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ジェンス時間が大幅に短縮されます。新しい処理の実装用に、新たなコマンドラインインター
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリ

リースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してくだ

さい。

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

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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BGPイベントベース VPNインポートの前提条件
関係するルータすべてで、シスコエクスプレスフォワーディングまたは分散型シスコエクス

プレスフォワーディングが有効になっている必要があります。

BGPイベントベース VPNインポートの概要

BGPイベントベース VPNインポート
BGPイベントベース VPNインポート機能は、既存の BGPパスのインポートプロセスに変更
を加えるものです。BGPバーチャルプライベートネットワーク（VPN）インポートは、BGP
パスが BGP VPNテーブルから BGP VPNルーティング/転送（VRF）トポロジへインポートさ
れる場合に、インポート機能を提供するものです。既存のパスインポートプロセスでは、パ

スにアップデートが発生すると、次のスキャン時間の間にインポートアップデート処理が行わ

れ、スキャンの間隔は 5～ 15秒の間で設定されています。スキャン時間のために、ルートの
伝播に遅延が発生します。拡張BGPパスインポートはイベントの発生時に実行されます。BGP
パスが変更されると、インポートされたコピーすべてのアップデートも、処理が可能になると

すぐに実行されます。

BGPイベントベースVPNインポート機能を使用すると、プロバイダーエッジ（PE）ルータは
VPNパスをカスタマーエッジ（CE）ルータへとスキャン時間の遅延なしに伝播できるため、
コンバージェンス時間は大幅に短縮されます。インポートされたルートターゲットを VRFに
追加するといった設定変更は即時処理されず、これまでどおり 60秒ごとの定期的なスキャナ
通過の間に処理されます。

インポートパス選択ポリシー

イベントベース VPNインポートには、3種類のパス選択ポリシーが準備されています。

•すべて：インポートするVRFインスタンスに関連付けられたルートターゲット（RT）の
いずれかに一致するエクスポート側ネットから、使用できるパスすべてをインポートしま

す。

•ベストパス：VRFインスタンスの RTに一致する、最適使用可能パスをインポートしま
す。エクスポート側ネット内のベストパスがVRFインスタンスのRTに一致しない場合、
VRFインスタンスの RTに一致する、最適使用可能パスがインポートされます。

•マルチパス：VRFインスタンスのRTに一致する、ベストパスおよびマルチパスとマーク
されたすべてのパスをインポートします。一致するベストパスやマルチパスがない場合、

最適使用可能パスが選択されます。

マルチパスおよびベストパスオプションは、設定されたオプションでのみ選択されるよう、

オプションのキーワードを使用して制限することができます。import path selectionコマンド
で strictキーワードを設定すると、最適使用可能パス選択のフォールバック安全性オプション
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がソフトウェアにより無効になります。エクスポート側ネットにVRFインスタンスのRTに一
致する設定されたオプション（ベストパスまたはマルチパス）に適したパスがない場合、どの

パスもインポートされません。この動作は、BGPイベントベース VPNインポート機能導入前
の動作と一致しています。

制限が設定されない場合、最適使用可能パスとしてインポートされるパスはタグ付きになりま

す。showコマンド出力では、これらのパスが「imported safety path」という言い方で識別され
ます。

VRFインスタンスへインポートされると見なされるエクスポート側ネットの既存のパスは、別
のピアルータから受信したものであるために VPNインポートのルールが適用されていない場
合があります。ルート識別子（RD）情報はルータに対してローカルなため、これらのパスに
は同一のRD情報が含まれていることがあります。しかし、これらのパスの一部は、インポー
トする VRFインスタンスの RTと一致しないため、showコマンドの出力では「not-in-vrf」と
マークされます。VRFにないパスは VRFにあるパスよりも優先度が低く見えるため、
「not-in-vrf」とマークされたどのパスも、ベストパスと見なされることはありません。

インポートパスの制限

メモリ利用を制御するため、エクスポート側ネットからインポートされるパスの最大数の制限

をインポート側ネットごとに指定できます。インポートされるパスが1つ以上のエクスポート
側ネットから選択される場合、最も優先的に選択されるのはベストパス、次に優先的に選択さ

