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はじめに

リリース 6.1.2以降、シスコは 64ビット Linuxベースの IOS XRオペレーティングシステムの
サポートを導入しています。32ビット環境と 64ビット環境の間で、広範な機能パリティが維
持されます。特に明記されていない限り、このドキュメントの内容は両方の環境に適用されま

す。Cisco IOSXR 64ビットの詳細については、ドキュメント『Release Notes for Cisco ASR 9000
シリーズルータ, Release 6.1.2』を参照してください。

『 Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「はじめに」には、次の項が
含まれています。

•マニュアルの変更履歴（xxviiページ）
•通信、サービス、およびその他の情報（xxviiページ）

マニュアルの変更履歴

変更点日付

このマニュアルの初版2016年 4月

通信、サービス、およびその他の情報
•シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Managerでサインアップ
してください。

•重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコサービスにアクセスしてく
ださい。

•サービスリクエストを送信するには、シスコサポートにアクセスしてください。

•安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、
およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplaceにアクセスしてください。

•一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Pressに
アクセスしてください。
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•特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finderにアクセス
してください。

Cisco Bug Search Tool

Ciscoバグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリス
トを管理する Ciscoバグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Webベースのツール
です。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。
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第 1 章

新規および変更されたルーティング機能

次の表では、 Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersにおける新機能および
変更された機能に関する情報を要約し、その参照先を示しています。

•新規および変更されたルーティング機能に関する情報（1ページ）

新規および変更されたルーティング機能に関する情報

参照先導入または変更された

リリース

説明機能

「BGPの実装」の章リリース 6.0.1この機能が導入されま

した。

BGPとOSPFでの過剰
なパントフロートラッ

プ

「BGPの実装」の章リリース 6.0.1この機能が導入されま

した。

BGP用 64-ECMPのサ
ポート
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第 2 章

BGPの実装

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）は、自律システム間にループフリーのドメイン間
ルーティングを作成可能なエクステリアゲートウェイプロトコル（EGP）です。自律システ
ムは、単一の技術管理に基づくルータのまとまりです。自律システム内のルータは、複数の内

部ゲートウェイプロトコル（IGP）を使用して自律システム内のルーティング情報を交換し、
EGPを使用して自律システム外でパケットをルーティングします。

ここでは、Cisco IOS XRソフトウェアでの BGPの概念と設定情報を説明します。

BGPの詳細とこのモジュールに示す BGPコマンドの詳細な説明については、このモジュール
の関連資料（219ページ）の項を参照してください。設定作業の実行中に必要になることのあ
る他のコマンドのドキュメントを見つけるには、Cisco ASR 9000シリーズルータソフトウェ
アマスターコマンド索引で、オンライン検索してください。

（注）

BGPの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース3.7.2

次の機能がサポートされました。

• BGPプレフィックス独立コンバージェンスユニパスプライマリバック
アップ

• BGP Local Label Retention

• 4バイト自律システム番号の asplain表記

• BGPノンストップルーティング

• BGPコマンドに対するコマンドラインインターフェイス（CLI）の一貫
性

• L2VPNアドレスファミリコンフィギュレーションモード

リリース3.9.0

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
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変更内容リリース

