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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。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、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。

MTRに対する BGPサポートの前提条件
•「MTRに対する BGPサポートに関する情報」に記載されているすべての概念について理
解しておく必要があります。
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•グローバルなマルチトポロジルーティング（MTR）トポロジコンフィギュレーションを
設定し、アクティブ化します。

MTRに対する BGPサポートの制約事項
•トポロジ内の再配布が許可されます。あるトポロジから別のトポロジへの再配布は許可さ
れません。この制限は、ルーティングループを防ぐために設計されています。トポロジ変

換またはトポロジインポート機能を使用して、あるトポロジから別のトポロジにルートを

移動できます。

•単一のマルチキャストトポロジだけを設定でき、マルチキャストトポロジが作成される
場合は基本トポロジだけを指定できます。

MTRに対する BGPサポートに関する情報

MTRに対するルーティングプロトコルサポート
マルチトポロジルーティング（MTR）を動作させるには、デバイスで IPルーティングをイ
ネーブルにする必要があります。MTRは、シスコソフトウェアでのスタティックルーティン
グおよびダイナミックルーティングをサポートします。トポロジ単位のダイナミックルーティ

ングをイネーブルにすることで、ドメイン内およびドメイン間のルーティングをサポートでき

ます。ルートの計算と転送は、各トポロジで個別に行われます。シスコソフトウェアには、次

のプロトコルについてMTRのサポートが組み込まれています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

グローバルルーティングプロセス（ルータコンフィギュレーションモード）のルータアドレ

スファミリコンフィギュレーションモードでトポロジ単位のコンフィギュレーションを適用

します。アドレスファミリおよびサブアドレスファミリは、デバイスが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するときに指定します。トポロジ名とトポロジ IDを指定
するには、アドレスファミリコンフィギュレーションモードで topologyコマンドを入力しま
す。

各トポロジに、ルーティングプロトコル下で一意のトポロジ IDを設定します。トポロジ ID
は、所定のプロトコルのアップデート時に各トポロジに対してネットワーク層到着可能性情報

（NLRI）を識別してグループ化するために使用されます。OSPF、EIGRP、および IS-ISでは、
クラス固有のトポロジに対する topologyコマンドの最初のコンフィギュレーションでトポロジ
IDを入力します。BGPでは、トポロジコンフィギュレーションの下に bgp tidコマンドを入
力することによってトポロジ IDを設定します。

クラス固有のトポロジには、基本トポロジとは異なるメトリックを設定できます。基本トポロ

ジに設定されたインターフェイスメトリックをクラス固有のトポロジに継承することもできま
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す。継承は、クラス固有のトポロジに明示的な継承メトリックが設定されていない場合に実行

されます。

BGPサポートは、ルータコンフィギュレーションモードだけで設定します。Interior Gateway
Protocol（IGP）サポートは、ルータコンフィギュレーションモードとインターフェイスコン
フィギュレーションモードで設定します。

デフォルトでは、インターフェイスには基本トポロジ以外のトポロジは含まれません。EIGRP、
IS-IS、および OSPFのルーティングプロトコルサポートについては、インターフェイスに基
本トポロジ以外のトポロジを明示的に設定する必要があります。アドレスファミリトポロジ

コンフィギュレーションモードで all-interfacesコマンドを使用すると、デフォルト動作を無
効にできます。all-interfacesコマンドを入力すると、デフォルトのアドレス空間、またはトポ
ロジが設定される仮想ルーティングおよび転送（VRF）に属するデバイスのすべてのインター
フェイスに、基本トポロジ以外のトポロジが設定されます。

BGPネットワークスコープ
マルチトポロジルーティング（MTR）用のボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）サポー
トを実装するにはスコープ階層が必要ですが、スコープ階層はMTRの使用に制限されません。
スコープ階層によって、ルータスコープコンフィギュレーションモードなどの新しいコンフィ

ギュレーションモードが導入されています。デバイスは、ルータコンフィギュレーションモー

ドで scopeコマンドを設定すると、ルータスコープコンフィギュレーションモードを開始し
ます。このコマンドを入力すると、ルーティングテーブルの集合が作成されます。

BGPコマンドはスコープ階層で単一のネットワーク用に（グローバルに）設定するか、または
仮想ルーティングおよび転送（VRF）単位で設定します。このようなコンフィギュレーション
をスコープコマンドと呼びます。スコープ階層には、1つ以上のアドレスファミリを含めるこ
とができます。

