目の例では、BGPピア 192.168.3.1へのス

タティックルートが確立され、アドミニスト例：

レーティブディスタンスとして 40が設定され
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.2.1 50

ます。アドミニストレーティブディスタンス

が小さいことで、ルータBを経由するこのルー
トが優先ルートになります。例：

and
作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）

例：

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.3.1 40

--別のスタティックルートを確立するには、ステッ

プ 14を繰り返します。
ステップ 17

ルートマップを設定し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 18

•この例では、SETMETRIC1という名前のルー
トマップが作成されます。

Router(config)# route-map SETMETRIC1 permit 10

MEDメトリックの値を設定します。set metric value

例：

ステップ 19

Router(config-route-map)# set metric 100
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目的コマンドまたはアクション

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、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 20

ルートマップを設定し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 21

•この例では、SETMETRIC2という名前のルー
トマップが作成されます。

Router(config)# route-map SETMETRIC2 permit 10

MEDメトリックの値を設定します。set metric value

例：

ステップ 22

Router(config-route-map)# set metric 50

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、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 23

ルートマップを設定し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 24

•この例では、自律システム 45000からの受信
ルートをすべてブロックするために、BLOCK
という名前のルートマップが作成されます。

Router(config)# route-map BLOCK deny 10

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了して、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 25

Router(config-route-map)# end

（任意）ルーティングテーブルからのルート情報

を表示します。

show ip route [ip-address] [mask] [longer-prefixes]

例：

ステップ 26

•上の図のルータ Bとルータ Dがルータ Eから
MEDメトリックを含んだアップデート情報をRouter# show ip route

受信した後に、このコマンドをルータ Eで使
用します。

•この例では、このタスクに適用可能な構文だけ
が使用されています。詳細については、『Cisco
IOS IP Routing: BGP Command Reference』を参
照してください。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）BGPルーティングテーブル内のエントリ
を表示します。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 27

•上の図のルータ Bとルータ Dがルータ Eから
MEDメトリックを含んだアップデート情報をRouter# show ip bgp 172.17.1.0 255.255.255.0

受信した後に、このコマンドをルータ Eで使
用します。

•この例では、このタスクに適用可能な構文だけ
が使用されています。詳細については、『Cisco
IOS IP Routing: BGP Command Reference』を参
照してください。

例

次の例は、この設定作業が完了し、ルータ Bとルータ DがMEDメトリックを含んだ
アップデート情報を受信した後に、ルータ Eで show ip routeコマンドを入力したとき
の出力を示します。ラストリゾートゲートウェイがルータ Bへのルートである
192.168.3.1に設定されていることに注意してください。

Router# show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.3.1 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.2.2.0 is directly connected, Ethernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial3/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0
S* 0.0.0.0/0 [40/0] via 192.168.3.1

次の例は、この設定作業が完了し、ルータBとルータDがルーティングアップデート
を受信した後に、ルータEで show ipbgpコマンドを入力したときの出力を示します。
ルートマップ BLOCKは自律システム 45000から入ってくるルートをすべて拒否して
いるため、表示される唯一のネットワークはローカルネットワークです。

Router# show ip bgp

BGP table version is 2, local router ID is 10.2.2.99
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
*> 10.2.2.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
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次の例は、ルータEでこの設定作業が完了し、ルータBがルーティングアップデート
を受信した後に、ルータBで show ipbgpコマンドを入力したときの出力を示します。
ネットワーク 10.2.2.0のメトリックが 50であることに注意してください。

Router# show ip bgp

BGP table version is 7, local router ID is 172.17.1.99
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
*> 10.1.1.0/24 192.168.1.2 0 0 40000 i
*> 10.2.2.0/24 192.168.3.2 50 0 50000 i
*> 172.16.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
*> 172.17.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

次の例は、ルータEでこの設定作業が完了し、ルータDがルーティングアップデート
を受信した後に、ルータDで show ipbgpコマンドを入力したときの出力を示します。
ネットワーク 10.2.2.0のメトリックが 100であることに注意してください。

Router# show ip bgp

BGP table version is 3, local router ID is 192.168.2.1
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
*> 10.2.2.0/24 192.168.2.2 100 0 50000 i
*> 172.16.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

マルチホーミングのフルインターネットルーティングテーブル受信設定

アウトバウンドルートをフィルタリングしながら、他の自律システム内の他のルータとのネイ

バー関係を作成するようネットワークを設定するには、次の作業を実行します。この作業で

は、フルインターネットルーティングテーブルはネイバー自律システム内のサービスプロバ

イダーから受信しますが、ローカルで生成されたルートだけがサービスプロバイダーにアドバ

タイズされることになります。この作業は、上の図のルータBで設定され、ローカルで生成さ
れたルートだけを許可するアクセスリストと、ローカルで生成されたルートだけが他の自律シ

ステムへアウトバウンドでアドバタイズされるようにしたルートマップを使用します。

2つの ISPからのフルインターネットルーティングテーブルを受信すると、小さいルータの
場合メモリを使いきってしまう可能性があることに注意が必要です。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
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6. network network-number [mask network-mask]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
8. exit
9. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
10. address-family ipv4 [unicast |multicast| vrf vrf-name]
11. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
12. exit
13. exit
14. ip as-path access-list access-list-number {deny | permit} as-regular-expression
15. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
16. match as-path path-list-number
17. end
18. show ip bgp [network] [network-mask]

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

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 45000

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

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ
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目的コマンドまたはアクション

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

ネットワークを、この自律システムに対してローカ

ルに設定し、BGPルーティングテーブルに追加し
ます。

network network-number [mask network-mask]

例：

Router(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

ステップ 6

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

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

例：

ステップ 7

•この例では、localonlyという名前のルートマッ
プが、ルータ Aへのアウトバウンドルートに
適用されています。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
route-map localonly out

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 8

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

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

例：

ステップ 9

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Router(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

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 10

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ
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目的コマンドまたはアクション

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続の
IPv4アドレスファミリコンフィギュレーション
モードコマンドに関連付けるVRFインスタンスの
名前を指定します。

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

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

例：

ステップ 11

•この例では、localonlyという名前のルートマッ
プが、ルータ Eへのアウトバウンドルートに
適用されています。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
route-map localonly out

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 12

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：

Router(config-router)# exit

ステップ 13

BGP-relatedアクセスリストを定義します。ip as-path access-list access-list-number {deny |
permit} as-regular-expression

ステップ 14

•この例では、アクセスリスト番号 10が、ロー
カルで生成された BGPルートだけを許可する
よう定義されています。

例：

Router(config)# ip as-path access-list 10 permit
^$

ルートマップを設定し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 15

•この例では、localonlyという名前のルートマッ
プが作成されます。

Router(config)# route-map localonly permit 10

BGP自律システムパスアクセスリストを照合しま
す。

match as-path path-list-number

例：

ステップ 16

•この例では、match句にステップ 12で作成さ
れた BGP自律システムパスアクセスリスト
が使用されます。

Router(config-route-map)# match as-path 10
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目的コマンドまたはアクション

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 17

Router(config-route-map)# end

BGPルーティングテーブル内のエントリを表示し
ます。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 18

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）
Router# show ip bgp

例

次に、この作業設定が完了した後の、上の図のルータ Bの BGPルーティングテーブ
ルの例を示します。ルーティングテーブルには、自律システム 40000と 50000のネッ
トワークについての情報が含まれることに注意してください。

BGP table version is 5, local router ID is 172.17.1.99
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
*> 10.1.1.0/24 192.168.1.2 0 0 40000 i
*> 10.2.2.0/24 192.168.3.2 0 0 50000 i
*> 172.17.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

BGPポリシーの設定
このセクションの作業は、BGPネットワーク内でトラフィックをフィルタリングする BGPポ
リシーの設定に役立ちます。次に示すオプション作業は、BGPネットワークでトラフィックを
フィルタリングするさまざまな方法の一部を示すものです。

プレフィックスリストによる BGPプレフィックスのフィルタリング

プレフィックスリストを使用して BGPルート情報をフィルタリングするには、次の作業を実
行します。この設定作業は、下の図においてルータ Aとルータ Eの両方が BGPピアとして
セットアップされた状況で、ルータBで実行します。アウトバウンドにするため、プレフィッ
クスリストをネットワーク 10.2.2.0/24からのルートだけを許可するよう設定します。実質的
に、ルータ Eから受信した情報のうち、ルータ Aに転送される情報がこれにより制限されま
す。プレフィックスリスト情報を表示するための手順、およびヒットカウントをリセットす

