
BGPルーティングサーバの設定

BGPルーティングサーバは、インターネットエクスチェンジ（IX）オペレータ向けに設計さ
れた機能で、IXに存在するサービスプロバイダー間の eBGPフルメッシュピアリングに代わ
る手段を提供します。ルーティングサーバは、サービスプロバイダーごとにカスタマイズさ

れたポリシーをサポートするeBGPルートリフレクションを提供します。つまり、ルーティン
グサーバのコンテキストによって、プレフィックスの通常の BGPベストパスをポリシーに基
づく別のパスでオーバーライドすることや、プレフィックスのすべてのパスを抑制してプレ

フィックスをアドバタイズしないようにすることが可能です。BGPルーティングサーバは、
各境界ルータでの設定の複雑さや CPUおよびメモリ要件を低減します。また、個別のピアリ
ング契約によって発生するオーバーヘッドコストも削減できます。

•機能情報の確認（1ページ）
• BGPルーティングサーバに関する情報（2ページ）
• BGPルーティングサーバの設定方法（7ページ）
• BGPルーティングサーバの設定例（15ページ）
•その他の参考資料（19ページ）
• BGPルーティングサーバの機能情報（20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。

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ルーティングサーバに関する情報

BGPルーティングサーバにより解決できる問題
BGPルーティングサーバによって解決される問題については、サービスプロバイダー（SP）
のピアリング、およびパブリックピアリングから生じるeBGPメッシュに関する以下の情報を
確認すると理解しやすくなります。

サービスプロバイダーのプライベートピアリングとパブリックピアリング

ピアリングとは、2つのサービスプロバイダー（SP）を接続して、それらの間でネットワーク
トラフィックを交換できるようにすることです。ピアリングはプライベートまたはパブリック

のいずれかです。

•プライベートピアリングでは、接続を必要としている 2つの SPが、ネットワークを接続
できる物理サイトを決定し、接続の取り決めの詳細を規定する契約についてネゴシエート

します。この 2つの当事者は、ピアリング接続の運用に必要な物理的スペース、ネット
ワーク機器、およびサービス（電気や冷却など）をすべて提供します。

•パブリックインターネットエクスチェンジ（IX）は、ネットワークアクセスポイント
（NAP）とも呼ばれ、共有インフラストラクチャを使用して複数の SPネットワークの相
互接続を促進するために運用される物理的な場所です。IXは、ネットワークデバイス用
のラックスペース、電気、冷却、SPによるネットワークの直接接続に必要な共通のスイッ
チングインフラストラクチャなど、物理的な必需品を提供します。通常は 1対 1であるプ
ライベートピアリングとは異なり、IXでは、エクスチェンジに存在する SPが 1つの物理
的な場所で複数のピアに接続できます。IXは、多数のプライベートピアリング接続を維
持するために必要なリソースを持たない小規模 SPに対して、プライベートピアリングに
代わる手段を提供します。

BGPを使用した IX内での SPのパブリックピアリング

下の図に示すように、IX内では、各SPは共通のスイッチングインフラストラクチャまたはサ
ブネットに接続された BGP境界ルータを維持します。この例では、AS番号 100から 800まで
の 8つの異なる SPが、10.0.0.1から 10.0.0.8までのアドレスが指定された BGP境界ルータを
介して 10.0.0.0/24サブネットに接続されています。
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図 1 : IX共有スイッチングインフラストラクチャ

各 SPの境界ルータは共有サブネットに接続されていますが、各 SP間の BGPセッションは、
特定のSPがピアリング関係を確立しようとしている他のSPごとに、個別に設定して維持する
必要があります。

各 SPが他のすべての SPに接続すると仮定した場合、結果として確立される BGPセッション
のフルメッシュは、下の図のようになります。

図 2 : IX eBGPフルメッシュ
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自律システムで必要とされる iBGPフルメッシュには SPネットワーク内でのスケーリングや
管理に関する課題が伴うのと同様に、IXでのピアリングに必要な eBGPフルメッシュは、次
の理由により、eBGPに関する課題を伴います。