BGP下のMTRコマンドラインインターフェイス（CLI）階層
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）CLIは、事前マルチトポロジルーティング（MTR）
の BGPコンフィギュレーションに対する下位互換性を提供し、MTRの階層化実装を可能にし
ます。ルータコンフィギュレーションモードには、事前アドレスファミリおよび事前MTR
のコンフィギュレーションCLIとの下位互換性があります。すべてのネットワークに影響を与
えるグローバルコマンドはこのコンフィギュレーションモードで設定されます。アドレスファ

ミリおよびトポロジコンフィギュレーション用に、アドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードまたはトポロジコンフィギュレーションモードで使用する汎用のセッションコマン

ドとピアテンプレートを設定します。

グローバルコマンドの設定後に、スコープをグローバルに定義するか、特定の仮想ルーティン

グおよび転送（VRF）インスタンスに対して定義します。デバイスは、ルータスコープコン
フィギュレーションモードまたはルータコンフィギュレーションモードで address-familyコ
マンドを設定すると、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。サブ

アドレスファミリ識別子（SAFI）が指定されていない場合は、ユニキャストがデフォルトの
アドレスファミリです。MTRでは、ユニキャストまたはマルチキャストの SAFIが指定され
た IPv4アドレスファミリだけがサポートされます。
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デバイスがルータコンフィギュレーションモードからアドレスファミリコンフィギュレー

ションモードに移行すると、ソフトウェアは BGPが事前MTRベースの CLIを使用するよう
に設定します。このコンフィギュレーションモードには、既存のアドレスファミリコンフィ

ギュレーションとの下位互換性があります。ルータスコープコンフィギュレーションモード

から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すると、デバイスはMTRをサ
ポートする階層 CLIを使用するよう設定されます。トポロジに固有ではないアドレスファミ
リコンフィギュレーションパラメータは、このアドレスファミリコンフィギュレーション

モードで入力します。

デバイスは、アドレスファミリコンフィギュレーションモードで topologyコマンドを設定す
ると、BGPトポロジコンフィギュレーションモードを開始します。デバイスには、最大 32個
のトポロジ（基本トポロジを含む）を設定できます。トポロジ IDを設定するには、bgp tidコ
マンドを入力します。トポロジのすべてのアドレスファミリコンフィギュレーションパラメー

タとサブアドレスファミリコンフィギュレーションパラメータがここで設定されます。

BGPルーティングプロセスのスコープを設定すると、事前MTRベース設定に対する CLIサ
ポートは削除されます。

（注）

次の例は、MTRの実装に対して BGPを設定するときに使用される階層レベルを示していま
す。

router bgp <autonomous-system-number>
! Global commands

scope {global | vrf <vrf-name>}
! Scoped commands

address-family {<afi>} [<safi>]
! Address family specific commands

topology {<topology-name> | base}
! topology specific commands

クラス固有のトポロジの BGPセッション
マルチトポロジルーティング（MTR）は、セッション単位でボーダーゲートウェイプロトコ
ル（BGP）下で設定されます。基本のユニキャストトポロジとマルチキャストトポロジは、
グローバル（デフォルト）セッションで伝送されます。BGPルーティングプロセス下で設定
されるクラス固有のトポロジごとに別個のセッションが作成されます。各セッションは、トポ

ロジ IDで識別されます。BGPは、クラス固有のトポロジごとに最良パスの計算を個別に実行
します。セッションごとに別個のルーティング情報ベース（RIB）と転送情報ベース（FIB）が
維持されます。
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BGPを使用したトポロジの変換
ネットワークの設計とポリシー要件によっては、あるデバイス上のクラス固有のトポロジか

ら、ネイバーデバイス上のクラス固有のトポロジにルートをインストールしなければならない

ことがあります。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使用したトポロジ変換機能に
よって、この操作がサポートされます。トポロジ変換は、BGPネイバーセッションベースで
行われます。neighbor translate-topologyコマンドを設定するには、ネイバーの IPアドレスと
トポロジ IDを使用します。