るための手順も含まれます。
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図 7 : BGPポリシー設定作業の BGPトポロジ

neighbor prefix-listコマンドと neighbor distribute-listコマンドは、BGPピアに同時には使用で
きません。

（注）

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. すべての BGPピアにステップ 5を繰り返します。
6. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
7. network network-number [mask network-mask]
8. aggregate-address address mask [as-set]
9. neighbor ip-address prefix-list list-name {in | out}
10. exit
11. exit
12. ip prefix-list list-name [seq seq-number] {deny network/length | permit network/length} [ge

ge-value] [le le-value] [eq eq-value]
13. end
14. show ip prefix-list [detail | summary] [prefix-list-name [seq seq-number | network/length[longer

| first-match]]]
15. clear ip prefix-list {* | ip-address | peer-group-name} out
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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

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 45000

指定した自律システムのネイバーの IPアドレスを
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 remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Router(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

--すべての BGPピアにステップ 5を繰り返します。ステップ 5

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 6

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）この自律システムにローカルとしてネット

ワークを指定し、BGPルーティングテーブルに追
加します。

network network-number [mask network-mask]

例：

Router(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

ステップ 7

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

BGPルーティングテーブルに集約エントリを作成
します。

aggregate-address address mask [as-set]

例：

ステップ 8

•指定されたルートは、BGPテーブル内に存在
する必要があります。

Router(config-router-af)# aggregate-address
172.0.0.0 255.0.0.0

•指定された範囲に含まれる、より詳しい BGP
ルートがある場合は、キーワードを指定せずに

aggregate-addressコマンドを使用して、集約
エントリを作成します。

この例では、一部の構文だけが使用され

ています。詳細については、『Cisco IOS
IP Routing: BGPCommand Reference』を参
照してください。

（注）

プレフィックスリストで指定されたBGPネイバー
情報を配布します。

neighbor ip-address prefix-list list-name {in | out}

例：

ステップ 9

•この例では、super172と呼ばれるプレフィック
スリストがルータ Aの発信ルートに設定され
ます。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
prefix-list super172 out

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 10

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：

Router(config-router) exit

ステップ 11

BGP関連のプレフィックスリストを定義し、アク
セスリストコンフィギュレーションモードを開始

します。

ip prefix-list list-name [seq seq-number] {deny
network/length | permit network/length} [ge ge-value]
[le le-value] [eq eq-value]

例：

ステップ 12
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目的コマンドまたはアクション

Router(config)# ip prefix-list super172 permit
172.0.0.0/8

•この例では、転送されるルートとして
172.0.0.0/8だけを許可する、super172と呼ばれ
るプレフィックスリストが定義されます。

•すべてのプレフィックスリストの末尾には明
示的な拒否があるため、他のルートはすべて拒

否されます。

アクセスリストコンフィギュレーションモードを

終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 13

Router(config-access-list)# end

プレフィックスリストについての情報を表示しま

す。

show ip prefix-list [detail | summary] [prefix-list-name
[seq seq-number | network/length[longer | first-match]]]

例：

ステップ 14

•この例では、super172という名前のプレフィッ
クスリストの詳細が、ヒットカウントを含め

Router# show ip prefix-list detail super172
て表示されます。ヒットカウントとは、エン

トリがルートに一致した回数のことです。

プレフィックスリストエントリのヒットカウント

をリセットします。

clear ip prefix-list {* | ip-address | peer-group-name}
out

例：

ステップ 15

•この例では、super172と呼ばれるプレフィック
スリストのヒットカウントがリセットされま

す。
Router# clear ip prefix-list super172 out

例

次に示す show ipprefix-listコマンドからの出力では、super172という名前のプレフィッ
クスリストの詳細が、ヒットカウントを含めて表示されます。clear ip prefix-listコマ
ンドが入力されてヒットカウントがリセットされ、さらに再度 show ip prefix-listコマ
ンドが入力されて、0にリセットされたヒットカウントが表示されます。

Router# show ip prefix-list detail super172

ip prefix-list super172:
count: 1, range entries: 0, sequences: 5 - 5, refcount: 4
seq 5 permit 172.0.0.0/8 (hit count: 1, refcount: 1)

Router# clear ip prefix-list super172

Router# show ip prefix-list detail super172

ip prefix-list super172:
count: 1, range entries: 0, sequences: 5 - 5, refcount: 4
seq 5 permit 172.0.0.0/8 (hit count: 0, refcount: 1)
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AS-Pathフィルタを使用した BGPプレフィックスのフィルタ処理

フィルタルート情報へのAS-path属性の値をベースにしたアクセスリスト付きのAS-pathフィ
ルタを使用して BGPプレフィックスをフィルタリングするには、次の作業を実行します。上
の図では、AS-pathアクセスリストがルータ Bで設定されます。アクセスリストの 1行目で
は、AS-path 50000に一致するものがすべて拒否され、2行目では他のパスすべてが許可されて
います。ルータは neighbor filter-listコマンドを使用して、AS-pathアクセスリストをアウトバ
ウンドフィルタとして指定します。フィルタが有効化された後、トラフィックはルータ Aと
ルータ Cの両方で受信されますが、自律システム 50000（ルータ C）で生成されたアップデー
トがルータ Bによりルータ Aに転送されることはありません。ルータ Cからのアップデート
のうち、別の自律システムで生成されたものがあった場合、その中には自律システム50000だ
けでなく別の自律システム番号も含まれているため、アップデートは転送されることになり、

AS-pathアクセスリストとは一致しないことになります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip as-path access-list access-list-number {deny | permit} as-regular-expression
4. AS-pathアクセスリストで要求されているすべてのエントリについて、手順 3を繰り返

します。

5. router bgp autonomous-system-number
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
7. すべての BGPピアに手順 6を繰り返します。
8. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
9. neighbor {ip-address | peer-group-name} filter-list access-list-number {in | out}
10. end
11. show ip bgp regexp as-regular-expression

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

BGP関連のアクセスリストを定義し、アクセスリ
ストコンフィギュレーションモードを開始します。

ip as-path access-list access-list-number {deny |
permit} as-regular-expression

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# ip as-path access-list 100 deny
^50000$

• 1番目の例では、アクセスリスト番号 100は
50000で始まり 50000で終わる AS-pathはすべ
て拒否するように定義されています。

例：

• 2番目の例では、AS-pathアクセスリストの 1
番目の例での基準に一致しないルートは、すべDevice(config)# ip as-path access-list 100 permit

.*
て許可されます。ピリオドとアスタリスク記号

はAS-path内のすべての文字が一致することを
示しているため、ルータBはそれらアップデー
トをルータ Aに転送することになります。

作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）

－AS-pathアクセスリストで要求されているすべての
エントリについて、手順 3を繰り返します。

ステップ 4

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 5

Device(config)# router bgp 45000

指定した自律システム内のネイバーの 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
autonomous-system-number

例：

ステップ 6

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

－すべての BGPピアに手順 6を繰り返します。ステップ 7

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 8

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

プレフィックスリストで指定されたBGPネイバー
情報を配布します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} filter-list
access-list-number {in | out}

例：

ステップ 9

•この例では、アクセスリスト番号100が、ルー
タ Aへの発信ルートに設定されます。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
filter-list 100 out

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

Device(config-router-af)# end

正規表現に一致するルートを表示します。show ip bgp regexp as-regular-expression

例：

ステップ 11

•正規表現の確認にこのコマンドを使用できま
す。

Device# show ip bgp regexp ^50000$

•この例では、「50000で始まり 50000で終わ
る」表現に一致するパスすべてが表示されま

す。

例

次の、show ip bgp regexpコマンドからの出力は、AS-pathが 50000で始まり 50000で
終わるという正規表現に一致する自律システムパスを表示します。

Device# show ip bgp regexp ^50000$

BGP table version is 9, local router ID is 172.17.1.99
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
*> 10.2.2.0/24 192.168.3.2 0 150 50000 i