れるのがマルチパスとなり、非マルチパスの優先度が最も低くなります。

BGPイベントベース VPNインポートの設定方法

マルチプロトコル VRFの設定
マルチプロトコル VRFを使用して、ルートターゲットポリシー（インポートおよびエクス
ポート）を IPv4と IPv6との間で共有したり、IPv4 VPNと IPv6 VPNに別々のルートターゲッ
トポリシーを設定したりすることができます。使用するよう設定するには、この作業を実行し

ます。この作業では、IPv4アドレスファミリだけを設定しますが、新しい VRF設定すべてに
マルチプロトコル VRFを使用することを推奨します。

この作業は、BGPイベントベース VPNインポート機能特有のものではありません。（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. vrf definition vrf-name
4. rd route-distinguisher
5. route-target {import | export | both} route-target-ext-community
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6. address-family ipv4 [unicast]
7. exit-address-family
8. exit
9. interface type number
10. vrf forwarding vrf-name
11. ip address ip-address mask
12. no shutdown
13. exit
14. 他の VRFインスタンスをインターフェイスにバインドするには、手順 3～ 13を繰り返

します。

15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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

VRFルーティングテーブルを設定し、VRFコン
フィギュレーションモードを開始します。

vrf definition vrf-name

例：

ステップ 3

• VRFに割り当てる名前を指定するには、
vrf-name引数を使用します。Router(config)# vrf definition vrf-A

ルーティングテーブル、およびフォワーディング

テーブルを作成し、VPN用のデフォルトルート識
別子を指定します。

rd route-distinguisher

例：

Router(config-vrf)# rd 45000:1

ステップ 4

•一意のVPN IPv4プレフィックスを作成するた
めに、IPv4プレフィックスに 8バイト値を追
加するには、route-distinguisher引数を使用しま
す。

VRF用にルートターゲット拡張コミュニティを作
成します。

route-target {import | export | both}
route-target-ext-community

例：

ステップ 5

•ターゲットVPN拡張コミュニティからルーティ
ング情報をインポートするには、importキー
ワードを使用します。

Router(config-vrf)# route-target both 45000:100
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目的コマンドまたはアクション

•ターゲット VPN拡張コミュニティにルーティ
ング情報をエクスポートするには、exportキー
ワードを使用します。

•ターゲットVPN拡張コミュニティからルーティ
ング情報をインポートするとともに、ルーティ

ング情報を拡張コミュニティにエクスポートす

るには、bothキーワードを使用します。

•ルートターゲット拡張コミュニティ属性をVRF
のインポート、エクスポート、または両方（イ

ンポートとエクスポート）のルートターゲッ

ト拡張コミュニティリストに追加するには、

route-target-ext-community引数を使用します。

IPv4アドレスファミリを指定し、VRF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]

例：

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

ステップ 6

•ここでは、この前のステップで定義されたVRF
にアドレスファミリを指定するために、この

ステップが必要になります。

VRF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、VRFコンフィギュレーションモー
ドに戻ります。

exit-address-family

例：

Router(config-vrf-af)# exit-address-family

ステップ 7

VRF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-vrf)# exit

ステップ 8

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interface type number

例：

ステップ 9

Router(config)# interface FastEthernet 1/1

VRFインスタンスを手順9で設定したインターフェ
イスと関連付けます。

vrf forwarding vrf-name

例：

ステップ 10

•インターフェイスが VRFにバインドされてい
る場合、それ以前に設定されていた IPアドレRouter(config-if)# vrf forwarding vrf-A

スは削除され、インターフェイスはディセーブ

ルにされます。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに IPアドレスを設定します。ip address ip-address mask

例：

ステップ 11

Router(config-if)# ip address 10.4.8.149
255.255.255.0

ディセーブルにされたインターフェイスを再起動し

ます。

no shutdown

例：

ステップ 12

Router(config-if)# no shutdown

インターフェイス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

ドに入ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 13

--他の VRFインスタンスをインターフェイスにバイ
ンドするには、手順 3～ 13を繰り返します。

ステップ 14

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モードに戻ります。
end

例：

ステップ 15

Router(config)# end

BGPパスへのイベントベース VPNインポート処理の設定
次の作業を行って、BGPパスを VRFテーブルへインポートするためイベントベース処理設定
で BGPパスを変更する場合のコンバージェンス時間を短くします。2つの新しい CLIコマン
ドにより、インポート側ネットごとのインポートパスの上限値の設定と、パス選択ポリシーの