トポロジ IDは、ネイバーのクラス固有のトポロジを識別します。ネイバーのクラス固有のト
ポロジ内のルートは、ローカルのクラス固有のルーティング情報ベース（RIB）にインストー
ルされます。BGPは、インストールされているすべてのルートで最良パスの計算を実行し、こ
れらのルートをローカルのクラス固有のRIBにインストールします。重複するルートを変換す
ると、BGPは、標準の BGP最良パスの計算ごとに、ルートのインスタンスを 1つだけ選択し
てインストールします。

BGPを使用したトポロジのインポート
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使用したトポロジのインポートはトポロジ変換
と似ています。違いは、ルートが同一デバイス上のクラス固有のトポロジ間で移動されること

です。この機能を設定するには、import topologyコマンドを入力し、クラス固有のトポロジま
たは基本トポロジの名前を指定します。最良パスの計算は、インポート済みのルートがトポロ

ジのルーティング情報ベース（RIB）にインストールされる前にこれらのルートで実行されま
す。この import topologyコマンドには、クラス固有のトポロジ間で移動されるルートをフィ
ルタリングできるようにする route-mapキーワードも含まれています。

MTRに対する BGPのサポートの設定方法

BGPを使用したMTRトポロジのアクティブ化
この作業は、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使用してアドレスファミリ内でマ
ルチトポロジルーティング（MTR）トポロジをアクティブにする場合に実行します。この作
業は下図のデバイス Bで設定されますが、デバイス Dおよびデバイス Eでも設定する必要が
あります。この作業ではスコープ階層がグローバルに適用するよう設定され、ネイバーがルー

タスコープコンフィギュレーションモードに設定されます。IPv4ユニキャストアドレスファ
ミリでは、ビデオトラフィックに適用されるMTRトポロジは、指定されたネイバーについて
アクティブにされます。BGPトポロジのインターフェイスコンフィギュレーションモードは
ありません。
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図 1 : BGPネットワークダイアグラム

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. scope {global | vrf vrf-name}
5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} transport {connection-mode {active | passive} |

path-mtu-discovery |multi-session | single-session}
7. address-family ipv4[mdt |multicast |unicast]
8. topology {base | topology-name}
9. bgp tid number
10. neighbor ip-address activate
11. neighbor {ip-address | peer-group-name} translate-topology number
12. end
13. clear ip bgp topology {* | topology-name} {as-number | dampening [network-address

[network-mask]] | flap-statistics [network-address[network-mask]] | peer-group peer-group-name
| table-map | update-group [number | ip-address]} [in [prefix-filter] | out | soft [in [prefix-filter]
| out]]

14. show ip bgp topology {* | topology} summary

MTRに対する BGPサポート
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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モードをイネーブルにします。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

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または設定しま
す。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 45000

ステップ 3

BGPルーティングプロセスに対してスコープを定
義して、ルータスコープコンフィギュレーション

モードを開始します。

scope {global | vrf vrf-name}

例：

Device(config-router)# scope global

ステップ 4

•単一のネットワークに適用される BGPの一般
的なセッションコマンドまたは指定された仮

想ルーティングおよび転送（VRF）が、このコ
ンフィギュレーションモードで入力されます。

• BGPがグローバルルーティングテーブルを使
用することを指定するには、globalキーワード
を使用します。

• BGPが特定のVRFルーティングテーブルを使
用することを指定するには、vrfvrfvrf-nameキー
ワードおよび引数を使用します。VRFがすで
に存在している必要があります。

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスのマルチプロトコル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 5

Device(config-router-scope)# neighbor 172.16.1.2
remote-as 45000

BGPセッションのTCP転送セッションオプション
をイネーブルにします。

neighbor {ip-address | peer-group-name} transport
{connection-mode {active | passive} |
path-mtu-discovery |multi-session | single-session}

ステップ 6

MTRに対する BGPサポート
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目的コマンドまたはアクション

例： •接続のタイプ（アクティブまたはパッシブのい
ずれか）を指定するには、connection-mode
キーワードを使用します。Device(config-router-scope)# neighbor 172.16.1.2

transport multi-session

• TCP転送パスの最大伝送単位（MTU）検出を
イネーブルにするには、path-mtu-discovery
キーワードを使用します。

•アドレスファミリごとに別個の TCP転送セッ
ションを指定するには、multi-sessionキーワー
ドを使用します。

•すべてのアドレスファミリで単一の TCP転送
セッションを使用するには、single-sessionキー
ワードを使用します。

IPv4アドレスファミリを指定して、ルータスコー
プ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[mdt |multicast |unicast]