4バイト自律システム番号を使用したAS-pathフィルタによるBGPプレフィックスのフィ
ルタリング

Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)SXI1、およびそれ以降のリ
リースで、BGPは 4オクテット（4バイト）自律システム番号をサポートするようになりまし
た。この作業にある 4バイト自律システム番号は、デフォルトの asplain（10進数値）形式に
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フォーマットされています。たとえば、下の図にあるルータBの自律システム番号は65538で
す。4バイト自律システム番号の詳細については、「BGP自律システム番号の形式」の項を参
照してください。

4バイト自律システム番号とルート情報フィルタ用の AS-path属性の値に基づくアクセスリス
トを使用して AS-pathフィルタで BGPプレフィックスをフィルタリングするには、次の作業
を実行します。下の図では、AS-pathアクセスリストがルータBで設定されます。アクセスリ
ストの 1行目では、ASパス 65550に一致するものがすべて拒否され、2行目では他のパスす
べてが許可されています。ルータは neighbor filter-listコマンドを使用して、AS-pathアクセス
リストをアウトバウンドフィルタとして指定します。フィルタ処理が有効化された後、トラ

フィックはルータ Aとルータ Eの両方で受信されますが、自律システム 65550（ルータ E）で
生成されたアップデートがルータ Bによりルータ Aに転送されることはありません。ルータ
Eからのアップデートのうち、別の自律システムで生成されたものがあった場合、その中には
自律システム65550だけでなく別の自律システム番号も含まれているため、アップデートは転
送されることになり、AS-pathアクセスリストとは一致しないことになります。

Cisco IOS Release 12.0(22)S、12.2(15)T、12.2(18)S、およびそれ以降のリリースでは、ip as-path
access-listコマンドを使用して設定できる自律システムアクセスリストの上限値が、199から
500に増加しました。

（注）

図 8 : 4バイト自律システム番号を使用した AS-pathフィルタによる BGPプレフィックスフィルタリングの BGPトポロ
ジ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
54

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続

4バイト自律システム番号を使用した AS-pathフィルタによる BGPプレフィックスのフィルタリング



5. すべての BGPピアにステップ 4を繰り返します。
6. address-family ipv4 [unicast |multicast| vrf vrf-name]
7. network network-number [mask network-mask]
8. neighbor {ip-address | peer-group-name} filter-list access-list-number{in | out}
9. exit
10. exit
11. ip as-path access-list access-list-number {deny | permit} as-regular-expression
12. AS-pathアクセスリストで要求されているすべてのエントリについて、手順 11を繰り返

します。

13. end
14. show ip bgp regexp as-regular-expression

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

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 65538

指定した自律システム内のネイバーの 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
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

•この例では、ルータ Aでのネイバーの IPアド
レスが追加されます。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 65536

--すべての BGPピアにステップ 4を繰り返します。ステップ 5

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 6

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ
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目的コマンドまたはアクション

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

（任意）この自律システムにローカルとしてネット

ワークを指定し、BGPルーティングテーブルに追
加します。

network network-number [mask network-mask]

例：

Router(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

ステップ 7

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

この例では、一部の構文だけが使用され

ています。詳細については、『Cisco IOS
IP Routing: BGPCommand Reference』を参
照してください。

（注）

プレフィックスリストで指定されたBGPネイバー
情報を配布します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} filter-list
access-list-number{in | out}

例：

ステップ 8

•この例では、アクセスリスト番号 99が、ルー
タ Aへの発信ルートに設定されます。

Router(config-router-af)# neighbor 192.168.1.2
filter-list 99 out

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、ルータコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 9

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：

Router(config-router)# exit

ステップ 10

BGP関連のアクセスリストを定義し、アクセスリ
ストコンフィギュレーションモードを開始します。

ip as-path access-list access-list-number {deny |
permit} as-regular-expression

例：

ステップ 11
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目的コマンドまたはアクション

Router(config)# ip as-path access-list 99 deny
^65550$

• 1番目の例では、アクセスリスト番号 99は
65550で始まり 65550で終わる AS-pathはすべ
て拒否するように定義されています。

例：

• 2番目の例では、AS-pathアクセスリストの 1
番目の例での基準に一致しないルートは、すべand

て許可されます。ピリオドとアスタリスク記号例：
はAS-path内のすべての文字が一致することを

Router(config)# ip as-path access-list 99 permit
.*

示しているため、ルータBはそれらアップデー
トをルータ Aに転送することになります。

作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）

--AS-pathアクセスリストで要求されているすべての
エントリについて、手順 11を繰り返します。

ステップ 12

アクセスリスト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 13

Router(config-access-list)# end

正規表現に一致するルートを表示します。show ip bgp regexp as-regular-expression

例：

ステップ 14

•正規表現の確認にこのコマンドを使用できま
す。

Router# show ip bgp regexp ^65550$

•この例では、「65550で始まり 65550で終わ
る」表現に一致するパスすべてが表示されま

す。

例

次の、show ip bgp regexpコマンドからの出力は、AS-pathが 65550で始まり 65550で
終わるという正規表現に一致する自律システムパスを表示します。

RouterB# show ip bgp regexp ^65550$
BGP table version is 4, local router ID is 172.17.1.99
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
*> 10.2.2.0/24 192.168.3.2 0 0 65550 i
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コミュニティリストを使用したトラフィックフィルタリング

BGPコミュニティリストを作成し、ルートマップ内でそのコミュニティリストを参照し、そ
のルートマップをネイバーに適用することによってトラフィックをフィルタ処理するには、次

の作業を実行します。

この作業では、受信ルートを制御するために、ルートマップとコミュニティリストを使用し

て下の図のルータ Bを設定します。

図 9 :コミュニティリストが設定されているトポロジ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map route-map-name {in | out}
7. exit
8. exit
9. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
10. match community {standard-list-number | expanded-list-number | community-list-name [exact]}
11. set weight weight
12. exit
13. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
14. match community {standard-list-number | expanded-list-number | community-list-name [exact]}
15. set community community-number
16. exit
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17. ip community-list {standard-list-number | standard list-name {deny | permit}
[community-number] [AA:NN] [internet] [local-AS] [no-advertise] [no-export]} |
{expanded-list-number | expanded list-name {deny | permit} regular-expression}

18. ステップ 17を繰り返して、必要なコミュニティリストすべてを作成します。
19. exit
20. show ip community-list [standard-list-number | expanded-list-number | community-list-name]

[exact-match]

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

ネイバーの IPアドレスまたはピアグループ名を、
指定した自律システムのローカルルータのBGPネ
イバーテーブルに追加します。

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

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

インバウンドまたはアウトバウンドのルートにルー

トマップを適用します。

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

例：

ステップ 6

•この例では、2000と呼ばれるルートマップが、
192.168.3.2の BGPピアからのインバウンド
ルートに適用されます。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
route-map 2000 in

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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 7

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 8

ルートマップを作成し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 9

•この例では、2000と呼ばれるルートマップが
定義されます。

Device(config)# route-map 2000 permit 10

BGPコミュニティリストのコミュニティとのマッ
チングを行います。

match community {standard-list-number |
expanded-list-number | community-list-name [exact]}

例：

ステップ 10

•この例では、ルートのコミュニティ属性はコ
ミュニティリスト 1のコミュニティと一致し
ています。

Device(config-route-map)# match community 1

コミュニティリストに一致するBGPルートの重み
（weight）を設定します。

set weight weight

例：

ステップ 11

•この例では、コミュニティリスト 1に一致す
るすべてのルートの重みが30に設定されます。Device(config-route-map)# set weight 30

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、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：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 12
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目的コマンドまたはアクション

ルートマップを作成し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 13

•この例では、3000と呼ばれるルートマップが
定義されます。

Device(config)# route-map 3000 permit 10

BGPコミュニティリストのコミュニティとのマッ
チングを行います。

match community {standard-list-number |
expanded-list-number | community-list-name [exact]}

例：

ステップ 14

•この例では、ルートの COMMUNITIES属性は
コミュニティリスト 2のコミュニティと一致
しています。

Device(config-route-map)# match community 2

BGPコミュニティ属性を設定します。set community community-number

例：

ステップ 15

•この例では、コミュニティリスト 2に一致す
るすべてのルートが、99に設定された
COMMUNITIES属性を持つことになります。Device(config-route-map)# set community 99

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、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：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 16

