
BGP—起点 AS検証

BGP—起点 AS検証機能は、ネットワーク管理者が制御外のネットワークにルートを誤ってア
ドバタイズすることを防止できます。この機能では、リソース公開キーインフラストラクチャ

（RPKI）サーバを使用して、特定の BGPプレフィックスが予期された自律システムから発信
されたものであることを認証してから、プレフィックスのアドバタイズを許可します。

•機能情報の確認（1ページ）
• BGP起点 AS検証に関する情報（2ページ）
• BGP起点 AS検証の設定方法（6ページ）
• BGP起点 AS検証の設定例（13ページ）
•その他の参考資料（15ページ）
•非 VRFインターフェイスの eiBGPマルチパス（IPv4/IPv6）の機能情報（16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起点 AS検証に関する情報

BGP—起点 AS検証の利点
場合によって、ネットワーク管理者が制御外のネットワークにルートを誤ってアドバタイズし

てしまうことがあります。このセキュリティ上の問題は、BGP—起点 AS検証機能を設定する
ことで回避できます。この機能では、RPKIサーバを使用して、特定のBGPプレフィックスが
予期された自律システムから発信されたものであることを認証してから、プレフィックスを承

認します。

BGP—起点 AS検証の仕組み
ネットワーク管理者は、サードパーティ製ソフトウェアを使用して、リソース公開キーインフ

ラストラクチャ（RPKI）サーバをセットアップする必要があります。RPKIサーバは、公開
キー証明書の実際の認証を処理します。特定の自律システムを発信元とする特定のプレフィッ

クスまたはプレフィックス範囲を許可するように、サーバをセットアップします。

次に、管理者は、RPKIサーバへの TCP接続を確立するようにルータを設定します。これは、
bgp rpki serverコマンドを設定することで行います。このように設定したとき、またはルータ
を起動したとき、ルータは指定された IPアドレスおよびポート番号へのTCP接続を開きます。
ルータは、RPKI-Routerプロトコル（RTR）を使用して、1つ以上のルータまたはRPKIサーバ
からプレフィックスおよび許可された起点 AS番号のリストをダウンロードします。したがっ
て、ルータは、どの自律システムがどのルートをアドバタイズすることが許可されているか、

つまりどの ASがルートの発信元となることができるかに関する情報をサーバから取得しま
す。

TCP接続の試行が失敗した場合、ルータは 1分間に 1回接続を再試行します。その間、BGP
は起点検証を実行せずに動作します。

ルータとサーバの間で TCPセッションが確立されると、サーバは、通常、RPKIデータベース
に追加された新しいプレフィックスを含む差分更新をルータに送信します。ルータは、更新間

隔ごとにサーバに対してクエリを行うこともあります。ルータは、シリアルクエリまたはリ

セットクエリを送信してから、EndofData（EOD）メッセージを受信するまでの間に、シリア
ルクエリメッセージまたはリセットクエリメッセージを送信することはありません。この間

のシリアルクエリは削除され、この間のリセットクエリはEODメッセージの受信時に送信さ
れます。

プレフィックスまたはプレフィックス範囲、およびそれに対応する起点 ASは、SOVCレコー
ドと見なされます。プレフィックス範囲の重複は許可されます。3つのレコードを含む SOVC
テーブルは、次のようになります。

10.0.1.0/20-25 AS 3

10.0.1.0/19-24 AS 4

10.0.1.0/23-27 AS 5
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プレフィックス（ネットワーク）が外部 BGP（eBGP）ピアから受信されると、プレフィック
スは最初は「NotFound」状態になります。その後、プレフィックスは検査され、Valid、Invalid、
または Not Foundとしてマークされます。

• Valid（有効）：プレフィックスとASのペアが SOVCテーブル内にあることを示します。

• Invalid（無効）：プレフィックスが次の 2つの条件のいずれかを満たしていることを示し
ます。1. 1つ以上の Route Origin Authorization（ROA）に一致しているが、起点 ASが
AS-PATHの起点 ASと合致する一致 ROAはない。2. ROAで指定された最小長で 1つ以上
のROAと一致しているが、最小長で一致するすべてのROAについて、その長さが指定さ
れた最大長を超えている。起点 ASは条件 2には関係ありません。

