
BGP：RT制約ルート配布の設定
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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：RT制約ルート配布の前提条件
BGP：RT制約ルート配布を設定する前に、次の項目を設定する方法を理解している必要があ
ります。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN

•ルート識別子（RD）

•ルートターゲット（RT）

•マルチプロトコル BGP（MBGP）

BGP：RT制約ルート配布の制限事項
BGP：RT制約ルート配布では、すべての VPNルートアドバタイズメントが制限されます。

BGPに関する情報：RT制約ルート配布

BGP：RT制約ルート配布により解決できる問題
一部のサービスプロバイダーでは、RRから PEに大量のルーティングアップデートが送信さ
れ、大量のリソース使用が必要となることがあります。PEでは、PEにない VRFのルーティ
ングアップデートは必要ではありません。そのため、PEは受信するルーティングアップデー
トの大部分を「不要」であると判断します。PEはこの不要なアップデートを除外します。

下の図に、2つの PEに不要なルーティングアップデートが送信される場合の例を示します。

図 1 : PEでの不要なルーティングアップデート

上の図に示すとおり、PEは次のように不要なルートを受信しています。

1. PE-3は VRF Blueおよび VRF Redルートを RR-1にアドバタイズします。PE-4は VRF Red
および VRF Greenルートを RR-1にアドバタイズします。

2. RR-1にすべての VRF（Blue、Red、Green）に対するすべてのルートが集まります。

3. ルートの更新または VRFプロビジョニングの実行時に、RR-1はすべての VRFルートを
PE-3と PE-4の両方にアドバタイズします。
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4. VRF Greenのルートは PE-3では不要です。VRF Blueのルートは PE-4では不要です。

次に、2つの RRと、もう 1組の PEがある場合を見てみましょう。RRから PEに不要なルー
ティングアップデートが送信されており、RR間でも不要なルーティングアップデートが送信
されています。下の図に、不要なルートが RRに送信される場合の例を示します。

図 2 : RRでの不要なルーティングアップデート

上の図に示すとおり、RR-1と RR-2は次のように不要なルーティングアップデートを受信し
ています。

1. PE-3と PE-4は VRF Blue、VRF Red、VRF Greenの各 VPNルートを RR-1にアドバタイズ
しています。

2. RR-1はすべての VPNルートを RR-2に送信します。

3. PE-1と PE-2には VRF Redがないため、VRF Redルートは RR-2では不要です。

4. 同様に、PE-3と PE-4には VRF Purpleがないため、VRF Purpleルートは RR-1では不要で
す。

そのため、RRとPEの間で不要なルートが大量にアドバタイズされる可能性があります。BGP：
RT制約ルート配布機能を使用すると、不要なルーティングアップデートを除外することによ
りこの問題を解決できます。

BGP：RT制約ルート配布を使用しない場合、アップデートのフィルタリングは PEが行いま
す。この機能を使用すると、アップデートのフィルタリングは RRが行うようになります。

BGPの利点：RT制約ルート配布
MPLS L3VPNでは、PEルータが BGPとルートターゲット（RT）拡張コミュニティを使用し
て VRFとの間での VPNルートの配布を制御し、VPNを分離します。PEと自律システム境界
ルータ（ASBR）では、一般に、受信した VPNルートをフィルタ処理して、不要な VPNルー
トを除外します。

ただし、不要なVPNルートの受信とフィルタリングの処理はリソースの浪費につながります。
送信元が VPNルーティングアップデートを生成および送信して、受信側で不要なルートを除
外します。VPNルートアップデートの生成を抑えることで、リソースが節約されます。
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ルートターゲット制約（RTC）は、RRから VPNに関与していない PEに VPNネットワーク
層到達可能性情報（NLRI）が伝播されるのを防ぐメカニズムです。この機能により、CPUサ
イクルと一時メモリの使用量が大幅に削減されます。RT制約により、VPNルートの数が制限
され、VPNメンバーシップが規定されます。