BGPのコミュニティリストを作成し、アクセスを
制御します。

ip community-list {standard-list-number | standard
list-name {deny | permit} [community-number] [AA:NN]
[internet] [local-AS] [no-advertise] [no-export]} |

ステップ 17

• 1番目の例では、コミュニティリスト 1は
COMMUNITIES属性が 100のルートを許可し

{expanded-list-number | expanded list-name {deny |
permit} regular-expression}

例：
ています。ルータ Eのルートはすべて
COMMUNITIES属性が 100であるため、重み
は 30に設定されます。Device(config)# ip community-list 1 permit 100

例： • 2番目の例では、コミュニティリスト 2は
internetコミュニティを指定することで、効果

Device(config)# ip community-list 2 permit
internet

的にすべてのルートを許可しています。コミュ

ニティリスト 1に一致しなかったルートはど
れも、コミュニティリスト 2でチェックされ
ます。すべてのルートが許可されますが、ルー

ト属性には変化が加えられません。

作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

－ステップ 17を繰り返して、必要なコミュニティリ
ストすべてを作成します。

ステップ 18

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：

ステップ 19

Device(config)# exit

設定されたBGPコミュニティリストエントリを表
示します。

show ip community-list [standard-list-number |
expanded-list-number | community-list-name]
[exact-match]

ステップ 20

例：

Device# show ip community-list 1

例

次の出力例は、コミュニティリスト 1が作成されたことを確認し、コミュニティ属性
が 100のルートがコミュニティリスト 1で許可されていることを示しています。

Device# show ip community-list 1

Community standard list 1
permit 100

次の出力例は、コミュニティリスト 2が作成されたことを確認し、コミュニティリス
ト 2が internetキーワードを指定して実質的にすべてのルートを許可していることを
示しています。

Device# show ip community-list 2

Community standard list 2
permit internet

拡張コミュニティリストを使用したトラフィックフィルタリング

拡張 BGPコミュニティリストを作成してアウトバウンドルートを制御することによりトラ
フィックをフィルタリングするには、次の作業を実行します。
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図 10 :コミュニティリストが設定されているトポロジ

この作業において、上の図のルータ Bは、拡張名前付きコミュニティリストを使用して設定
され、192.168.1.2の BGPピアが自律システム 50000からの、または 50000経由のどのパスに
ついてのアドバタイズメントも送られないよう指定されます。IP拡張コミュニティリストコ
ンフィギュレーションモードが使用され、エントリのシーケンス番号再割り当て機能が示され

ます。

拡張コミュニティリストのエントリにはすべて、コンフィギュレーションモードにかかわら

ずデフォルトでシーケンス番号が適用されます。拡張コミュニティリストエントリのシーケ

ンス番号の明示的な割り当てと再割り当ては、IP拡張コミュニティリストコンフィギュレー
ションモードだけで設定でき、グローバルコンフィギュレーションモードでは設定できませ

ん。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip extcommunity-list {expanded-list-number | expanded list-name | standard-list-number |

standard list-name}
4. [sequence-number] {deny [regular-expression] | exit | permit [regular-expression]}
5. 拡張コミュニティリスト内のすべての必要な許可や拒否エントリについて、ステップ 4

を繰り返します。

6. resequence [starting-sequence] [sequence-increment]
7. exit
8. router bgp autonomous-system-number
9. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
10. 必要な BGPピアすべてについて、前の手順を繰り返します。
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11. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
12. network network-number [mask network-mask]
13. end
14. show ip extcommunity-list [list-name]

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

IP拡張コミュニティリストコンフィギュレーショ
ンモードを開始し、拡張コミュニティリストの作

成や設定を行います。

ip extcommunity-list {expanded-list-number | expanded
list-name | standard-list-number | standard list-name}

例：

ステップ 3

•この例では、拡張コミュニティリスト
DENY50000が作成されます。

Device(config)# ip extcommunity-list expanded
DENY50000

拡張コミュニティリストエントリを設定します。[sequence-number] {deny [regular-expression] | exit |
permit [regular-expression]}

ステップ 4

• 1番目の例では、自律システム 50000からのパ
スについてのアドバタイズメントを拒否するよ例：

う、シーケンス番号 10の拡張コミュニティリ
ストエントリが設定されます。

Device(config-extcomm-list)# 10 deny _50000_

例：
• 2番目の例では、自律システム 50000を経由す
るパスについてのアドバタイズメントを拒否すDevice(config-extcomm-list)# 20 deny ^50000 .*

るよう、シーケンス番号20の拡張コミュニティ
リストエントリが設定されます。

作業例ではこれらの文の双方を設定する

必要があるため、2つの例を示していま
す。

（注）

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

－拡張コミュニティリスト内のすべての必要な許可

や拒否エントリについて、ステップ 4を繰り返し
ます。

ステップ 5

拡張コミュニティリストエントリのシーケンス番

号を再割り当てします。

resequence [starting-sequence] [sequence-increment]

例：

ステップ 6

•この例では、最初の拡張コミュニティリスト
エントリを 50に、続くエントリは 100ずつ増Device(config-extcomm-list)# resequence 50 100

えるように設定されます。そのため、2番目の
拡張コミュニティリストエントリは 150にな
ります。

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）

拡張コミュニティリスト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：

Device(config-extcomm-list)# exit

ステップ 7

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 8

Device(config)# router bgp 45000

ネイバーの IPアドレスまたはピアグループ名を、
指定した自律システムのローカルルータのBGPネ
イバーテーブルに追加します。

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

例：

ステップ 9

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

－必要な BGPピアすべてについて、前の手順を繰り
返します。

ステップ 10

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 11

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4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 IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのアドレスファ
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目的コマンドまたはアクション

ミリコンフィギュレーションモードになりま

す。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

vrfキーワードおよび vrf-name引数では、
後続の IPv4アドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードコマンドに関連付

けるVRFインスタンスの名前を指定しま
す。

（注）

（任意）この自律システムにローカルとしてネット

ワークを指定し、BGPルーティングテーブルに追
加します。

network network-number [mask network-mask]

例：

Device(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

ステップ 12

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）

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 13

Device(config-router-af)# end

設定された拡張BGPコミュニティリストエントリ
を表示します。

show ip extcommunity-list [list-name]

例：

ステップ 14

Device# show ip extcommunity-list DENY50000

例

次の出力例は、BGP拡張コミュニティリスト DENY50000が作成されたことを確認す
るもので、出力は自律システム 50000についてのアドバタイズメントを拒否するエン
トリのシーケンス番号が、10と 20から再割り当てによって 50と 150になったことを
示しています。
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Device# show ip extcommunity-list DENY50000

Expanded extended community-list DENY50000
50 deny _50000_
150 deny ^50000 .*

BGPルートマップポリシーリストを使用したトラフィックフィルタリング

BGPポリシーリストを作成してルートマップ内で参照するには、次の作業を実行します。

ポリシーリストは、match句だけを含んだルートマップのようなものです。ポリシーリスト
に伴うmatch句セマンティックやルートマップ機能の変更はありません。match句はポリシー
リスト内で permitと deny文により設定されます。ルートマップはこれを評価して各 match句
を処理し、設定に基づいてルートの許可や拒否を行います。ルートマップ機能でのANDおよ
び ORセマンティックは、match句の扱いについてポリシーリストと同様です。

ポリシーリストにより、中規模以上のネットワークでの BGPルーティングポリシー設定を簡
素化できます。ネットワークオペレータは、ルートマップ内で一群の match句を持つ事前に
設定されたポリシーリストを参照することで、BGPルーティングポリシーへの一般的な変更
を簡単に適用することができます。複数のルートマップのエントリに繰り返し現れる一群の

match句を、ネットワークオペレータがそれぞれ手動で再設定する必要がなくなりました。

自律システムパスとルータのMEDが一致するトラフィックをフィルタリングする BGPポリ
シーリストを作成し、それからポリシーリストを参照するルートマップを作成するには、次

の作業を実行します。

始める前に

ネットワークで BGPルーティングが設定され、BGPネイバーが確立されている必要がありま
す。
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• BGPルートマップポリシーリストは、ポリシーリスト内での IPv6の match句の設定を
サポートしていません。

•ポリシーリストは、Cisco IOS Release 12.0(22)Sおよび 12.2(15)Tよりも前のバージョンの
Cisco IOSソフトウェアではサポートされていません。古いバージョンの Cisco IOSソフト
ウェアを実行中のルータをリロードすると、ルーティングポリシーの設定の一部が失われ