• Not Found（見つからない）：目的のプレフィックスが有効または無効なプレフィックス
の中にないことを示します。

デフォルトでは、Invalidとマークされたプレフィックスは、どのピアにもアドバタイズされ
ず、すでにアドバタイズされている場合には BGPルーティングテーブルから取り消され、ベ
ストパスとしてフラグが付けられることも、マルチパスの候補として見なされることもありま

せん（BGP bestpathコマンドで別の方法が指定されている場合を除く）。別の方法を指定して
BGP bestpathコマンドが設定されている場合を除いて、ベストパス計算では、Not Foundプレ
フィックスよりも Validプレフィックスが優先され、両方のタイプのプレフィックスがアドバ
タイズされます。

ValidとしてマークされたプレフィックスはBGPルーティングテーブルにインストールされま
す。

デフォルトでは、Not FoundとしてマークされたプレフィックスはBGPルーティングテーブル
にインストールされ、代わりとなる Validの項目がない場合にのみ（ローカルプリファレンス
や AS_PATHなどのその他の BGP属性は考慮されない）、ベストパスとしてフラグが付けら
れるか、マルチパスの候補と見なされます。

複数の RPKIサーバが設定されている場合、ルータは、設定されているすべてのサーバに接続
し、すべてのサーバからプレフィックス情報をダウンロードします。SOVCテーブルは、各
サーバから受信したすべてのレコードを結合して作られます。

特定のアドレスファミリに対して bgp rpki serverコマンド（または neighbor announce rpki
stateコマンド）を設定すると、ルータは、そのアドレスファミリのすべてのパスについて
RPKI検証の実行を開始します。

RPKI検証状態をネイバーに通知するためのオプション
オプションで、拡張コミュニティ属性を使用して、プレフィックスの検証状態を内部 BGP
（iBGP）ネイバーに（から）通知（受信）することができます。このオプションは、一部の
ルータでは、RPKIサーバに接続する必要がなくなるため、 bgp rpki serverコマンドを設定す
るよりも便利な場合があります。

neighbor announce rpki stateコマンドを使用すると、ルータは、BGP拡張コミュニティ属性で
ルートとともに RPKIステータスをその iBGPネイバーに送信します。また、ルータは、その
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iBGPネイバーからルートとともにRPKIステータスを受信します。この通知は双方向で機能し
ます。通知される拡張コミュニティ属性は次のとおりです。

0x4300 0x0000（状態を示す 4バイト）

状態を示す4バイトは、次のいずれかの値を持つ32ビットの符号なし整数として扱われます。

• 0：Valid（有効）

• 1：Not Found（見つからない）

• 2：Invalid（無効）

neighbor announce rpki stateコマンドが設定されている場合、ルータは、この拡張コミュニ
ティ属性が付加されたルートを iBGPピアから受信すると、対応する検証状態をルートに割り
当てます。neighbor announce rpki stateコマンドが設定されていない場合は、iBGPピアから受
信されたすべてのプレフィックスは、Not Foundとマークする必要があるプレフィックスを含
めて、Validとしてマークされます。

この拡張コミュニティ属性は、この属性の送信を許可するように設定されている場合でも、

eBGPネイバーには送信されません。
（注）

RPKI状態拡張コミュニティは、さらに以下の動作に従います。

• neighbor announce rpki stateコマンドの設定は、そのアドレスファミリのそのネイバーに
拡張コミュニティを送信するようにルータが設定されている場合にのみ可能です。

• neighbor announce rpki stateコマンドは、該当のアドレスファミリに対して RPKIが設定
されているかどうかとは無関係に機能します。

•特定のアドレスファミリに対して neighbor announce rpki stateコマンドまたは bgp rpki
serverコマンドを設定すると、ルータは、そのアドレスファミリのすべてのパスについて
RPKI検証の実行を開始します。