BGP RT-Constrain SAFI
BGP：RT制約ルート配布機能では、BGPRT-ConstrainSubsequentAddress Family Identifier（SAFI）
が導入されています。アドレスファミリを入力するためのコマンドは address-family rtfilter
unicastコマンドです。

BGP：RT制約ルート配布の動作
「BGP：RT制約ルート配布により解決できる問題」で説明したように不要なルートをフィル
タ処理により除外するには、PEと RRに BGP：RT制約ルート配布機能を設定する必要があり
ます。

この機能により、PEは RTメンバーシップを伝播させ、その RTメンバーシップを使用して
PEと RRで維持する VPNルーティング情報を制限できるようになります。PEはMP-BGP
UPDATEメッセージを使用してメンバーシップ情報を伝播させます。RRは受信した RTメン
バーシップに基づいて VPNルートのアドバタイズメントを制限します。

この機能により、次の 2種類の情報が交換されます。

• PEは RT制約（RTC）ネットワーク層到着可能性情報（NLRI）を RRに送信します。

• RRはアウトバウンドルートフィルタをインストールします。

下の図に、RTC NLRIとアウトバウンドルートフィルタの交換を示します。

図 3 : PEと RRの間での RTC NLRIとフィルタの交換

上の図に示されているように、PEと RRの間では次の情報交換が行われます。

1. PE-3が RTC NLRI（RT 1、RT 2）を RR-1に送信します。

2. PE-4が RTC NLRI（RT 2、RT 3）を RR-1に送信します。
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3. RR-1は NLRIをアウトバウンドルートフィルタに変換し、このフィルタ（Permit RT 1、
RT 2）を PE-3にインストールします。

4. RR-1は NLRIをアウトバウンドルートフィルタに変換し、このフィルタ（Permit RT 2、
RT 3）を PE-4にインストールします。

RT制約 NLRIプレフィックス
RT制約 NLRIの形式は、長さが 12バイトのプレフィックスで、次の項目で構成されていま
す。

• 4バイトの送信元自律システム

• 8バイトの RT拡張コミュニティ値

次に、RT制約プレフィックスの例を示します。

• 65000:2:100:1

•送信元自律システム番号：65000
• BGP拡張コミュニティのタイプコード：2
•ルートターゲット：100:1

• 65001:256:192.0.0.1:100

•送信元 ASN：65001
• BGP拡張コミュニティのタイプコード：256
•ルートターゲット：192.0.0.1:100

• 1.10:512:1.10:2

•送信元 ASNは 4バイトで一意の 1.10
• BGP拡張コミュニティのタイプコード：512
•ルートターゲット：1.10:2

BGP拡張コミュニティのタイプコードの意味については、RFC4360『BGPExtendedCommunities
Attribute』を参照してください。最初に示した例では、2は 16進数の 0x002に変換されます。
RFC 4360では、0x002はタイプコードの後に続く値が 2オクテットの AS固有のルートター
ゲットであることを示します。

RT制約ルート配布のプロセス
この項では、RT制約ルート配布のプロセスを示します。この例では、PE1に接続されている
AS 100に 2つの CEルータがあります。PE1は同様に CEルータに接続されている PE2と通信
します。PE間にはルートリフレクタ（RR）があります。PE1と PE2は AS 65000に属してい
ます。

この機能の一般的なプロセスは次のとおりです。
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1. ユーザは address-family rtfilter unicastコマンドを使用して、PE1が BGPピアをアクティ
ブにするよう設定します。

2. たとえば、AS 65000の PE1に対して route-target import 100:1を設定します。

3. PE1はこのコマンドを 65000:2:100:1というRTプレフィックスに変換します。65000はサー
ビスプロバイダーの AS番号、2は BGP拡張コミュニティのタイプコード、100:1は CE
の RT（AS番号および別の番号）です。