ることがあります。

•ポリシーリストがサポートするのは match句だけで、set句はサポートしていません。た
だし、ポリシーリストは、ポリシーリストとは別に設定されたmatchおよび set句と、同
一のルートマップエントリ内で共存することができます。

•ポリシーリストは BGPだけでサポートされます。他の IPルーティングプロトコルでは
サポートされません。この制限が再配布を含めたルートマップの通常動作を妨げることは

ありません。ポリシーリスト機能は BGPの中で透過的に動作し、他の IPルーティング
プロトコルからは見ることができないからです。

•ポリシーリストがサポートするのは match句だけで、set句はサポートしていません。た
だし、ポリシーリストは、ポリシーリストとは別に設定されたmatchおよび set句と、同
一のルートマップエントリ内で共存することができます。1番目のルートマップの例で
は ANDセマンティックを設定し、2番目のルートマップ設定例はセマンティックを設定
しています。このセクションの例はいずれも、ポリシーリストと個別の matchおよび set
句サンプルルートマップ設定とを、同じ設定の中で参照するルートマップのサンプルと

なっています。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip policy-list policy-list-name {permit | deny}
4. match as-path as-number
5. match metric metric
6. exit
7. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
8. match ip address {access-list-number | access-list-name} [... access-list-number | ...

access-list-name]
9. match policy-list policy-list-name
10. set community community-number [additive] [well-known-community] | none}
11. set local-preference preference-value
12. end
13. show ip policy-list [policy-list-name]
14. show route-map [route-map-name]
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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

ポリシーリストコンフィギュレーションモードを

開始し、続くmatch句で許容されるルートを許可す
る BGPポリシーリストを作成します。

ip policy-list policy-list-name {permit | deny}

例：

Router(config)# ip policy-list POLICY-LIST-NAME-1
permit

ステップ 3

指定した自律システムパスからのルートを許可す

る match句を作成します。
match as-path as-number

例：

ステップ 4

Router(config-policy-list)# match as-path 500

指定したメトリックのルートを許可するmatch句を
作成します。

match metric metric

例：

ステップ 5

Router(config-policy-list)# match metric 10

ポリシーリスト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-policy-list)# exit

ステップ 6

ルートマップを作成し、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 map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 7

Router(config)# route-map MAP-NAME-1 permit 10

指定した access-list-numberまたは access-list-name
引数に一致するルートを許可するmatch句を作成し
ます。

match ip address {access-list-number | access-list-name}
[... access-list-number | ... access-list-name]

例：

ステップ 8

Router(config-route-map)# match ip address 1

指定したポリシーリストに一致する句を作成しま

す。

match policy-list policy-list-name

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-route-map)# match policy-list
POLICY-LIST-NAME-1

•ポリシーリスト内の match句すべてが評価さ
れ、処理されます。このコマンドで、複数のポ

リシーリストを参照できます。

•このコマンドはまた、標準のmatch句と同様に
ANDやORセマンティックをサポートします。

指定したコミュニティを設定または削除する句を作

成します。

set community community-number [additive]
[well-known-community] | none}

例：

ステップ 10

Router(config-route-map)# set community 10:1

指定したローカルプリファレンス値を設定する句

を作成します。

set local-preference preference-value

例：

ステップ 11

Router(config-route-map)# set local-preference
140

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 12

Router(config-route-map)# end

設定されたポリシーリストとポリシーリストエン

トリについての情報を表示します。

show ip policy-list [policy-list-name]

例：

ステップ 13

Router# show ip policy-list POLICY-LIST-NAME-1

ローカルで設定されたルートマップとルートマッ

プエントリを表示します。

show route-map [route-map-name]

例：

ステップ 14

Router# show route-map

例

次の出力例は、ポリシーリストが作成されたことを確認し、ポリシーリスト名と設定

された match句を表示しています。

Router# show ip policy-list
POLICY-LIST-NAME-1

policy-list POLICY-LIST-NAME-1 permit
Match clauses:
metric 20
as-path (as-path filter): 1
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ポリシーリスト名は、show ip policy-listコマンドが入力されたときに指定できます。
このオプションは、このコマンドの出力をフィルタリングして、1つのポリシーリス
トを確認するときに便利です。

（注）

次の show route-mapコマンドの出力例は、ルートマップが作成され、ポリシーリス
トが参照されたことを確認します。このコマンドの出力は、ルートマップ名と、設定

されたルートマップで参照されたポリシーリストとを表示します。

Router# show route-map

route-map ROUTE-MAP-NAME-1, deny, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

route-map ROUTE-MAP-NAME-1, permit, sequence 10
Match clauses:
IP Policy lists:

POLICY-LIST-NAME-1
Set clauses:
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

BGPルートマップでの continue句の使用によるトラフィックフィルタリング

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
7. exit
8. exit
9. route-map map-name {permit | deny} [sequence-number]
10. match ip address {access-list-number | access-list-name} [... access-list-number | ...

access-list-name]
11. set community { { [community-number] [well-known-community] [additive]} | none}
12. continue [sequence-number]
13. end
14. show route-map [map-name]

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）。
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目的コマンドまたはアクション

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

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 autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 50000

指定された自律システム内のネイバーの IPアドレ
スまたはピアグループ名を、ローカルデバイスの

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

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

Device(config-router)# neighbor 10.0.0.1
remote-as 50000

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 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

unicastキーワードが指定されていない場合、
デバイスは IPv4ユニキャストアドレスファミ
リの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。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

インバウンドルートマップを指定されたネイバー

から受信したルートに適用します。もしくは、アウ

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

例：

ステップ 6

トバウンドルートマップを指定されたネイバーへ

アドバタイズされたルートへ適用します。

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
route-map ROUTE-MAP-NAME in
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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、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 7

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 8

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 9

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

ポリシールーティングとルートフィルタリングが

発生する条件を指定する matchコマンドを設定し
ます。

match ip address {access-list-number |
access-list-name} [... access-list-number | ...
access-list-name]

例：

ステップ 10

•複数のmatchコマンドを設定できます。match
コマンドが設定された場合、continue文は一致

Device(config-route-map)# match ip address 1
が出現した場合にのみ実行されます。matchコ
マンドが設定されない場合、setおよび continue
句は実行されます。

この作業で使用する matchコマンドおよ
び setコマンドは、continueコマンドの動
作を記述するための例です。具体的な

matchコマンドおよび setコマンドのリス
トについては、『Cisco IOS IP Routing:
BGP Command Reference』の continueコ
マンドを参照してください。

（注）

setコマンドを設定して、matchコマンドで適用さ
れた条件が満たされた場合のルーティングアクショ

ンを指定します。

set community { { [community-number]
[well-known-community] [additive]} | none}

例：

ステップ 11

•複数の setコマンドを設定できます。
Device(config-route-map)# set community 10:1

•この例では、指定した aa:nn形式のコミュニ
ティ番号をセットする句が作成されます。

一致が出現した後もmatch文の評価と実行を継続す
るよう、ルートマップを設定します。

continue [sequence-number]

例：

ステップ 12
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-route-map)# continue
•シーケンス番号が指定された場合、continue句
は指定されたシーケンス番号のルートマップ

へ移動します。

•シーケンス番号が指定されない場合、continue
句はその次のシーケンス番号のルートマップ

へ移動します。この動作は、「黙示的継続」と

呼ばれます。

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 13

Device(config-route-map)# end

（任意）ローカルで設定されたルートマップを表

示します。出力をフィルタリングするためのルート

show route-map [map-name]

例：

ステップ 14

マップ名は、このコマンドの構文内で指定できま

す。Device# show route-map

例

次に、show route-mapコマンドを使用して continue句の設定を確認する方法の出力例
を示します。設定されたルートマップが、match、set、および continue句を含め、出
力に表示されます。

Device# show route-map

route-map MARKETING, permit, sequence 10
Match clauses:
ip address (access-lists): 1
metric 10

Continue: sequence 40
Set clauses:
as-path prepend 10

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map MARKETING, permit, sequence 20
Match clauses:
ip address (access-lists): 2
metric 20