•直接ピアリングセッションのフルメッシュでは、接続ごとに BGPセッションを設定して
維持する必要があります。

• IXで特定のプロバイダーに接続する各 SPピアとネゴシエートする必要がある契約によ
り、運用コストが追加で発生します。

大規模なグローバル SPは世界中の数十や数百のインターネットエクスチェンジに存在する場
合があり、各 IXに数十や数百のピアがある可能性があるため、小規模なプロバイダーのすべ
てに接続するには多大な運用コストを要します。そのため、BGPルーティングサーバ機能を
導入する前のピアリングでは、大規模なグローバル SPは、他の大規模なプロバイダーのサブ
セットのみに接続して、管理および運用コストを抑制することになります。直接ピアリングよ

りも拡張性に優れた代替手段を使用すれば、大規模なグローバル SPが小規模なプロバイダー
にも接続できるようになります。

BGPルーティングサーバによる SP相互接続の簡素化
下の図に示すように、BGPルーティングサーバにより、IXでの SPの相互接続が簡素化され
ます。

図 3 : eBGPルーティングサーバを使用した IX

SPは、他のすべてのプロバイダーとの個別の直接 eBGPピアリングを維持するのではなく、
IXで運用されるルーティングサーバへの 1つの接続だけを維持します。ルーティングサーバ
のみとのピアリングでは、各境界ルータでの設定の複雑さが軽減され、境界ルータでの CPU

BGPルーティングサーバの設定
4

BGPルーティングサーバの設定

BGPルーティングサーバによる SP相互接続の簡素化



およびメモリ要件が低減され、個別のピアリング契約によって発生する運用コストが大幅に抑

制されます。

ルーティングサーバによってASパス、MED、およびネクストホップの透過性が提供されるた
め、IXでのSPのピアリングも、直接接続されているように見えます。実際には、IXルーティ
ングサーバがこのピアリングを仲介しますが、その関係は IXの外部からは見えません。

下の図に、IXでのルーティングサーバによる透過的なルート伝播の例を示します。

図 4 : IXでのルーティングサーバによる透過的なルート伝播

上の図では、ルーティングアップデートは AS 1から AS 2を経由して AS 100に向かいます。
アップデートは、プレフィックス 10.9.9.0/24に到達し、10.0.0.1をネクストホップとして使用
し、AS100、AS2、AS1の ASパスを使用できることをアドバタイズする AS 100のルータから
送出されます。

AS 900のルータはルーティングサーバであり、AS 500のルータはルーティングサーバクラ
イアントです。ルーティングサーバクライアントは、ルーティングサーバからアップデート

を受信します。上の図に示すように、AS 900のルータではアップデートは変更されません。
ルーティングサーバアップデートは、MED、ネクストホップ、および ASパスに関して透過
的です。アップデートは、10.0.0.1のルータから送られてきたときと同じプレフィックス、ネ
クストホップ、および ASパスを保持してクライアントに向かいます。

BGPルーティングサーバの利点
BGPルーティングサーバには、次の利点があります。

•各境界ルータでの設定の複雑さが軽減される。
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•各境界ルータでの CPUおよびメモリ要件が低減される。

•個別のピアリング契約によって発生する運用コストが削減される。

•ルーティングサーバコンテキストによって、通常のBGPベストパスをポリシーに基づく
代替パスでオーバーライドすることができる。

•ルーティングサーバコンテキストによって、プレフィックスのすべてのパスを抑制して
プレフィックスをアドバタイズしないようにすることができる。

ルーティングサーバコンテキストが提供する柔軟なルーティングポ

リシー

BGPルーティングサーバは、柔軟なルーティングポリシーを提供できます。ネットワーク環
境には、カスタマイズされた（柔軟な）ポリシー処理を必要とするルートがある場合も、ない