例：

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

ステップ 7

• IPv4マルチキャスト配信ツリー（MDT）アド
レスプレフィックスを指定するには、mdtキー
ワードを使用します。

• IPv4マルチキャストアドレスプレフィックス
を指定するには、multicastキーワードを使用
します。

• IPv4ユニキャストアドレスファミリを指定す
るには、unicastキーワードを使用します。デ
フォルトでは、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、
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。

•トポロジに固有ではない設定パラメータは、こ
のコンフィギュレーションモードで設定され

ます。

BGPがクラス固有のトポロジまたは基本トポロジ
のトラフィックをルーティングするトポロジイン

topology {base | topology-name}

例：

ステップ 8

スタンスを設定し、ルータスコープアドレスファ

Device(config-router-scope-af)# topology VIDEO ミリトポロジコンフィギュレーションモードを開

始します。

MTRに対する BGPサポート
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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、指定されたトポロ
ジ IDに関連付けます。

bgp tid number

例：

ステップ 9

•それぞれのトポロジは、固有のトポロジ IDを
使用して設定する必要があります。

Device(config-router-scope-af-topo)# bgp tid 100

BGPネイバーが、ネットワークサービスアクセス
ポイント（NSAP）アドレスファミリのプレフィッ

neighbor ip-address activate

例：

ステップ 10

クスをローカルデバイスと交換できるようにしま

す。Device(config-router-scope-af-topo)# neighbor
172.16.1.2 activate

ピアグループをBGPネイバーとして設定
した場合は、このコマンドを使用しない

でください。これは、ピアグループパラ

メータの設定時にピアグループが自動的

にアクティブにされるためです。

（注）

（任意）別のデバイス上のトポロジからローカル

デバイス上のトポロジへのルートをインストールす

るよう BGPを設定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
translate-topology number

例：

ステップ 11

•デバイス上のトポロジを識別するために、
number引数にトポロジ IDを入力します。

Device(config-router-scope-af-topo)# neighbor
172.16.1.2 translate-topology 200

（任意）ルータスコープアドレスファミリトポロ

ジ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：

Device(config-router-scope-af-topo)# end

ステップ 12

指定されたトポロジまたはすべてのトポロジ下で

BGPネイバーセッションをリセットします。
clear ip bgp topology {* | topology-name} {as-number
| dampening [network-address [network-mask]] |
flap-statistics [network-address[network-mask]] |

ステップ 13

peer-group peer-group-name | table-map | update-group
[number | ip-address]} [in [prefix-filter] | out | soft [in
[prefix-filter] | out]]

例：

Device# clear ip bgp topology VIDEO 45000

（任意）トポロジに関するBGP情報を表示します。show ip bgp topology {* | topology} summary

例：

ステップ 14

•ほとんどの標準の BGPキーワードと引数を
topologyキーワードの後に入力できます。

Device# show ip bgp topology VIDEO summary

MTRに対する BGPサポート
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目的コマンドまたはアクション

この作業に必要な構文だけが示されてい

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。

（注）

次の作業

イネーブルにするトポロジごとにこの作業を繰り返して、トポロジを使用するすべてのネイ

バーデバイスでこの設定を繰り返します。

同じルータ上のあるマルチトポロジルーティング（MTR）トポロジから別のトポロジにルー
トをインポートする場合は、「BGPを使用したMTRトポロジからのルートのインポート」セ
クションを参照してください。

BGPを使用したMTRトポロジからのルートのインポート
この作業は、複数のトポロジが同じデバイスで設定されている場合に、同じデバイス上のある

マルチトポロジルーティング（MTR）トポロジから別のトポロジにルートをインポートする
場合に実行します。この作業では、10.2.2.0ネットワークからのプレフィックスを許可するた
めにプレフィックスリストが定義されます。このプレフィックスリストは、インポートされ

たトポロジから移動したルートをフィルタリングするために、ルートマップとともに使用され

ます。グローバルスコープが設定され、アドレスファミリ IPv4が入力されて、VIDEOトポロ
ジが指定されます。また、VOICEトポロジがインポートされ、10NETという名前のルートマッ
プを使用してルートがフィルタリングされます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip prefix-list list-name [ seq number] {deny | permit} network/length [ ge ge-length] [ le le-length]
4. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
5. match ip address {access-list-number [access-list-number ... | access-list-name...] | access-list-name