Set clauses:
as-path prepend 10 10

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map MARKETING, permit, sequence 30
Match clauses:
Continue: to next entry 40
Set clauses:
as-path prepend 10 10 10

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map MARKETING, permit, sequence 40
Match clauses:
community (community-list filter): 10:1

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
74

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続

BGPルートマップでの continue句の使用によるトラフィックフィルタリング



Set clauses:
local-preference 104

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map MKTG-POLICY-MAP, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
community 655370

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の設
定例

例：インバウンドパス選択の変化

次に、ルートマップを使用してネイバーからの受信データを変更する方法の例を示します。

10.222.1.1から受信した、自律システムアクセスリスト 200で設定されたフィルタパラメータ
に一致するルートはどれも、その weightは 200に、ローカルプリファレンスは 250に設定さ
れ、それが受け入れられることになります。

router bgp 100
!
neighbor 10.222.1.1 route-map FIX-WEIGHT in
neighbor 10.222.1.1 remote-as 1
!
ip as-path access-list 200 permit ^690$
ip as-path access-list 200 permit ^1800
!
route-map FIX-WEIGHT permit 10
match as-path 200
set local-preference 250
set weight 200

次の例では、FINANCEという名前のルートマップが、自律システム 690で生成されたパスす
べてを、MEDメトリック属性 127でマークしています。2番目の permit句は、自律システム
パスリスト 1に一致しないルートを引き続きネイバー 10.1.1.1へ送るために必要です。

router bgp 65000
neighbor 10.1.1.1 route-map FINANCE out
!
ip as-path access-list 1 permit ^690_
ip as-path access-list 2 permit .*
!
route-map FINANCE permit 10
match as-path 1
set metric 127
!
route-map FINANCE permit 20
match as-path 2

インバウンドルートマップはプレフィックスベースのマッチングを行って、アップデートの

さまざまなパラメータを設定できます。自律システムパスとコミュニティリストマッチング

に加え、インバウンドプレフィックスマッチングが利用できます。次に、SET-LOCAL-PREF
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というルートマップコンフィギュレーションコマンドでどのようにインバウンドプレフィッ

クス 172.20.0.0/16のローカルプリファレンスを 120に設定するかを例に示します。

!
router bgp 65100
network 10.108.0.0
neighbor 10.108.1.1 remote-as 65200
neighbor 10.108.1.1 route-map SET-LOCAL-PREF in
!
route-map SET-LOCAL-PREF permit 10
match ip address 2
set local-preference 120
!
route-map SET-LOCAL-PREF permit 20
!
access-list 2 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
access-list 2 deny any

例：4バイト AS番号を使用した AS-path属性の変更によるインバウン
ドパス選択の変化

この例は、AS-path属性の変更によって 172.17.1.0宛てトラフィックのインバウンドパス選択
を変化させるために BGPを設定する方法を示します。Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、
12.0(33)S3、12.2(33)SXI1、およびそれ以降のリリースで、BGPは 4オクテット（4バイト）自
律システム番号をサポートするようになりました。この例にある 4バイト自律システム番号
は、デフォルトの asplain（10進数値）形式にフォーマットされています。たとえば、下の図
にあるルータ Bの自律システム番号は 65538です。4バイト自律システム番号の詳細について
は、「BGP自律システム番号の形式」の項を参照してください。

AS-path属性の変更は、別の自律システムのパス選択を変化させるためにBGPで使用可能な方
法の 1つです。たとえば、下の図において、ルータAは自身のネットワーク 172.17.1.0を、自
律システム65538および自律システム65550にあるBGPピアにアドバタイズします。ルーティ
ング情報が自律システム 65545に伝播されるとき、自律システム 65545内のルータは、2つの
異なるルートからのネットワーク 172.17.1.0の到達可能性情報を持つことになります。1番目
のルートは、65538と 65536で構成される AS-pathを備えた自律システム 65538によるもので
す。2番目のルートは自律システム 65547を経由するもので、AS-pathは 65547、65550、65536
です。他のBGP属性がすべて同じだとすれば、自律システム65545内のルータCはネットワー
ク 172.17.1.0へのトラフィックのルートとして、自律システム 65538を通るルートを選択しま
す。通過した自律システムという点では最短ルートとなるからです。

自律システム 65536は自律システム 65545のネットワーク 172.17.1.0へのトラフィックすべて
を自律システム65538のルータB経由で受信するようになります。しかし、自律システム65538
と自律システム 65536の間のリンクが非常に遅く輻輳している場合、set as-path prependコマ
ンドをルータAで使用して、自律システム 65538経由のルートが自律システム 65550経由のパ
スよりも遠いように見せることで、172.17.1.0ネットワークへのインバウンドパス選択を変化
させることができます。下の図のルータAの設定は、アウトバウンドBGPアップデートをルー
タ Bに適用することで完了します。set as-path prependコマンドの使用により、ルータAから
ルータ Bへのアウトバウンド BGPアップデートはすべて、ローカル自律システム番号 65536
を 2回追加するよう変更された AS-path属性を持つようになります。この設定の後、自律シス
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テム 65545は 172.17.1.0ネットワークについてのアップデートを、自律システム 65538経由で
受け取ることになります。新しい AS-pathは 65538、65536、65536、65536となり、これは自
律システム 65547からの AS-path（65547、65550、65536で変更なし）よりも長くなります。
自律システム 65545内のネットワーキングデバイスは、172.17.1.0ネットワーク内の宛先アド
レスを持つパケットを転送するときに、自律システム65547経由のルートを優先するようにな
ります。

図 11 : AS-path属性変更のネットワークトポロジ

この例の設定は、上の図のルータ Aで実行されます。

router bgp 65536
address-family ipv4 unicast
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
neighbor 192.168.1.2 remote-as 65538
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.1.2 route-map PREPEND out
exit-address-family
exit
route-map PREPEND permit 10
set as-path prepend 65536 65536

例：プレフィックスリストによる BGPプレフィックスのフィルタ処
理

ここでは、次の例について説明します。
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例：シングルプレフィックスリストを使用した BGPプレフィックスのフィルタ処理

次に、プレフィックスリストでデフォルトルート 0.0.0.0/0を拒否する例を示します。

ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0

次に、プレフィックスリストでプレフィックス 10.0.0.0/8に一致するルートを許可する例を示
します。

ip prefix-list abc permit 10.0.0.0/8

次の例に、プレフィックス長が /8～ /24のプレフィックスだけを受け入れるように BGPプロ
セスを設定する方法を示します。

router bgp 40000
network 10.20.20.0
distribute-list prefix max24 in
!
ip prefix-list max24 seq 5 permit 0.0.0.0/0 ge 8 le 24

次に、プレフィックス 10.1.1.0/24がルーティングテーブルに存在する場合に、条件付きでデ
フォルトルート（0.0.0.0/0）を RIPに生成する設定例を示します。

ip prefix-list cond permit 10.1.1.0/24
!
route-map default-condition permit 10
match ip address prefix-list cond
!
router rip
default-information originate route-map default-condition

次の例に、プレフィックスの長さによるフィルタリングに加え、192.168.1.1からのルーティン
グアップデートだけを受け入れるよう BGPを設定する方法を示します。

router bgp 40000
distribute-list prefix max24 gateway allowlist in
!
ip prefix-list allowlist seq 5 permit 192.168.1.1/32
!