場合もあります。

柔軟なポリシー処理を必要とするルートは、インポートマップを設定することでルーティング

サーバコンテキストにインポートするように選択されます。インポートマップは、実際のポ

リシーが 1つ以上の permitステートメントによって定義されるルートマップを参照します。
ルートマップに一致するルート（パス）は、2番目の「ベストパス」計算に含まれます。結果
として得られたベストパスは、グローバルなベストパスと異なる場合、コンテキストにイン

ポートされます。ルーティングサーバコンテキストに関連付けられているルーティングサー

バクライアントは、ルーティングアップデートの送信時に、コンテキストのベストパスでグ

ローバルベストパスをオーバーライドします。

複数のコンテキストを作成でき、ルーティングサーバ上で、適切なコンテキストがそのコンテ

キストを使用するように割り当てられたネイバーによって参照されます（ neighbor
route-server-clientコマンド）。したがって、同じポリシーを共有する複数のネイバーは、同じ
ルーティングサーバコンテキストを共有できます。

ルーティングサーバクライアントでの 3段階のフィルタリング
ルーティングサーバコンテキストの導入により、下の図に示すように、3段階のルートフィ
ルタリングをルーティングサーバクライアントに適用できるようになりました。この 3段階
のフィルタリングを下の図に示します。ルーティングサーバクライアントに対して、3つの
フィルタリング方法のうち、すべてを適用することも、いずれも適用しないことも、任意の組

み合わせを適用することもできます。図では、矢印のサイズを徐々に小さくして、ルートが、

フィルタを通過するたびに、フィルタに入力されたときよりも少なくなっていることを表して

います。
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図 5 : 3段階でのルーティングサーバフィルタリング

1. 上の図に示されているように、一番左を起点として、着信 eBGPアップデートがルーティ
ングサーバクライアントから到着すると、ルーティングサーバ以外のクライアントが対

象である場合と同様に、ルーティングサーバクライアントに対するインバウンドルート

フィルタが適用されます（neighbor route-map inコマンドで設定）。クライアントのイン
バウンドフィルタリングで許可されているすべてのルートは、通常どおり、適切なアドレ

スファミリのグローバル BGPテーブルにインストールされ、それ以外のルートはすべて
ドロップされます。

2. import-mapコマンドを使用して、柔軟なポリシーでルーティングサーバコンテキストが
設定されている場合は、一致するルートのサブセットのうち、ベストパスがコンテキスト

の仮想テーブルにインポートされます。その後、コンテキストに関連付けられたルーティ

ングサーバクライアントは、アップデートの生成時に、コンテキストの仮想テーブルの

カスタマイズされたルートでグローバルBGPテーブルのルートをオーバーライドします。

3. ルーティングサーバクライアントのアウトバウンドフィルタリングポリシー（ neighbor
route-map outコマンドで設定）が、カスタマイズされたポリシーを持たないグローバル
アップデートに適用されます。また、アウトバウンドフィルタリングポリシーは、ルー

ティングサーバコンテキストの仮想テーブルから生成されたすべてのアップデートにも

適用されます。

BGPルーティングサーバの設定方法

基本機能を備えたルーティングサーバの設定

IPv4または IPv6のルーティングサーバとしてBGPルータを設定するには、この作業を実行し
ます。この作業では、ネクストホップ、ASパス、およびMEDの透過性を実現するための基本
的なルーティングサーバ機能を有効にします。

BGPルーティングサーバの設定
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この作業では、柔軟なポリシー処理は有効化されません。柔軟なポリシー処理を有効にするに

は、柔軟なポリシー処理を備えたルーティングサーバの設定（11ページ）を参照してくださ
い。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} remote-as remote-as-number
5. address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}
6. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} activate
7. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} route-server-client
8. 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

BGPルーティングプロセスを設定します。router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 900

エントリを BGPネイバーテーブルに追加します。neighbor {ipv4-address| ipv6-address} remote-as
remote-as-number