• neighbor announce rpki stateコマンドを有効または無効にすると、ネイバーは、この部分
の設定が同じであるかどうかに基づいて、独自のアップデートグループに分けられます。

• neighbor announce rpki stateコマンドが設定されていない場合、ルータは他のルータから
受信したRPKI状態を保存しますが、その状態が使用されるのは、アドレスファミリの少
なくとも 1つの他のネイバーが neighbor announce rpki stateコマンドを使用して設定され
ているときだけ、またはトポロジが RPKIの使用に対して別の方法で有効化されていると
きだけです。

• neighbor send-community extendedまたは neighbor send-community bothコマンドを設定
から削除すると、neighbor announce rpki state設定も削除されます。

•ルートリフレクタ（RR）を設定している場合に、neighbor announce rpki stateコマンド
が設定されていないクライアントから RPKI状態拡張コミュニティを含むネットワークを
RRサーバが受信したときは、拡張コミュニティを受け取ることができるすべてのクライ
アントに反映されます。
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•ネットワークに RPKI状態拡張コミュニティが含まれている場合に、neighbor announce
rpki stateコマンドが設定されているネイバーからそのネットワークをRRが受信したとき
は、拡張コミュニティを受け入れるように設定されているすべての RRクライアントに反
映されます。その際、それらの RRクライアントに対して neighbor announce rpki stateコ
マンドが設定されているかどうかは問いません。

• neighbor announce rpki stateコマンドは、ピアポリシーテンプレートで使用でき、継承さ
れます。

•ピアポリシーテンプレートで neighbor announce rpki stateコマンドを使用する場合は、
send-community extended コマンドと同じテンプレート内にある必要があります。neighbor
announce rpki stateコマンドと send-community extended コマンドは、同じテンプレート
から取得するか、同じネイバーに対して設定する必要があります。

BGPベストパス決定での検証状態の使用
RPKI検証状態を使用する場合は、次の 2つの方法で、デフォルトのBGPベストパス選択プロ
セスを変更できます。

• RPKIサーバによるプレフィックスの検証およびその検証情報の保存を完全に無効にする
ことができます。これは、bgp bestpath prefix-validate disableコマンドを設定することで
行います。この方法は設定テストで必要になる場合があります。ルータは引き続き RPKI
サーバに接続して検証情報をダウンロードしますが、その情報は使用されません。

•有効なプレフィックスが使用可能な場合でも、無効なプレフィックスを BGPベストパス
として使用することを許可できます。これはデフォルトの動作です。BGPベストパスを
無効なプレフィックス（BGP起点 AS検証機能で決定）にすることを許可するコマンド
は、bgp bestpath prefix-validate allow-invalidコマンドです。プレフィックスの検証状態
は、引き続きパスに割り当てられ、RPKI状態情報を受信するように設定されている iBGP
ネイバーに引き続き通知されます。ルートマップを使用し、検証状態に基づいてローカル

プリファレンス、メトリック、またはその他のプロパティを設定できます。

BGPベストパス選択時、上記のオプションがいずれも設定されていない場合、デフォルトの
動作では、プレフィックスは次の順序で優先されます。

•検証状態が有効なもの。

•検証状態が見つからないもの。

•検証状態が無効なもの（この場合、デフォルトでは、ルーティングテーブルにインストー
ルされません）。

これらの設定は、メトリック、ローカルプリファレンス、およびベストパス計算時に行われた

その他の選択をオーバーライドします。標準のベストパス決定ツリーは、2つのパスの検証状
態が同じである場合にのみ適用されます。

BGP—起点 AS検証
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両方のコマンドが設定されている場合、bgp bestpath prefix-validate disableコマンドにより、
検証状態がパスに割り当てられなくなるため、bgp bestpath prefix-validate allow-invalidコマン
ドは無効になります。

これらの設定は、IPv4ユニキャストまたは IPv6ユニキャストアドレスファミリのルータコ
ンフィギュレーションモードまたはアドレスファミリコンフィギュレーションモードのいず