4. PE1は RT制約（RTC）プレフィックス 65000:2:100:1を iBGPピア RRにアドバタイズし
ます。

5. RRはRTC 65000:2:100:1をRTCRIBにインストールします。VRFにはそれぞれ独自のRIB
があります。

6. また、RRは RTC 65000:2:100:1をネイバー PE1のアウトバウンドフィルタにインストー
ルします。

7. RRのフィルタは RTを許可または拒否します（iBGPは 1つの ASで動作していて、AS番
号を追跡する必要はないため、AS番号は無視されます）。

8. RRは、そのアウトバウンドフィルタを調べて、PE1への RT 100:1のアウトバウンドVPN
パケットを許可することを確認します。したがって、RRは、RT 100:1の VPNアップデー
トパケットのみを PE1に送信し、その他の RTの VPNアップデートを拒否します。

デフォルトの RTフィルタ
デフォルトの RTフィルタは、値が 0、長さが 0に設定されています。デフォルトの RTフィ
ルタは次の場合に使用されます。

• RT値にかかわらずすべての VPNルートをピアに送信するようにピアで指定される

• PEがすべての VPNルートを RRにアドバタイズするように RRで要求される

デフォルトのRTフィルタを作成するには、address-family rtfilter unicastコマンド下でneighbor
default-originateコマンドを設定します。RRでは、このフィルタは address-family rtfilterでの
route-reflector-clientという設定とともにデフォルトとして送られてきます。

RT制約ルート配布の設定方法

プロバイダーエッジ（PE）ルータおよびルートリフレクタでのマル
チプロトコル BGPの設定

PEルータおよびルートリフレクタでマルチプロトコルBGP（MP-BGP）接続を設定するには、
次の作業を実行します。

BGP：RT制約ルート配布の設定
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. no bgp default ipv4-unicast
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as as-number
6. address-family vpnv4 [unicast]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} send-community extended
8. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

• as-number引数は、ルータを他の BGPルータに
対して識別し、転送するルーティング情報にタ

Device(config)# router bgp 100

グを設定する自律システムの番号を示します。

有効な番号は 0～ 65535です。内部ネットワー
クで使用できるプライベート自律システム番号

の範囲は、64512～ 65535です。

（任意）IPv4ユニキャストアドレスファミリをす
べてのネイバーで無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

ステップ 4

•ネイバーをMPLSルートだけに使用している場
合は、bgp default ipv4-unicastコマンドを no形
式で使用します。

Device(config-router)# no bgp default ipv4-unicast

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコルBGP
ネイバーテーブルにエントリを追加します。

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

例：

ステップ 5

• ip-address引数には、ネイバーの IPアドレスを
指定します。

BGP：RT制約ルート配布の設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router)# neighbor pp.0.0.1 remote-as
100

• peer-group-name引数には、BGPピアグループ
の名前を指定します。

• as-number引数には、ネイバーが属している自
律システムを指定します。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、標準 VPNv4アドレスプレフィックス
address-family vpnv4 [unicast]

例：

ステップ 6

を使用する、BGPなどのルーティングセッションを
設定します。Device(config-router)# address-family vpnv4

• unicastキーワード（任意）は、VPNv4ユニキャ
ストアドレスプレフィックスを指定します。

コミュニティ属性がBGPネイバーに送信されるよう
に指定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
send-community extended

例：

ステップ 7

• ip-address引数には、BGP対応ネイバーの IPア
ドレスを指定します。

Device(config-router-af)# neighbor pp.0.0.1
send-community extended • peer-group-name引数には、BGPピアグループ

の名前を指定します。

ネイバーBGPルータとの情報交換を有効にします。neighbor {ip-address | peer-group-name} activate

例：

ステップ 8

• ip-address引数には、ネイバーの IPアドレスを
指定します。

Device(config-router-af)# neighbor pp.0.0.1
activate • peer-group-name引数には、BGPピアグループ

の名前を指定します。

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 9

Device(config-router-af)# end

トラブルシューティングのヒント

show ip bgp neighborコマンドを入力すると、ネイバーが稼働中であることを確認できます。
このコマンドが成功しなかった場合は、debug ipbgp ip-address eventsコマンドを入力します。
ここで、ip-addressはネイバーの IPアドレスです。