ステップ 4

例：

Router(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as
100

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、IPv4または IPv6ユニキャストまたはマ
address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}

例：

ステップ 5

ルチキャストアドレスプレフィックスを使用する

ルーティングセッションを設定します。Router(config-router)# address-family ipv4 unicast

BGPルーティングサーバの設定
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目的コマンドまたはアクション

BGPネイバーとの情報交換を有効にします。neighbor {ipv4-address| ipv6-address} activate

例：

ステップ 6

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

指定されたアドレスのBGPネイバーをルーティング
サーバクライアントとして設定します。

neighbor {ipv4-address| ipv6-address} route-server-client

例：

ステップ 7

Router(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
route-server-client

現在の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 8

Router(config-router-af)# end

アップデートを受け入れるためのルーティングサーバクライアント

の設定

前の作業では、ルーティングサーバを設定しました。ルーティングサーバでは ASパスに独
自の AS番号を挿入しないため、ASパスには透過性があります。つまり、ルーティングサー
バクライアントは、ASパスの先頭にある AS番号が送信側ルータの AS番号ではないアップ
デートを受信することになります。

デフォルトでは、ルータは、着信アップデートの ASパスの先頭に自身の AS番号を提示しな
い eBGPピアから受信したアップデートを拒否します。したがって、そのようなアップデート
をクライアントが受け入れるようにするには、クライアントでこの動作を無効にする必要があ

ります。それには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. no bgp enforce-first-as
5. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} remote-as remote-as-number
6. address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}
7. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} activate
8. exit-address-family

BGPルーティングサーバの設定
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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）。

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

BGPルーティングプロセスを設定します。router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 900

eBGPピアから受信したアップデートではAS_PATH
の先頭にその AS番号を示さなければならないとい
う要件を無効にします。

no bgp enforce-first-as

例：

Router(config-router)# no bgp enforce-first-as

ステップ 4

•デフォルトでは、ルータは、着信アップデート
の AS_PATHの先頭に自身の自律システム番号
を提示しない外部 BGP（eBGP）ピアから受信
したアップデートを拒否するように設定されて

います。

•ルーティングサーバから AS_PATHの先頭に
AS番号が示されていないアップデートを受け
入れるには、 no bgp enforce-first-asを指定し
て、前述の要件の適用を無効にします。

エントリを BGPネイバーテーブルに追加します。neighbor {ipv4-address| ipv6-address} remote-as
remote-as-number

ステップ 5

例：

Router(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as
100

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、IPv4または IPv6ユニキャストまたはマ
address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}

例：

ステップ 6

ルチキャストアドレスプレフィックスを使用する

ルーティングセッションを設定します。Router(config-router)# address-family ipv4 unicast

BGPネイバーとの情報交換を有効にします。neighbor {ipv4-address| ipv6-address} activate

例：

ステップ 7

BGPルーティングサーバの設定
10

BGPルーティングサーバの設定

アップデートを受け入れるためのルーティングサーバクライアントの設定



目的コマンドまたはアクション

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

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 8

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

柔軟なポリシー処理を備えたルーティングサーバの設定

基本的なルーティングサーバ機能に加えて、カスタマイズされた柔軟なポリシーを BGPルー
ティングサーバでサポートする必要がある場合は、この作業を実行します。

柔軟なポリシー処理を設定するには、インポートマップを含むルーティングサーバコンテキ

ストを作成します。インポートマップは、標準のルートマップを参照します。

この特定の設定作業では、ポリシーは自律システム番号に基づくため、match as-pathコマン
ドを使用します。実際の AS番号は ip as-path access-listコマンドで識別されます。ネクスト
ホップ、ASパス、コミュニティ、および拡張コミュニティでのマッチングも可能です。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. route-server-context context-name
5. description string
6. address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}
7. import-map route-map-name
8. exit-address-family
9. exit-route-server-context
10. exit
11. ip as-path access-list access-list-number {permit| deny} regexp
12. route-map route-map-name [permit | deny] sequence-number
13. match as-path access-list-number
14. exit
15. router bgp autonomous-system-number
16. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} remote-as remote-as-number
17. address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}
18. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} activate
19. neighbor {ipv4-address| ipv6-address} route-server-client context ctx-name
20. end