れかになります。

ルートマップを使用した有効および無効なプレフィックスの処理のカ

スタマイズ

任意のRPKI状態に一致するルートマップを作成することにより、有効または無効なプレフィッ
クスを処理するためのカスタムポリシーを作成できます。

デフォルトでは、ルータは、他のすべての設定をオーバーライドして、無効な状態のルートを

拒否します。このようなプレフィックスを許可しながら、デフォルト以外のローカルプリファ

レンスを使用するといった操作を、ルートマップで行う場合は、bgp bestpath prefix-validate
allow-invalidコマンドを明示的に設定する必要があります。

BGP起点 AS検証の設定方法

BGP—起点 AS検証の有効化

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. bgp rpki server tcp {ipv4-address | ipv6-address} port port-number refresh seconds

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—起点 AS検証
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目的コマンドまたはアクション

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 65000

refresh secondsキーワードおよび引数で指定した間
隔で指定の RPKIサーバに接続してプレフィックス

bgp rpki server tcp {ipv4-address | ipv6-address} port
port-number refresh seconds

例：

ステップ 4

情報をダウンロードするようにルータを設定しま

す。

Device(config-router)# bgp rpki server tcp
192.168.2.2 port 1029 refresh 600

iBGPネイバーへの RPKI状態の通知
BGP拡張コミュニティ属性でルートとともに RPKI状態をその iBGPネイバーに通知し、iBGP
ネイバーからルートとともに RPKI状態を受信するようにルータを設定するには、この作業を
実行します。この作業は、ルータでBGP—起点AS検証機能を設定するよりも便利な場合があ
ります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | ipv6-address} send-community extended
5. neighbor {ip-address | ipv6-address} announce rpki state

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 65000

BGP—起点 AS検証
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目的コマンドまたはアクション

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 | ipv6-address} send-community
extended

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
send-community extended

ルータとその iBGPネイバーの間でBGP拡張コミュ
ニティ属性によって RPKI状態を送受信するように
します。

neighbor {ip-address | ipv6-address} announce rpki
state

例：

ステップ 5

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
announce rpki state

BGPプレフィックスの検証を無効化しながら、RPKI情報をダウンロー
ド

BGP—起点 AS検証機能が有効になっている場合に、起点 ASに基づくプレフィックスの検証
を無効にし、検証情報の保存を無効にするには、この作業を実行します。ルータは引き続き

RPKIサーバに接続して検証情報をダウンロードしますが、その情報は一切使用されません。
この作業は設定テストに役立ちます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. bgp bestpath prefix-validate disable

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
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目的コマンドまたはアクション

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

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、アドレスファミリ固有の設定を受け入

れるよう BGPピアを設定します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

ステップ 4

プレフィックスの検証および検証情報の保存を無効

にします。

bgp bestpath prefix-validate disable

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# bgp bestpath
prefix-validate disable

無効なプレフィックスをベストパスとして許可

BGP—起点 AS検証機能が有効になっている場合に、有効なプレフィックスが使用可能であっ
ても、無効なプレフィックスをベストパスとして使用することを許可するには、この作業を実

行します。つまり、無効なネットワークについて通知するが、有効なプレフィックスおよび見

つからないプレフィックスよりも優先度は低くするように制御できます。また、ダウンスト

リームピアでは、無効なプレフィックスを照合するルートマップに基づいてパス属性を変更

できます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. bgp bestpath prefix-validate allow-invalid