次に、name1を使用してプレフィックスへの受信アップデートをフィルタ処理し、アップデー
トされているプレフィックスのゲートウェイ（ネクストホップ）をプレフィックスリスト

name2へマッチングするよう、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/0/0上で BGPプ
ロセスに指示する例を示します。

router bgp 103
distribute-list prefix name1 gateway name2 in gigabitethernet 0/0/0

例：プレフィックスのグループを使用した BGPプレフィックスのフィルタ処理

次に、ネットワーク 192/8でプレフィックス長が 24以下のルートを許可するよう BGPを設定
する例を示します。

ip prefix-list abc permit 192.0.0.0/8 le 24
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次に、192/8でプレフィックス長が 25より大きいルートを拒否するよう BGPを設定する例を
示します。

ip prefix-list abc deny 192.0.0.0/8 ge 25

次に、すべてのアドレス空間でプレフィックス長が 8より大きく 24より小さいルートを許可
するよう BGPを設定する例を示します。

ip prefix-list abc permit 0.0.0.0/0 ge 8 le 24

次に、すべてのアドレス空間でプレフィックス長が 25より大きいルートを拒否するよう BGP
を設定する例を示します。

ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 ge 25

次に、ネットワーク 10/8のルートをすべて拒否するよう BGPを設定する例を示します。これ
は、クラス Aネットワーク 10.0.0.0/8内のルートのマスクが 32ビット以下である場合、その
ルートが拒否されるためです。

ip prefix-list abc deny 10.0.0.0/8 le 32

次に、192.168.1.0/24でマスクが 25より大きいルートを拒否するようBGPを設定する例を示し
ます。

ip prefix-list abc deny 192.168.1.0/24 ge 25

次に、すべてのルートを許可するよう BGPを設定する例を示します。

ip prefix-list abc permit 0.0.0.0/0 le 32

例：プレフィックスリストエントリの追加と削除

プレフィックスリストの初期設定が次のようになっている場合、プレフィックスリスト内の

エントリを個別に追加、削除できます。

ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 le 7
ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 ge 25
ip prefix-list abc permit 192.168.0.0/15

次に、プレフィックスリストからエントリを削除して 192.168.0.0を許可しないようにし、
10.0.0.0/8を許可する新しいエントリを追加する例を示します。

no ip prefix-list abc permit 192.168.0.0/15
ip prefix-list abc permit 10.0.0.0/8

新しい設定は次のようになります。

ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 le 7
ip prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 ge 25
ip prefix-list abc permit 10.0.0.0/8
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例：COMMUNITIES属性を使用したトラフィックのフィルタ処理
この項では、BGP COMMUNITIES属性とルートマップを使用した 2つの例を示します。

1番目の例では、set-communityというルートマップを設定し、ネイバー 172.16.232.50のアウ
トバウンドアップデートに適用します。アクセスリスト 1を渡すルートには、well-known
COMMUNITIES属性値 no-exportを指定します。残りのルートは通常どおりアドバタイズされ
ます。no-exportコミュニティ値は、自律システム 200内の BGPスピーカーがそれらのルート
のアドバタイズメントを行うのを自動的に防止します。

router bgp 100
neighbor 172.16.232.50 remote-as 200
neighbor 172.16.232.50 send-community
neighbor 172.16.232.50 route-map set-community out
!
route-map set-community permit 10
match address 1
set community no-export
!
route-map set-community permit 20
match address 2

2番目の例では、set-communityというルートマップを設定し、ネイバー 172.16.232.90のアウ
トバウンドアップデートに適用します。自律システム 70で生成されるルートはすべて、
COMMUNITIES属性値 200 200を自身の既存のコミュニティに追加します。他のルートはすべ
て、通常と同じようにアドバタイズされます。

route-map bgp 200
neighbor 172.16.232.90 remote-as 100
neighbor 172.16.232.90 send-community
neighbor 172.16.232.90 route-map set-community out
!
route-map set-community permit 10
match as-path 1
set community 200 200 additive
!
route-map set-community permit 20
!
ip as-path access-list 1 permit 70$
ip as-path access-list 2 permit .*

例：AS-Pathフィルタを使用したトラフィックのフィルタ処理
次に、ネイバーによるBGPパスフィルタリングの例を示します。自律システムパス access list
2を通過するルートだけが 192.168.12.10に送られます。同様に、access list 3を通過するルート
だけが 192.168.12.10から受け入れられます。

router bgp 200
neighbor 192.168.12.10 remote-as 100
neighbor 192.168.12.10 filter-list 1 out
neighbor 192.168.12.10 filter-list 2 in
exit
ip as-path access-list 1 permit _109_
ip as-path access-list 2 permit _200$
ip as-path access-list 2 permit ^100$
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ip as-path access-list 3 deny _690$
ip as-path access-list 3 permit .*

例：4バイト自律システム番号を使用したAS-pathフィルタによるトラ
フィックのフィルタ処理

Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)SXI1、およびそれ以降のリリース
における asplainデフォルト形式

次の例はCisco IOSRelease 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)XNE、12.2(33)SXI1、
およびそれ以降のリリースで使用できるもので、4バイト自律システム番号を asplain形式で使
用し、ネイバーによるBGPパスフィルタリングを行います。自律システムパス access list 2を
通過するルートだけが 192.168.3.2に送られます。

ip as-path access-list 2 permit ^65536$
router bgp 65538
address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.3.2 remote-as 65550
neighbor 192.168.3.2 activate
neighbor 192.168.3.2 filter-list 2 in
end

Cisco IOS Release 12.0(32)S12および 12.4(24)Tにおける asdotデフォルト形式

次の例はCisco IOS Release 12.0(32)S12、12.4(24)T、およびそれ以降のリリースで使用できるも
ので、4バイト自律システム番号を asdot形式で使用し、ネイバーによる BGPパスフィルタリ
ングを行います。自律システムパス access list 2を通過するルートだけが 192.168.3.2に送られ
ます。

Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)XNE、12.2(33)SXI1、および
それ以降のリリースでは、この例が正常に動作するのは、bgpasnotationdotコマンドを使用し
て、asdotをデフォルトの表示形式として設定した場合だけです。

（注）

ip as-path access-list 2 permit ^1\.0$
router bgp 1.2
address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.3.2 remote-as 1.14
neighbor 192.168.3.2 filter-list 2 in
end

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続
81

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続

例：4バイト自律システム番号を使用した AS-pathフィルタによるトラフィックのフィルタ処理



例：4バイト自律システム番号と拡張コミュニティリストを使用した
トラフィックのフィルタ処理

Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SRE、12.2(33)SXI1、およびそれ以降のリリース
における asplainデフォルト形式

次に、アウトバウンドルートを制御するために拡張 BGPコミュニティリストを作成すること
によるトラフィックフィルタリングの例を示します。Cisco IOSRelease12.0(32)SY8、12.0(33)S3、
12.2(33)SRE、12.2(33)XNE、12.2(33)SXI1、およびそれ以降のリリースでは、拡張 BGPコミュ
ニティはデフォルトで asplainの正規表現中の 4バイト自律システム番号をサポートしていま
す。拡張コミュニティリストは、VRFインスタンスとMPLS VPNのルートを設定し、フィル
タリングし、識別するために使用されます。名前付きまたは番号付きコミュニティリストの設

定には、ip extcommunity-listコマンドを使用します。アクセスリストの標準ルールすべてが、
拡張コミュニティリストの設定に適用されます。正規表現は、拡張コミュニティリスト番号

の拡張範囲によってサポートされています。

図 12 : asplain形式の 4バイト自律システム番号と拡張コミュニティリストを使用したトラフィックフィルタリングの
BGPトポロジ

拡張コミュニティリストのエントリにはすべて、コンフィギュレーションモードにかかわら

ずデフォルトでシーケンス番号が適用されます。拡張コミュニティリストエントリのシーケ

ンス番号の明示的な割り当てと再割り当ては、IP拡張コミュニティリストコンフィギュレー
ションモードだけで設定でき、グローバルコンフィギュレーションモードでは設定できませ

ん。

（注）

この例では、上の図は、拡張名前付きコミュニティリストを使用して設定され、192.168.1.2の
BGPピアが 4バイト自律システム 65550からの、または 65550経由のどのパスについてのアド
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バタイズメントも送られないよう指定されます。IP拡張コミュニティリストコンフィギュレー
ションモードが使用され、エントリのシーケンス番号再割り当て機能が示されます。

ip extcommunity-list expanded DENY65550
10 deny _65550_
20 deny ^65550 .*
resequence 50 100
exit
router bgp 65538
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.3.2 remote-as 65550
neighbor 192.168.1.2 remote-as 65536
neighbor 192.168.3.2 activate
neighbor 192.168.1.2 activate
end

show ip extcommunity-list DENY65550

Cisco IOS Release 12.0(32)S12および 12.4(24)Tにおける asdotデフォルト形式

次に、アウトバウンドルートを制御するために拡張 BGPコミュニティリストを作成すること
によるトラフィックフィルタリングの例を示します。Cisco IOSRelease12.0(32)S12、12.4(24)T、
およびそれ以降のリリースでは、拡張 BGPコミュニティは正規表現中の 4バイト自律システ
ム番号を asdot形式だけでサポートします。拡張コミュニティリストは、VRFインスタンスと
MPLSVPNのルートを設定し、フィルタリングし、識別するために使用されます。名前付きま
たは番号付きコミュニティリストの設定には、ip extcommunity-listコマンドを使用します。
アクセスリストの標準ルールすべてが、拡張コミュニティリストの設定に適用されます。正