BGPルーティングサーバの設定
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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）。

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

BGPルーティングプロセスを設定します。router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 900

ルーティングサーバコンテキストを作成します。route-server-context context-name

例：

ステップ 4

•この例では、ONLY_AS27_CONTEXTという名
前のコンテキストが作成されます。

Router(config-router)# route-server-context
ONLY_AS27_CONTEXT

（任意）コンテキストの説明を記述できます。description string

例：

ステップ 5

•最大 80文字まで使用できます。

Router(config-router-rsctx)# description Permit
only routes with AS 27 in AS path.

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、IPv4または IPv6ユニキャストまたはマ
address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}

例：

ステップ 6

ルチキャストアドレスプレフィックスを使用する

ルーティングセッションを設定します。Router(config-router-rsctx)# address-family ipv4
unicast

手順 12で作成するルートマップを使用して、ルー
ティングサーバクライアントの仮想テーブルに追

import-map route-map-name

例：

ステップ 7

加されるルートを制御することで、柔軟なポリシー

処理を設定します。Router(config-router-rsctx-af)# import-map
only_AS27_routemap

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 8

Router(config-router-rsctx-af)#
exit-address-family

BGPルーティングサーバの設定
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目的コマンドまたはアクション

ルーティングサーバコンテキストコンフィギュ

レーションモードを終了します。

exit-route-server-context

例：

ステップ 9

Router(config-router-rsctx)#
exit-route-server-context

ルータコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

ステップ 10

Router(config-router)# exit

正規表現を使用して ASパスフィルタを設定しま
す。

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

例：

ステップ 11

• ip as-pathコマンドは、必ずしも使用する必要
があるコマンドとは限りません。どのようなポ

リシーを作成するかを決定します。
Router(config)# ip as-path access-list 5 permit
27

後続の match as-pathコマンドと一致する ASパス
をルートマップで許可するか拒否するかを定義し

ます。

route-map route-map-name [permit | deny]
sequence-number

例：

ステップ 12

•上の import-mapコマンドで指定したものと同
じ route-map-nameを使用します。

Router(config)# route-map only_AS27_routemap
permit 10

どのASパスが一致し、前の手順で設定したルート
マップの一部になるかを決定するアクセスリスト

を識別します。

match as-path access-list-number

例：

Router(config-route-map)# match as-path 5

ステップ 13

•この例では、ip as-path access-listコマンドで設
定されたaccess-list-numberを参照しています。

• match as-pathコマンドは、必ずしも使用する
必要があるコマンドとは限りません。どのよう

なポリシーを使用するかを決定します。

•ネクストホップ、ASパス、コミュニティ、お
よび拡張コミュニティでのマッチングも可能で

す。

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：

ステップ 14

Router(config-route-map)# exit

BGPルーティングサーバの設定
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目的コマンドまたはアクション

BGPルーティングプロセスを設定します。router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 15

Router(config)# router bgp 900

エントリをBGPネイバーテーブルに追加します。neighbor {ipv4-address| ipv6-address} remote-as
remote-as-number

ステップ 16

例：

Router(config-router)# neighbor 10.0.0.1
remote-as 500

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、IPv4または IPv6ユニキャストまたはマ
address-family {ipv4 | ipv6} { unicast |multicast}