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

BGP—起点 AS検証
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目的コマンドまたはアクション

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

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、アドレスファミリ固有の設定を受け入

れるよう BGPピアを設定します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

ステップ 4

有効なプレフィックスが使用可能な場合でも、無効

なプレフィックスをベストパスとして使用すること

を許可します。

bgp bestpath prefix-validate allow-invalid

例：

Device(config-router-af)# bgp bestpath
prefix-validate allow-invalid

ステップ 5

RPKI状態に基づくルートマップの設定
RPKI状態に基づいてルートマップを作成するには、この作業を実行します。この特定の作業
のルートマップでは、ローカルプリファレンスに基づいて 3つの RPKI状態すべてに対する
ポリシーを設定しますが、他の setコマンドを使用してポリシーを設定することもできます。
この作業には、このルートマップを使用するコマンドは含まれていません。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. bgp bestpath prefix-validate allow-invalid
6. exit
7. exit
8. route-map map-tag {permit | deny} [sequence-number]
9. match rpki {not-found | invalid | valid}
10. set local-preference number
11. exit
12. route-map map-tag {permit | deny} [sequence-number]
13. match rpki {not-found | invalid | valid}
14. set local-preference number
15. exit
16. route-map map-tag {permit | deny} [sequence-number]
17. match rpki {not-found | invalid | valid}

BGP—起点 AS検証
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18. set local-preference number
19. exit
20. route-map map-tag {permit | deny} [sequence-number]
21. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

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、アドレスファミリ固有の設定を受け

入れるよう BGPピアを設定します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

ステップ 4

有効なプレフィックスが使用可能な場合でも、無効

なプレフィックスをベストパスとして使用するこ

とを許可します。

bgp bestpath prefix-validate allow-invalid

例：

Device(config-router-af)# bgp bestpath
prefix-validate allow-invalid

ステップ 5

•このコマンドは、手順 16のルートマップ例の
一部である無効なプレフィックスを許可するた

めに必要です。

コンフィギュレーションモードを終了して、CLI
モード階層で次に高いレベルのモードを開始しま

す。

exit

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 6

コンフィギュレーションモードを終了して、CLI
モード階層で次に高いレベルのモードを開始しま

す。

exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 7
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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開

始し、後続のmatch句で許容されるルートを許可す
るルートマップを作成します。

route-map map-tag {permit | deny}
[sequence-number]

例：

ステップ 8

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

指定した RPKI状態のプレフィックスを許可する
match句を作成します。

match rpki {not-found | invalid | valid}

例：

ステップ 9

•この例では、RPKI状態がvalid（有効）である
かどうかを照合します。

Device(config-route-map)# match rpki valid

一致したプレフィックスのローカルプリファレン

スを 200に設定する set句を作成します。
set local-preference number

例：

ステップ 10

Device(config-route-map)# set local-preference
200

コンフィギュレーションモードを終了して、CLI
モード階層で次に高いレベルのモードを開始しま

す。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 11

同じルートマップのまま、遅いシーケンス番号を

指定して、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-tag {permit | deny}
[sequence-number]

例：

ステップ 12

Device(config)# route-map ROUTE-MAP-NAME-1 permit
20

指定した RPKI状態のプレフィックスを許可する
match句を作成します。

match rpki {not-found | invalid | valid}

例：

ステップ 13

•この例では、RPKI状態が not-found（見つから
ない）であるかどうかを照合します。

Device(config-route-map)# match rpki not-found

RPKI状態がnot-foundであるプレフィックスのロー
カルプリファレンスを 100に設定します。

set local-preference number

例：

ステップ 14

Device(config-route-map)# set local-preference
100

コンフィギュレーションモードを終了して、CLI
モード階層で次に高いレベルのモードを開始しま

す。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 15

BGP—起点 AS検証
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目的コマンドまたはアクション

同じルートマップのまま、遅いシーケンス番号を

指定して、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-tag {permit | deny}
[sequence-number]

例：

ステップ 16

Device(config)# route-map ROUTE-MAP-NAME-1 permit
30

指定した RPKI状態のプレフィックスを許可する
match句を作成します。

match rpki {not-found | invalid | valid}

例：

ステップ 17

•この例では、RPKI状態が invalid（無効）であ
るかどうかを照合します。

Device(config-route-map)# match rpki invalid

RPKI状態が invalidであるプレフィックスのローカ
ルプリファレンスを 50に設定します。

set local-preference number

例：

ステップ 18

Device(config-route-map)# set local-preference
50

コンフィギュレーションモードを終了して、CLI
モード階層で次に高いレベルのモードを開始しま

す。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 19

同じルートマップのまま、遅いシーケンス番号を

指定して、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-tag {permit | deny}
[sequence-number]