MPLS VPNカスタマーの接続
MPLS VPNカスタマーを VPNに接続するには、次の作業を実行します。

BGP：RT制約ルート配布の設定
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カスタマーの接続を可能にするための PEルータでの VRFの定義

仮想ルーティング/転送（VRF）インスタンスを定義するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip vrf vrf-name
4. rd route-distinguisher
5. route-target {import | export | both} route-target-ext-community
6. import map route-map
7. exit

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

VRF名を割り当て、VRFコンフィギュレーション
モードを開始することにより、VPNルーティング
インスタンスを定義します。

ip vrf vrf-name

例：

Device(config)# ip vrf vpn1

ステップ 3

• vrf-name引数は、VRFに割り当てる名前です。

ルーティングテーブルと転送テーブルを作成しま

す。

rd route-distinguisher

例：

ステップ 4

• route-distinguisher引数によって、8バイトの値
が IPv4プレフィックスに追加され、VPN IPv4Device(config-vrf)# rd 100:1

プレフィックスが作成されます。RDは、次の
いずれかの形式で入力できます。

• 16ビットのAS番号:32ビットの番号。101:3
など。

• 32ビットの IPアドレス:16ビットの番号。
192.168.122.15:1など。

BGP：RT制約ルート配布の設定
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目的コマンドまたはアクション

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

• importキーワードを使用すると、ターゲット
VPN拡張コミュニティからルーティング情報が
インポートされます。

Device(config-vrf)# route-target import 100:1

• exportキーワードを使用すると、ルーティング
情報がターゲット VPN拡張コミュニティにエ
クスポートされます。

• bothキーワードを使用すると、ターゲットVPN
拡張コミュニティとの間でルーティング情報が

インポートおよびエクスポートされます。

• route-target-ext-community引数により、RT拡張
コミュニティ属性が、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 RT拡張コミュニティのVRFリストに追加さ
れます。

（任意）VRFのインポートルートマップを設定し
ます。

import map route-map

例：

ステップ 6

• route-map引数には、VRFのインポートルート
マップとして使用されるルートマップを指定し

ます。

Device(config-vrf)# import map vpn1-route-map

（任意）終了して、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：

ステップ 7

Device(config-vrf)# exit

各 VPNカスタマー用の PEルータでの VRFインスタンスの設定

PEルータ上のインターフェイスまたはサブインターフェイスに VRFを関連付けるには、次の
作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip vrf forwarding vrf-name
5. end

BGP：RT制約ルート配布の設定
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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）。

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

設定するインターフェイスを指定し、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 3

• type引数で、設定するインターフェイスのタイ
プを指定します。

Device(config)# interface Ethernet 5/0

• number引数には、ポート、コネクタ、またはイ
ンターフェイスカード番号を指定します。

指定したインターフェイスまたはサブインターフェ

イスに VRFを関連付けます。
ip vrf forwarding vrf-name

例：

ステップ 4

• vrf-name引数は、VRFに割り当てる名前です。
Device(config-if)# ip vrf forwarding vpn1

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

BGPを PEルータと CEルータ間のルーティングプロトコルに設定

BGPを使用して PEと CEの間のルーティングセッションを設定するには、次の作業を実行し
ます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv4 [multicast | unicast | vrf vrf-name]
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as as-number
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
7. exit-address-family
8. end

BGP：RT制約ルート配布の設定
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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）。

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ルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

• as-number引数は、ルータを他の BGPルータに
対して識別し、転送するルーティング情報にタ

Device(config)# router bgp 100

グを設定する自律システムの番号を示します。

有効な番号は 0～ 65535です。内部ネットワー
クで使用できるプライベート自律システム番号

の範囲は、64512～ 65535です。

IPv4アドレスファミリタイプを指定し、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 [multicast | unicast | vrf vrf-name]

例：

Device(config-router)# address-family ipv4 vrf
vpn1

ステップ 4

• 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。

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスプレフィックスを指定します。

• vrf vrf-nameキーワードおよび引数では、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の名前を
指定します。