例：

ステップ 17

ルチキャストアドレスプレフィックスを使用する

ルーティングセッションを設定します。Router(config-router)# address-family ipv4
unicast

BGPネイバーとの情報交換を有効にします。neighbor {ipv4-address| ipv6-address} activate

例：

ステップ 18

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

指定されたアドレスの BGPネイバーをルーティン
グサーバクライアントとして設定します。

neighbor {ipv4-address| ipv6-address}
route-server-client context ctx-name

例：

ステップ 19

•この例では、指定したアドレスのルーティング
サーバクライアントがONLY_AS27_CONTEXT
というコンテキストに割り当てられます。

Router(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
route-server-client context ONLY_AS27_CONTEXT

現在の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 20

Router(config-router-af)# end

BGPルーティングサーバ情報の表示とルーティングサーバのトラブ
ルシューティング

ルーティングサーバに関する情報を表示するには、BGPルーティングサーバで、この作業の
いずれかの手順を特権 EXECモードから実行します。

BGPルーティングサーバクライアント（ルーティングサーバではなく）で、show ip bgp ipv4
unicastまたは show ip bgp ipv6 unicastコマンドを使用してルーティング情報を表示できます。

BGPルーティングサーバの設定
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手順の概要

1. enable
2. show ip bgp {ipv4 | ipv6} unicast route-server {all | {context context-name}} [summary]
3. debug ip bgp route-server {client | context | event | import | policy} [detail]

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

特定のルーティングサーバコンテキストに対して

選択されたパスを表示します。これには、グローバ

show ip bgp {ipv4 | ipv6} unicast route-server {all |
{context context-name}} [summary]

例：

ステップ 2

ルベストパス、オーバーライドポリシーパス、ま

たは抑制されたパスが含まれることがあります。

Router#

BGPルーティングサーバのデバッグをオンにしま
す。

debug ip bgp route-server {client | context | event |
import | policy} [detail]

例：

ステップ 3

detailキーワードは、複雑な問題向けであ
り、シスコの担当者と連携してデバッグを

行う場合にのみオンにする必要がありま

す。

注意

Router# debug ip bgp route-server client

BGPルーティングサーバの設定例

基本機能を備えた BGPルーティングサーバの例
次の例では、10.0.0.1のネイバーがルーティングサーバクライアントです。

router bgp 65000
neighbor 10.0.0.1 remote-as 100
neighbor 10.0.0.5 remote-as 500
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 route-server-client
!

BGPルーティングサーバの設定
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柔軟なポリシーの BGPルーティングサーバコンテキストの例（IPv4
アドレス指定）

次の例では、ローカルルータがBGPルーティングサーバです。10.10.10.12と 10.10.10.13のネ
イバーが、そのルーティングサーバクライアントです。ONLY_AS27_CONTEXTという名前
のルーティングサーバコンテキストを作成し、10.10.10.13のネイバーに適用します。このコ
ンテキストでは、only_AS27_routemapという名前のルートマップを参照するインポートマッ
プを使用します。このルートマップでは、アクセスリスト 27で許可されているルートのマッ
チングを行います。アクセスリスト 27は、ASパスに 27を含むルートを許可します。

router bgp 65000
route-server-context ONLY_AS27_CONTEXT

address-family ipv4 unicast
import-map only_AS27_routemap

exit-address-family
exit-route-server-context
!
neighbor 10.10.10.12 remote-as 12
neighbor 10.10.10.12 description Peer12
neighbor 10.10.10.13 remote-as 13
neighbor 10.10.10.13 description Peer13
neighbor 10.10.10.21 remote-as 21
neighbor 10.10.10.27 remote-as 27
!
address-family ipv4

neighbor 10.10.10.12 activate
neighbor 10.10.10.12 route-server-client
neighbor 10.10.10.13 activate
neighbor 10.10.10.13 route-server-client context ONLY_AS27_CONTEXT
neighbor 10.10.10.21 activate
neighbor 10.10.10.27 activate

exit-address-family
!
ip as-path access-list 27 permit 27
!
route-map only_AS27_routemap permit 10

match as-path 27
!