設定が可能になっています。

始める前に

この作業は、VRFが VRFアドレスファミリ構文で使用されるようすでに設定されているもの
としています。VRFを設定するには、このモジュールで前述した「マルチプロトコル VRFの
設定」の項を参照して下さい。

BGPネイバーの設定も完了しているものとします。設定例については、このモジュールの「例：
BGPパスへのイベントベース VPNインポート処理の設定」の項を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family ipv4 vrf vrf-name
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5. import path selection {all | bestpath [strict] |multipath [strict]}
6. import path limit number-of-import-paths
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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

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 vrf vrf-name

例：

ステップ 4

• 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Router(config-router)# address-family ipv4 vrf

vrf-A
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。

VRFテーブルにルートをインポートする BGPパス
の選択ポリシーを指定します。

import path selection {all | bestpath [strict] |multipath
[strict]}

例：

ステップ 5

•この例では、VRFインスタンスの RTに一致す
るすべてのパスがインポートされます。

Router(config-router-af)# import path selection
all

エクスポート側ネットからインポート可能なBGPパ
スの最大数をインポート側ネットごとに指定しま

す。

import path limit number-of-import-paths

例：

Router(config-router-af)# import path limit 3

ステップ 6

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 7

Router(config-router-af)# end
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BGPイベントベース VPNインポート処理のモニタリングとトラブル
シューティング

必要に応じて BGPイベントベースVPNインポート処理のモニタリングとトラブルシューティ
ングを行うには、この作業の手順を実行します。

この作業で使用する showコマンドについて、ここではコマンド構文の一部だけが表示されて
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。

手順の概要

1. enable
2. show ip bgp vpnv4 {all | rd route-distinguisher | vrf vrf-name} [network-address [mask]]
3. show ip route [vrf vrf-name] [ip-address [mask]]
4. debug ip bgp vpnv4 unicast import {events | updates [access-list]}

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXECモードを有効にします。パスワードを入力します（要求された場合）。

例：

Router> enable

ステップ 2 show ip bgp vpnv4 {all | rd route-distinguisher | vrf vrf-name} [network-address [mask]]

この出力例では、strictキーワードが import path selectionコマンドを使用して設定されていないため、安
全インポートパス選択ポリシーが有効になっています。あるパスが最適使用可能パスとしてインポートさ

れる場合（インポートの際にベストパスやマルチパスが不適切である場合）、出力にあるように「imported
safety path」とマークされます。

例：

Router# show ip bgp vpnv4 all 172.17.0.0

BGP routing table entry for 45000:1:172.17.0.0/16, version 10
Paths: (1 available, best #1, table vrf-A)
Flag: 0x820

Not advertised to any peer
2, imported safety path from 50000:2:172.17.0.0/16
10.0.101.1 from 10.0.101.1 (10.0.101.1)
Origin IGP, metric 200, localpref 100, valid, internal, best
Extended Community: RT:45000:100

VRFインスタンスへインポートされると見なされるエクスポート側ネットの既存のパスは、別のピアルー
タから受信したものであるためにVPNインポートのルールが適用されていない場合があります。ルート識
別子（RD）情報はルータに対してローカルなため、これらのパスには同一のRD情報が含まれていること
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があります。しかし、これらのパスの一部は、インポートする VRFインスタンスの RTと一致しないた
め、showコマンドの出力では「not-in-vrf」とマークされます。

次の出力例では、パスは別のピアルータから受信したもので、VPNインポート規則が適用されていませ
ん。この 10.0.101.2というパスは、VPNv4テーブルに追加され、vrf-Aネットに関連付けられています。元
のルータからの RD情報とはいえ、RD情報との一致を含んでいるからです。しかし、このパスは vrf-Aに
RT一致ではないため、「not-in-vrf」とマークされています。vrf-Aのネットでは、このパスはベストパス
とはならないことに注意してください。VRFにないどのパスも、VRFにあるパスより適したパスとは見ら
れないからです。

例：

Router# show ip bgp vpnv4 all 172.17.0.0

BBGP routing table entry for 45000:1:172.17.0.0/16, version 11
Paths: (2 available, best #2, table vrf-A)
Flag: 0x820