[access-list-number ... | access-list-name] | prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}
6. exit
7. router bgp autonomous-system-number
8. scope {global | vrf vrf-name}
9. address-family ipv4[mdt |multicast |unicast]
10. topology {base | topology-name}
11. import topology {base | topology-name} [route-map map-name]
12. end

MTRに対する BGPサポート
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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モードをイネーブルにします。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プレフィックスリストを設定します。ip prefix-list list-name [ seq number] {deny | permit}
network/length [ ge ge-length] [ le le-length]

ステップ 3

•この例では、プレフィックスリスト TENは、
match ip addressコマンドによって設定された例：

マッチングに応じて、10.2.2.0/24プレフィック
スのアドバタイズを許可します。

Device(config)# ip prefix-list TEN permit
10.2.2.0/24

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-mapmap-name [permit | deny] [sequence-number]

例：

ステップ 4

•この例では、10NETという名前のルートマッ
プが作成されます。

Device(config)# route-map 10NET

標準アクセスリスト、拡張アクセスリスト、また

はプレフィックスリストにより許可されているプ

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

ステップ 5

レフィックスと一致するルートマップを作成しま

す。

例： •この例では、ルートマップは、プレフィック
スリスト TENによって許可されるプレフィッ
クスのマッチングを行うよう設定されます。

Device(config-route-map)# match ip address
prefix-list TEN

ルートマップ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：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 6

ルータコンフィギュレーションモードを開始して、

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルーティ
ングプロセスを作成または設定します。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 50000

ステップ 7

MTRに対する BGPサポート
11

MTRに対する BGPサポート

BGPを使用したMTRトポロジからのルートのインポート



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に対してスコープを定
義して、ルータスコープコンフィギュレーション

モードを開始します。

scope {global | vrf vrf-name}

例：

Device(config-router)# scope global

ステップ 8

•単一のネットワークに適用される BGPの一般
的なセッションコマンドまたは指定された仮

想ルーティングおよび転送（VRF）が、このコ
ンフィギュレーションモードで入力されます。

• BGPがグローバルルーティングテーブルを使
用することを指定するには、globalキーワード
を使用します。

• BGPが特定のVRFルーティングテーブルを使
用することを指定するには、vrf vrf-nameキー
ワードおよび引数を使用します。VRFがすで
に存在している必要があります。

ルータスコープ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、BGP下でアドレス
ファミリセッションを設定します。

address-family ipv4[mdt |multicast |unicast]

例：

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

ステップ 9

•トポロジに固有ではない設定パラメータは、こ
のコンフィギュレーションモードで設定され

ます。

BGPがクラス固有のトポロジまたは基本トポロジ
のトラフィックをルーティングするトポロジイン

topology {base | topology-name}

例：

ステップ 10

スタンスを設定し、ルータスコープアドレスファ

Device(config-router-scope-af)# topology VIDEO ミリトポロジコンフィギュレーションモードを開

始します。

（任意）同じデバイス上のあるトポロジから別のト

ポロジにルートを移動するようBGPを設定します。
import topology {base | topology-name} [route-map
map-name]

例：

ステップ 11

•トポロジ間で移動するルートをフィルタリング
するには、route-mapキーワードを使用できま
す。

Device(config-router-scope-af-topo)# import
topology VOICE route-map 10NET

（任意）ルータスコープアドレスファミリトポロ

ジ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：

Device(config-router-scope-af-topo)# end

ステップ 12

MTRに対する BGPサポート
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MTRに対する BGPサポートの設定例