通常のベストパスがルーティングサーバコンテキストのルートによって上書きされた

ことを showコマンドで確認する例

次の出力では、BGPルーティングサーバに、最適として選択された AS 21からのルートが 2
つあることが示されています。

Route-Server# show ip bgp ipv4 unicast
BGP table version is 31, local router ID is 100.100.100.100
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, x best-external, f
RT-Filter
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 1.1.1.1/32 10.10.10.21 23 0 21 ?
* 10.10.10.27 878 0 27 89 ?
* 100.1.1.1/32 10.10.10.27 878 0 27 89 ?
*> 10.10.10.21 23 0 21 ?

BGPルーティングサーバの設定
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次の出力に示されている Peer12については、ルーティングサーバクライアントとして設定さ
れていますが、どのコンテキストにも関連付けられていないため、ベストパスがアドバタイズ

されます。ASパス、MED、およびネクストホップの透過性が維持されていることに注意して
ください。ルートは、ルーティングサーバを通過していないかのように見えます。

Peer12# show ip bgp ipv4 unicast

BGP table version is 31, local router ID is 10.10.10.12
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, x best-external, f
RT-Filter
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 1.1.1.1/32 10.10.10.21 23 0 21 ?
*> 100.1.1.1/32 10.10.10.21 23 0 21 ?

Peer13は、同様にルーティングサーバクライアントとして設定されていますが、
ONLY_AS27_CONTEXTという名前のコンテキストに関連付けられています。このコンテキス
トでは、ASパスに AS 27を含むルートのみを許可するルートマップを参照しています。これ
は、AS 27を含むルート以外のどのルートも、ルーティングサーバから Peer13に送信しては
ならないことを意味します。このシナリオでは、AS 21経由で学習したルートが最適として
マークされていても、実際にはルーティングサーバは AS 27経由で学習したルートを送信し
ます。下の出力は、ポリシーに基づくベストパスによって通常のベストパスがオーバーライ

ドされたことを示しています。この場合も、MED、ASパス、およびネクストホップの透過性
が維持されています。

Peer13# show ip bgp ipv4 unicast

BGP table version is 25, local router ID is 10.10.10.13
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, x best-external, f
RT-Filter
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 1.1.1.1/32 10.10.10.27 878 0 27 89 ?
*> 100.1.1.1/32 10.10.10.27 878 0 27 89 ?

ポリシーを満たすルートがない BGPルーティングサーバコンテキストの例

パスが存在するにもかかわらず、ポリシーにより、ルートがクライアントに送信されない場合

があります。たとえば、前の例で ONLY_AS27_CONTEXTを ONLY_AS100_CONTEXTに変更
すると、このポリシーを満たすパスはないため、どのルートもクライアントに送信されませ

ん。次に、この設定および結果の show出力を示します。

Route-Server# show run | begin router bgp
router bgp 1

route-server-context ONLY_AS100_CONTEXT
!
address-family ipv4 unicast

import-map only_AS100_routemap
exit-address-family

exit-route-server-context
!
neighbor 10.10.10.13 remote-as 13
neighbor 10.10.10.13 description Peer13

BGPルーティングサーバの設定
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neighbor 10.10.10.21 remote-as 21
neighbor 10.10.10.27 remote-as 27
!

address-family ipv4
neighbor 10.10.10.13 activate
neighbor 10.10.10.13 route-server-client context ONLY_AS100_CONTEXT
neighbor 10.10.10.21 activate
neighbor 10.10.10.27 activate

exit-address-family

!
ip as-path access-list 100 permit 100
!
!
route-map only_AS100_routemap permit 10

match as-path 100
!