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコルBGP
ネイバーテーブルにエントリを追加します。

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

例：

ステップ 5

• ip-address引数には、ネイバーの IPアドレスを
指定します。

Device(config-router-af)# neighbor pp.0.0.1
remote-as 200 • peer-group-name引数には、BGPピアグループ

の名前を指定します。

• as-number引数には、ネイバーが属している自
律システムを指定します。

BGP：RT制約ルート配布の設定
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目的コマンドまたはアクション

ネイバーBGPルータとの情報交換をイネーブルにし
ます。

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

例：

ステップ 6

• ip-address引数には、ネイバーの IPアドレスを
指定します。

Device(config-router-af)# neighbor pp.0.0.1
activate

• peer-group-name引数には、BGPピアグループ
の名前を指定します。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了します。

exit-address-family

例：

ステップ 7

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

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 8

Device(config-router)# end

PEでの RT制約の設定
この作業を PEで行うと、指定したネイバーで BGP：RT制約ルート配布が設定されます。ま
た、RTフィルタリングが発生しているかどうかを確認することもできます（任意）。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family rtfilter unicast
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} send-community extended
7. end
8. show ip bgp rtfilter all
9. show ip bgp rtfilter all summary
10. show ip bgp vpnv4 all

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

BGP：RT制約ルート配布の設定
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGPルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 1

RTフィルタアドレスファミリタイプを指定し、
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 rtfilter unicast

例：

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

ステップ 4

指定した BGPネイバーと自動 RTフィルタ情報を
交換できるようにします。

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

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
activate

コミュニティ属性が BGPネイバーに送信されるよ
うに指定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
send-community extended

例：

ステップ 6

• ip-address引数には、BGP対応ネイバーの IP
アドレスを指定します。

Device(config-router-af)# neighbor pp.0.0.1
send-community extended • peer-group-name引数には、BGPピアグループ

の名前を指定します。

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 7

Device(config-router-af)# end

（任意）すべてのBGPRTフィルタ情報を表示しま
す。

show ip bgp rtfilter all

例：

ステップ 8

Device# show ip bgp rtfilter all

（任意）BGPRTフィルタのサマリー情報を表示し
ます。

show ip bgp rtfilter all summary

例：

ステップ 9

Device# show ip bgp rtfilter all summary

BGP：RT制約ルート配布の設定
14

BGP：RT制約ルート配布の設定

PEでの RT制約の設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）BGP VPNv4フィルタのサマリー情報を表
示します。

show ip bgp vpnv4 all

例：

ステップ 10

Device# show ip bgp vpnv4 all

RRでの RT制約の設定
この作業を RRで行うと、指定したネイバーで BGP：RT制約ルート配布が設定されます。ま
た、RTフィルタリングが発生しているか確認することもできます（任意）。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family rtfilter unicast
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-reflector-client
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} send-community extended
8. end
9. show ip bgp rtfilter all
10. show ip bgp rtfilter all summary
11. show ip bgp vpnv4 all

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ルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 1

BGP：RT制約ルート配布の設定
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目的コマンドまたはアクション

RTフィルタアドレスファミリタイプを指定し、
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 rtfilter unicast

例：

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

ステップ 4

指定した BGPネイバーでの RT制約をイネーブル
にします。

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

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.2
activate

指定した BGPネイバーでの RT制約で
route-reflector-client機能を有効にします。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
route-reflector-client

例：

ステップ 6

• BGP設定に自動的に追加されるデフォルトの
「neighbor 10.0.0.2 default-originate」機能ととも

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.2
route-reflector-client に、RT制約アドレスファミリの

route-reflector-clientが送られてくることに注意
してください。これが保持されるのは、ルート

リフレクタはそのピアからすべての VPNプレ
フィックスを取得するためです。

コミュニティ属性が BGPネイバーに送信されるよ
うに指定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
send-community extended

例：

ステップ 7

• ip-address引数には、BGP対応ネイバーの IP
アドレスを指定します。

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.2
send-community extended • peer-group-name引数には、BGPピアグループ