規表現は、拡張コミュニティリスト番号の拡張範囲によってサポートされています。

Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.0(33)S3、12.2(33)SXI1、およびそれ以降のリリースでは、こ
の例が正常に動作するのは、bgp asnotation dotコマンドを使用して、asdotをデフォルトの表
示形式として設定した場合だけです。

（注）
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図 13 : asdot形式の 4バイト自律システム番号と拡張コミュニティリストを使用したトラフィックフィルタリングの
BGPトポロジ

拡張コミュニティリストのエントリにはすべて、コンフィギュレーションモードにかかわら

ずデフォルトでシーケンス番号が適用されます。拡張コミュニティリストエントリのシーケ

ンス番号の明示的な割り当てと再割り当ては、IP拡張コミュニティリストコンフィギュレー
ションモードだけで設定でき、グローバルコンフィギュレーションモードでは設定できませ

ん。

（注）

この例では、上の図は、拡張名前付きコミュニティリストを使用して設定され、192.168.1.2の
BGPピアが 4バイト自律システム 65550からの、または 65550経由のどのパスについてのアド
バタイズメントも送られないよう指定されます。IP拡張コミュニティリストコンフィギュレー
ションモードが使用され、エントリのシーケンス番号再割り当て機能が示されます。

ip extcommunity-list expanded DENY114
10 deny _1\.14_
20 deny ^1\.14 .*
resequence 50 100
exit
router bgp 1.2
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.3.2 remote-as 1.14
neighbor 192.168.1.2 remote-as 1.0
neighbor 192.168.3.2 activate
neighbor 192.168.1.2 activate
end

show ip extcommunity-list DENY114
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例：BGPルートマップを使用したトラフィックのフィルタ処理
次に、アクセスリスト 1に一致している場合、ネイバー 10.1.1.1からのユニキャストおよびマ
ルチキャストルートを受け入れるように、アドレスファミリを使用して BGPを設定する例を
示します。

route-map filter-some-multicast
match ip address 1
exit
router bgp 65538
neighbor 10.1.1.1 remote-as 65537
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.1.1.1 activate
neighbor 10.1.1.1 route-map filter-some-multicast in
exit
exit
router bgp 65538
neighbor 10.1.1.1 remote-as 65537
address-family ipv4 multicast
neighbor 10.1.1.1 activate
neighbor 10.1.1.1 route-map filter-some-multicast in
end

次の作業
• BGPの拡張機能を設定する場合は、「BGPの拡張機能の設定」モジュールに進んでくだ
さい。

• BGPネイバーセッションオプションを設定する場合は、「BGPネイバーセッションオ
プションの設定」モジュールに進んでください。

•内部 BGP機能を設定する場合は、「内部 BGP機能の設定」モジュールに進んでくださ
い。

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：コマンド構文の詳細、コ
マンドモード、デフォルト、コマンド履

歴、使用上の注意事項、および例

「Cisco BGP概要」モジュールBGPの概要

「基本 BGPネットワークの設定」モジュールBGP基本作業の設定
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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

『Large-Scale IP Network Solutions』Khalid Raza、
Mark Turner（Cisco Press, 2000）

BGPの基礎と説明

『Building Scalable Cisco Networks』Catherine
Paquet、Diane Teare（Cisco Press, 2001）

拡張可能なネットワークへのBGPの実装
と制御

『Internet Routing Architectures』Bassam Halabi
（Cisco Press, 1997）

ドメイン間ルーティングの基本

標準

タイトル標準

MDT
SAFI

MDT
SAFI

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィーチャセッ
トに関するMIBを探してダウンロードするには、次の URLにある Cisco
MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

CISCO-BGP4-MIB

RFC

タイトルRFC

『Application of the Border Gateway Protocol in the Internet』RFC
1772

『Experience with the BGP Protocol』RFC
1773

『BGP-4 Protocol Analysis』RFC
1774

『Guidelines for Creation, Selection, and Registration of an Autonomous System (AS)』RFC
1930

『A Framework for Inter-Domain Route Aggregation』RFC
2519

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』RFC
2858
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http://www.iana.org/assignments/safi-namespace
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タイトルRFC

『Route Refresh Capability for BGP-4』RFC
2918

『Capabilities Advertisement with BGP-4』RFC
3392

『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』RFC
4271

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

RFC
4684

『BGP Support for Four-Octet AS Number Space』RFC
4893

『Outbound Route Filtering Capability for BGP-4』RFC
5291

『Textual Representation of Autonomous system (AS) Numbers』RFC
5396

『Autonomous System (AS) Number Reservation for Documentation Use』RFC
5398

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。

外部BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の機
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
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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。

表 5 :外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの接続の機能情報

機能の設定情報リリース機能名

BGPがサポートする番号付きAS-pathアクセスリス
トの数が 500に増加したことにより、ip as-path
access-listコマンドを使用して設定できる自律システ
ムアクセスリストの最大数が 199から 500に増加し
ました。

12.0(22)S

12.2(15)T

12.2(18)S

12.2(18)SXD

12.2(27)SBC

15.0(1)S

BGPがサポートする
番号付き AS-pathア
クセスリストの数

が 500に増加

BGP名前付きコミュニティリスト機能により、名前
付きコミュニティリストと呼ばれる新しいタイプの

コミュニティリストが導入されます。BGP名前付き
コミュニティリスト機能により、ネットワークオペ

レータはコミュニティリストに意味がわかりやすい

名前を割り当てることができるようになり、設定可

能なコミュニティリストの数も増加しました。名前

付きコミュニティリストは、正規表現や番号付きコ

ミュニティリストによって設定可能です。番号付き

コミュニティのルールは、名前付きコミュニティリ

ストに設定可能なコミュニティ属性数の上限がない

ことを除き、すべて名前付きコミュニティリストに

も適用されます。

12.2(8)T

12.2(14)S

15.0(1)S

BGP名前付きコミュ
ニティリスト
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機能の設定情報リリース機能名

BGPルートマップポリシーリストサポート機能に
より、BGPルートマップに新しい機能性が追加され
ます。ネットワークオペレータはこの機能を使用し

て、ルートマップのmatch句をポリシーリストと呼
ばれる名前付きリストにグループ化できます。ポリ

シーリスト機能はマクロに似ています。ルートマッ

プでポリシーリストが参照されると、match句がす
べて評価され、ルートマップで直接設定された場合

と同様に処理されます。この機能強化により、中規

模から大規模のネットワークでのBGPルーティング
ポリシーの BGP設定が単純になりました。ネット
ワークオペレータがmatch句のグループを持つポリ
シーリストを事前に設定しておき、さまざまなルー

トマップ内でそれらのポリシーリストを参照できる

からです。複数のルートマップのエントリに繰り返

し現れる一群のmatch句を、ネットワークオペレー
タがそれぞれ手動で再設定する必要がなくなりまし

た。

12.0(22)S

12.2(15)T

12.2(18)S

12.2(18)SXD

12.2(27)SBC

15.0(1)S

BGPルートマップ
ポリシーリストの

サポート

名前付き拡張コミュニティリストに対する BGPサ
ポート機能により、既存の数字形式に加え、名前を

使用しても拡張コミュニティリストを設定できるよ

うになりました。

12.2(25)S

12.2(27)SBC

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

12.3(11)T

15.0(1)S

名前付き拡張コミュ

ニティリストに対

する BGPサポート

拡張コミュニティリスト内のシーケンスされたエン

トリに対する BGPサポート機能により、BGP拡張
コミュニティリスト内の個別のエントリに自動シー

ケンスが導入されます。この機能により、既存の拡

張コミュニティリスト全体を削除することなく、拡

張コミュニティリストエントリの削除やシーケンス

再割り当てを行うことも可能になりました。

12.2(25)S

12.2(27)SBC

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

12.3(11)T

15.0(1)S

拡張コミュニティ

リストのシーケンス

エントリに対する

BGPサポート

Cisco IOS XE
3.1.0SG

BGP 4プレフィック
スフィルタおよび

インバウンドルー

トマップ
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