例：BGPトポロジ変換コンフィギュレーション
次に、VIDEOトポロジにボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を設定し、192.168.2.2ネ
イバーを使用してトポロジ変換を設定する例を示します。

router bgp 45000
scope global
neighbor 172.16.1.1 remote-as 50000
neighbor 192.168.2.2 remote-as 55000
neighbor 172.16.1.1 transport multi-session
neighbor 192.168.2.2 transport multi-session
address-family ipv4
topology VIDEO
bgp tid 100
neighbor 172.16.1.1 activate
neighbor 192.168.2.2 activate
neighbor 192.168.2.2 translate-topology 200
end

clear ip bgp topology VIDEO 50000

例：BGPのグローバルスコープおよび VRFコンフィギュレーション
次に、ユニキャストトポロジとマルチキャストトポロジのグローバルスコープを設定する例

を示します。ルータスコープコンフィギュレーションモードの終了後に、DATAという名前
の仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスについてスコープが設定されます。

router bgp 45000
scope global
bgp default ipv4-unicast
neighbor 172.16.1.2 remote-as 45000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
address-family ipv4 unicast
topology VOICE
bgp tid 100
neighbor 172.16.1.2 activate
exit
address-family ipv4 multicast
topology base
neighbor 192.168.3.2 activate
exit
exit
exit
scope vrf DATA
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
address-family ipv4
neighbor 192.168.1.2 activate
end

MTRに対する BGPサポート
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例：BGPトポロジの確認
次に、show ip bgp topologyコマンドの出力例を示します。VIDEOという名前のマルチトポロ
ジルーティング（MTR）トポロジを使用するよう設定されたボーダーゲートウェイプロトコ
ル（BGP）ネイバーに関する情報が表示されます。

Device# show ip bgp topology VIDEO summary

BGP router identifier 192.168.3.1, local AS number 45000
BGP table version is 1, main routing table version 1
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.16.1.2 4 45000 289 289 1 0 0 04:48:44 0
192.168.3.2 4 50000 3 3 1 0 0 00:00:27 0

次の部分的な出力には、VIDEOトポロジ下に BGPネイバー情報が表示されます。

Device# show ip bgp topology VIDEO neighbors 172.16.1.2

BGP neighbor is 172.16.1.2, remote AS 45000, internal link
BGP version 4, remote router ID 192.168.2.1
BGP state = Established, up for 04:56:30
Last read 00:00:23, last write 00:00:21, hold time is 180, keepalive interval is 60

seconds
Neighbor sessions:
1 active, is multisession capable

Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)

Message statistics, state Established:
InQ depth is 0
OutQ depth is 0

Sent Rcvd
Opens: 1 1
Notifications: 0 0
Updates: 0 0
Keepalives: 296 296
Route Refresh: 0 0
Total: 297 297

Default minimum time between advertisement runs is 0 seconds
For address family: IPv4 Unicast topology VIDEO
Session: 172.16.1.2 session 1
BGP table version 1, neighbor version 1/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2

1 update-group member
Topology identifier: 100

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.16.1.2
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 1; dropped 0
Last reset never
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Minimum incoming TTL 0, Outgoing TTL 255
Local host: 172.16.1.1, Local port: 11113
Foreign host: 172.16.1.2, Foreign port: 179
.
.
.

MTRに対する BGPサポート
14

MTRに対する BGPサポート

例：BGPトポロジの確認



例：BGPを使用したMTRトポロジからのルートのインポート
次に、VOICEという名前のルートマップが VOICEという名前のマルチトポロジルーティン
グ（MTR）トポロジからインポートされたルートをフィルタリングするために使用するアクセ
スリストを設定する例を示します。プレフィックス192.168.1.0が付いたルートだけがインポー
トされます。

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
route-map BLUE
match ip address 1
exit
router bgp 50000
scope global
neighbor 10.1.1.2 remote-as 50000
neighbor 172.16.1.1 remote-as 60000
address-family ipv4
topology VIDEO
bgp tid 100
neighbor 10.1.1.2 activate
neighbor 172.16.1.1 activate
import topology VOICE route-map VOICE
end

clear ip bgp topology VIDEO 50000

その他の参考資料
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シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれたTechnical Assistanceの場合★右

のURLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。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。

MTRに対する BGPサポートに関する機能情報
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 : MTRに対する BGPサポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能により、単一の物理

ネットワーク上の複数の論理

トポロジに対するボーダー

ゲートウェイプロトコル

（BGP）サポートが実現しま
す。

Cisco IOSXERelease 2.5では、
Cisco ASR 1000シリーズルー
タのサポートが追加されまし

た。

次のコマンドが導入または変

更されました。address-family
ipv4、bgp tid、clear ip bgp
topology、import topology、
neighbor translate-topology、
neighbor transport、scope、
show ip bgp topology、topology

12.2(33)SRB
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