の名前を指定します。

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モードに戻ります。
end

例：

ステップ 8

Device(config-router-af)# end

（任意）すべてのBGPRTフィルタ情報を表示しま
す。

show ip bgp rtfilter all

例：

ステップ 9

Device# show ip bgp rtfilter all

（任意）BGPRTフィルタのサマリー情報を表示し
ます。

show ip bgp rtfilter all summary

例：

ステップ 10

Device# show ip bgp rtfilter all summary

BGP：RT制約ルート配布の設定
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目的コマンドまたはアクション

（任意）BGP VPNv4フィルタのサマリー情報を表
示します。

show ip bgp vpnv4 all

例：

ステップ 11

Device# show ip bgp vpnv4 all

BGP：RT制約ルート配布の設定例

例：PEと RRの間での BGP RT制約ルート配布
次の例は、下の図のルータの設定を示しています。PE1と PE2はいずれも RRに接続されてい
て、AS 65000に属しています。

図 4 : PEと RRの間での BGP：RT制約ルート配布

PE1の設定

ip vrf BLUE
rd 3:3
route-target export 1:100
route-target import 1:100
!
router bgp 65000
bgp log-neighbor-changes
neighbor 192.168.2.2 remote-as 65000
neighbor 192.168.2.2 update-source Loopback0
no auto-summary
!
address-family vpnv4
neighbor 192.168.2.2 activate
neighbor 192.168.2.2 send-community extended
exit-address-family
!
address-family rtfilter unicast
neighbor 192.168.2.2 activate
neighbor 192.168.2.2 send-community extended
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf BLUE
redistribute static

BGP：RT制約ルート配布の設定
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exit-address-family
!
ip route vrf BLUE 51.51.51.51 255.255.255.255 Null0
!

RRの設定

!
router bgp 65000
bgp log-neighbor-changes
neighbor 192.168.6.6 remote-as 65000
neighbor 192.168.6.6 update-source Loopback0
neighbor 192.168.7.7 remote-as 65000
neighbor 192.168.7.7 update-source Loopback0
!
address-family vpnv4
neighbor 192.168.6.6 activate
neighbor 192.168.6.6 send-community extended
neighbor 192.168.6.6 route-reflector-client
neighbor 192.168.7.7 activate
neighbor 192.168.7.7 send-community extended
neighbor 192.168.7.7 route-reflector-client
exit-address-family
!
address-family rtfilter unicast
neighbor 192.168.6.6 activate
neighbor 192.168.6.6 send-community extended
neighbor 192.168.6.6 route-reflector-client
neighbor 192.168.6.6 default-originate
neighbor 192.168.7.7 activate
neighbor 192.168.7.7 send-community extended
neighbor 192.168.7.7 route-reflector-client
neighbor 192.168.7.7 default-originate
exit-address-family
!

PE2の設定

!
ip vrf RED
rd 17:17
route-target export 150:15
route-target import 150:1
route-target import 1:100
!
router bgp 65000
bgp log-neighbor-changes
neighbor 192.168.2.2 remote-as 65000
neighbor 192.168.2.2 update-source Loopback0
neighbor 192.168.2.2 weight 333
no auto-summary
!
address-family vpnv4
neighbor 192.168.2.2 activate
neighbor 192.168.2.2 send-community extended

exit-address-family
!
address-family rtfilter unicast
neighbor 192.168.2.2 activate
neighbor 192.168.2.2 send-community extended

BGP：RT制約ルート配布の設定
18

BGP：RT制約ルート配布の設定

例：PEと RRの間での BGP RT制約ルート配布



exit-address-family
!
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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。

BGP RT制約ルート配布の機能情報
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：RT制約ルート配布の機能情報

機能情報リリース機能名

BGP：ルートターゲット（RT）制約ルート配布は、RR
が PEに送信する不要なルーティングアップデートを
減らすことによりリソースを節約するためにサービス

プロバイダーがMPLS L3VPNで使用する機能です。

次のコマンドが導入されました。

• address-family rtfilter unicast

• show ip bgp rtfilter

Cisco IOS XE
Release 3.2S

BGP：RT制約
ルート配布
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