ポリシーを満たすルートがないため、Peer13のテーブルにルートは 1つも表示されません。

Peer13# show ip bgp ipv4 unicast

柔軟なポリシーの BGPルーティングサーバコンテキストの例（IPv6
アドレス指定）

アドレスファミリ IPv6での次の例では、ローカルルータが BGPルーティングサーバです。
2001:DB8:1::112と 2001:DB8:1::113のネイバーは、そのルーティングサーバクライアントで
す。ONLY_AS27_CONTEXTという名前のルーティングサーバコンテキストを作成し、
2001:DB8:1::113のネイバーに適用します。このコンテキストでは、only_AS27_routemapとい
う名前のルートマップを参照するインポートマップを使用します。このルートマップでは、

アクセスリスト27で許可されているルートのマッチングを行います。アクセスリスト27は、
ASパスに 27を含むルートを許可します。

Route-Server# show run | begin router bgp
router bgp 1

route-server-context ONLY_AS27_CONTEXT
address-family ipv6 unicast

import-map only_AS27_routemap
exit-address-family

exit-route-server-context
!
neighbor 2001:DB8:1::112 remote-as 12
neighbor 2001:DB8:1::112 description Peer12
neighbor 2001:DB8:1::113 remote-as 13
neighbor 2001:DB8:1::113 description Peer13

!
address-family ipv6

neighbor 2001:DB8:1::112 activate
neighbor 2001:DB8:1::112 route-server-client
neighbor 2001:DB8:1::113 activate
neighbor 2001:DB8:1::113 route-server-client context ONLY_AS27_CONTEXT

exit-address-family
!
ip as-path access-list 27 permit 27
!
route-map only_AS27_routemap permit 10

match as-path 27

BGPルーティングサーバの設定
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!
Route-Server#show ip bgp ipv6 unicast route-server all summary

Route server clients without assigned contexts:
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
2001:DB8:1::112 4 12 19 19 4 0 0 00:12:50 2
Route server clients assigned to context ONLY_AS27_CONTEXT:
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
2001:DB8:1::113 4 13 23 22 4 0 0 00:16:23 2

Peer12については、ルーティングサーバクライアントとして設定されていますが、どのコン
テキストにも関連付けられていないため、ベストパスがアドバタイズされます。ASパス、
MED、およびネクストホップの透過性が維持されていることに注意してください。ルートは、
ルーティングサーバを通過していないかのように見えます。

Peer12# show ip bgp ipv6 unicast
BGP table version is 9, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, x best-external, f
RT-Filter
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 2001:DB8:1::/64 2001:DB8::113 0 0 13 ?
*> :: 0 32768 ?
* 2001:DB8:2::/64 2001:DB8::113 0 0 13 ?
*> :: 0 32768 ?

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 Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

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

『IP Routing: BGP Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S』BGP設定作業

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェアリリース、およびフィーチャセットの
MIBを検索してダウンロードする場合は、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用し
ます。

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

• --
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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ルーティングサーバの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

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

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

スでもサポートされます。

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

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 1 : BGPルーティングサーバの機能情報

機能情報リリース機能名

BGPルーティングサーバは、インターネットエクスチェンジ（IX）
オペレータ向けに設計された機能で、IXに存在するサービスプロ
バイダー間の eBGPフルメッシュピアリングに代わる手段を提供
します。ルーティングサーバは、サービスプロバイダーごとにカ

スタマイズされたポリシーをサポートする eBGPルートリフレク
ションを提供します。つまり、ルーティングサーバのコンテキス

トによって、プレフィックスの通常のBGPベストパスをポリシー
に基づく別のパスでオーバーライドすることや、プレフィックス

のすべてのパスを抑制してプレフィックスをアドバタイズしない

ようにすることが可能です。BGPルーティングサーバは、各境界
ルータでの設定の複雑さや CPUおよびメモリ要件を低減します。
また、個別のピアリング契約によって発生するオーバーヘッドコ

ストも削減できます。

次のコマンドが導入されました。

• debug ip bgp route-server

• description （ルーティングサーバコンテキスト）

• exit-route-server-context

• import-map

• neighbor route-server-client

• route-server-context

• show ip bgp unicast route-server

Cisco IOS XE
リリース
3.3S

15.2(3)T

BGPルー
ティング

サーバ
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