例：

ステップ 20

•この例では、他のすべてのルートを拒否するの
ではなく、他のルートを許可します。

Device(config)# route-map ROUTE-MAP-NAME-1 permit
40

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 21

Device(config-route-map)# end

BGP起点 AS検証の設定例

例：起点 ASに基づいてプレフィックスを検証するための BGPの設定

次の例では、ルータは、2台の RPKIサーバに接続するように設定されており、その
サーバから BGPプレフィックスおよび AS番号から成る SOVCレコードを受信しま
す。

BGP—起点 AS検証
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router bgp 65000
no bgp log-neighbor changes
bgp rpki server tcp 10.0.96.254 port 32001 refresh 600
bgp rpki server tcp FEC0::1002 port 32002 refresh 600

例：ネイバーへの RPKI状態の通知

router bgp 65000
neighbor 10.10.10.10 remote-as 65000
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.10.10 send-community extended
neighbor 10.10.10.10 announce rpki state

例：プレフィックス検査の無効化

次の例では、IPv4アドレスファミリについて、有効であることを確認するプレフィッ
クス検査を無効にします。また、検証情報の保存も無効にします。ただし、ルータは

引き続き RPKIサーバに接続して検証情報をダウンロードします。この例は設定テス
トに役立ちます。

router bgp 65000
bgp rpki server tcp 10.0.96.254 port 32001 refresh 600
address-family ipv4 unicast
bgp bestpath prefix-validate disable

例：無効なプレフィックスをベストパスとして許可

次の例では、IPv6アドレスファミリについて、有効なプレフィックスが使用可能な場
合でも、無効なプレフィックスをベストパスとして使用することを許可します。

router bgp 65000
bgp rpki server tcp FEC0::1002 port 32002 refresh 600
address-family ipv6 unicast
bgp bestpath prefix-validate allow-invalid

例：RPKI状態に基づくルートマップの使用

次の例では、rtmap-PEX1-3という名前のルートマップで、無効なプレフィックスと
ASのペアのローカルプリファレンスを 50に、見つからないプレフィックスと ASの
ペアのローカルプリファレンスを 100に、有効なプレフィックスと ASのペアのロー
カルプリファレンスを 200に設定します。ローカルプリファレンス値は、10.0.102.1
のネイバーからの着信ルートに対して設定されます。10.0.102.1のネイバーは eBGPピ
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アです。無効なプレフィックスを許可するためには bgp bestpath prefix-validate
allow-invalidコマンドが必要であることに注意してください。

router bgp 65000
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.0.102.1 route-map rtmap-PEX1-3 in
bgp bestpath prefix-validate allow-invalid
!
route-map rtmap-PEX1-3 permit 10
match rpki invalid
set local-preference 50
!
route-map rtmap-PEX1-3 permit 20
match rpki not-found
set local-preference 100
!
route-map rtmap-PEX1-3 permit 30
match rpki valid
set local-preference 200
!
route-map rtmap-PEX1-3 permit 40

その他の参考資料

関連資料
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『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』

BGPコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/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
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非VRFインターフェイスのeiBGPマルチパス（IPv4/IPv6）
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 :非 VRFインターフェイスの eiBGPマルチパス（IPv4/IPv6）の機能情報

機能情報リリース機能名

非 VRFインターフェイスの
eiBGPマルチパス（IPv4/IPv6）
機能により、ネイティブ IPv4
および IPv6の外部ボーダー
ゲートウェイプロトコル

（eBGP）パスと内部 BGP
（iBGP）パスの間でマルチパ
スロードシェアリングを設定

して、展開環境でのロードバ

ランシングを改善できます。

maximum-paths eibgpコマン
ドが変更されました。

非 VRFインターフェイスの
eiBGPマルチパス
（IPv4/IPv6）
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