Not advertised to any peer
2
10.0.101.2 from 10.0.101.2 (10.0.101.2)
Origin IGP, metric 100, localpref 100, valid, internal, not-in-vrf
Extended Community: RT:45000:200
mpls labels in/out nolabel/16

2
10.0.101.1 from 10.0.101.1 (10.0.101.1)
Origin IGP, metric 50, localpref 100, valid, internal, best
Extended Community: RT:45000:100
mpls labels in/out nolabel/16

ステップ 3 show ip route [vrf vrf-name] [ip-address [mask]]

この出力例には、VRF vrf-Aのルーティングテーブルについての情報が表示されています。

例：

Router# show ip route vrf vrf-A 172.17.0.0

Routing Table: vrf-A
Routing entry for 172.17.0.0/16
Known via "bgp 1", distance 200, metric 50
Tag 2, type internal
Last update from 10.0.101.33 00:00:32 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.0.101.33 (default), from 10.0.101.33, 00:00:32 ago

Route metric is 50, traffic share count is 1
AS Hops 1
Route tag 2
MPLS label: 16
MPLS Flags: MPLS Required

ステップ 4 debug ip bgp vpnv4 unicast import {events | updates [access-list]}

BGPパスの VRFインスタンステーブルへのインポートに関連したデバッグ情報を表示するには、このコ
マンドを使用します。実際の出力は、続けて入力されるコマンドによって変化します。

updatesキーワード使用時にフィルタプレフィックスへのアクセスリストを指定しない場合、全
プレフィックスに対するアップデートすべてが表示されることになり、ネットワークの速度低下

が発生することがあります。

（注）
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例：

Router# debug ip bgp vpnv4 unicast import events

BGP import events debugging is on

BGPイベントベース VPNインポートの設定例

例：BGPパスへのイベントベース VPNインポート処理の設定
この例では、VRF（vrf-A）が設定され、ファストイーサネットインターフェイス 1/1に VRF
転送が適用されます。アドレスファミリモードでは、インポートパス選択が「すべて」に、

インポートパス数は「3」に設定されています。IPv4アドレスファミリのもとで 2つの BGP
ネイバーが設定され、VPNv4アドレスファミリのもとでアクティブにされています。

vrf definition vrf-A
rd 45000:1
route-target import 45000:100
address-family ipv4
exit-address-family

!
interface FastEthernet1/1
no ip address
vrf forwarding vrf-A
ip address 10.4.8.149 255.255.255.0
no shut
exit
!
router bgp 45000
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
address-family ipv4 vrf vrf-A
import path selection all
import path limit 3
exit-address-family
address-family vpnv4
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
end

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
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference』BGPコマンド

標準

タイト

ル

標準

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

既存の標準のサポートは変更されていません。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco 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

この機能によってサポートされる新しい

MIBまたは変更されたMIBはありませ
ん。またこの機能による既存MIBのサポー
トに変更はありません。

RFC

タイト

ル

RFC

—この機能によりサポートされた新規 RFCまたは改訂 RFCはありません。またこの
機能による既存 RFCのサポートに変更はありません。

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。

BGPイベントベース VPNインポート
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その他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


BGPイベントベース VPNインポートの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

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

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

スでもサポートされます。

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

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

表 1 : BGPイベントベース VPNインポートの機能情報

機能情報リリース機能名

BGPイベントベースVPNインポート機能は、既存のボーダー
ゲートウェイプロトコル（BGP）パスのインポートプロセス
に変更を加えるものです。拡張 BGPパスインポートはイベ
ントの発生時に実行されます。BGPパスが変更されると、イ
ンポートされたコピーすべてのアップデートも、処理が可能

になるとすぐに実行されます。ソフトウェアがアップデート

処理前に定期的なスキャナ時間まで待つことに起因するルー

トの伝播の遅延もなくなるため、コンバージェンス時間が大

幅に短縮されます。新しい処理の実装用に、新たなコマンド

ラインインターフェイス（CLI）が導入されています。

次のコマンドが導入または変更されました。

• bgp scan-time

• import path limit

• import path selection

• maximum-path ebgp

• maximum-path ibgp

• show ip bgp vpnv4

• show ip bgp vpnv6

Cisco IOS XE
Release 2.6

Cisco IOS XE
Release 3.3SG

BGPイベント
ベース VPN
インポート
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http://www.cisco.com/go/cfn
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