次の機能がサポートされました。

• BGP Add Pathアドバタイズメント

•累積 iGP（AiGP）

•プレルート

• IPv4 BGP-Policy Accounting

• IPv6 uRPF

リリース4.0.0

5000 BGP NSRセッションのサポートの追加リリース4.1.0

次の機能が追加されました。

• BGP Accept Own

•不等コストの連続ロードバランシングに対する BGP DMZリンク帯域幅

リリース4.1.1

次の機能がサポートされました。

•選択的 VRFダウンロード

• BGP Multi-Instance/Multi-AS

• BGPの BFDマルチホップサポート

• BGPのエラー処理

分散 BGP（bgp分散スピーカー）の設定のサポートが削除されました。

リリース4.2.0

次の機能がサポートされました。

•グローバルプレフィックス用 BGP 3107 PICアップデート

• RIBおよび FIB用 BGPプレフィックス独立コンバージェンス

• RPKIに基づく BGPプレフィックスの発信元検証

リリース4.2.1

BGP属性のフィルタリング機能が追加されました。リリース4.2.3

アップデート生成のためのBGP-RIBのフィードバックメカニズム機能が追加
されました。

リリース4.3.0

次の機能がサポートされていました。

• BGP VRFダイナミックルートのリーク

label-allocation-modeコマンドは label modeコマンドに名前が変更されていま
す。

リリース4.3.1

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
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変更内容リリース

次の機能がサポートされました。

•ネイバー単位のリンク帯域幅

リリース4.3.2

次の機能がサポートされました。

• L3VPN iBGP-PE-CEの設定

•送信元ベースのフロータグ

•過剰パスの破棄

リリース5.3.1

次の機能がサポートされました。

•グレースフルメンテナンス

•ネイバー単位の TCP MSS

• BGP DMZ総帯域幅

リリース5.3.2

次の機能がサポートされました。

•過剰パントフロートラップ処理

• BGP用 64-ECMP

リリース6.0.1

• BGPの実装の前提条件（5ページ）
• BGPの実装に関する概要（6ページ）
• BGP Monitoring Protocolの概要（94ページ）
• BGPの実装方法（95ページ）
• BGPの実装の設定例（202ページ）
•フロータグの伝達（218ページ）
•次の作業（218ページ）
•その他の参考資料（218ページ）

BGPの実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
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BGPの実装に関する概要
BGPを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

BGP機能の概要
BGPはトランスポートプロトコルとして TCPを使用します。2台の BGPルータが互いの間に
TCP接続を形成し（ピアルータ）、接続パラメータを開いて確認するためにメッセージを交
換します。

BGPルータはネットワーク到達可能性情報を交換します。この情報は、主に、宛先ネットワー
クに到達するためにルートで経由する必要のあるフルパス（BGP自律システム番号）を示し
ます。この情報は、ループフリーである自律システムや、ルーティング動作に制限が適用され

るルーティングポリシーを表すグラフの作成に役立ちます。

TCP接続を確立して BGPルーティング情報を交換している 2台のルータは、ピアまたはネイ
バーと呼ばれます。BGPピアは最初に BGPルーティングテーブル全体を交換します。この交
換の後、ルーティングテーブルが変更されたとき差分更新が送信されます。BGPは BGPテー
ブルのバージョン番号を保存します。これはすべての BGPピアで同一です。ルーティング情
報の変更によって BGPがテーブルを更新するたびに、バージョン番号は変更されます。BGP
ピア間の接続が維持されていることを確認するキープアライブパケットが送信され、エラーま

たは特殊な状態に応じて通知パケットが送信されます。

address-family ipv4 rtfilterコマンドを使用して、RTC（ルートターゲット制約）を有効に
するだけです。BGP EVPNの RTCを有効にするためには個別の設定は必要ありません。

（注）

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3バーチャルプライベートネット
ワーク（VPN）情報を配信するようにBGPを設定する方法については、『CiscoASR9000Series
Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照してください。

BGPによる双方向フォワーディング検出（BFD）のサポートについては、『CiscoASR9000Series
Aggregation Services Router Interface and Hardware Configuration Guide』および
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface and Hardware Command Reference』
を参照してください。

（注）

BGPルータ ID
ネイバー間に BGPセッションを確立するには、BGPにルータ IDを割り当てる必要がありま
す。ルータ IDは、BGPセッションが確立されると、OPENメッセージに含めて BGPピアに送
信されます。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
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BGPは次の方法（プリファレンス順）でルータ IDの取得を試みます。

•ルータコンフィギュレーションモードで bgp router-idコマンドを使用して設定されたア
ドレスを使用する。

•保存されたループバックアドレス設定を使用してルータがブートされた場合に、システム
のループバックインターフェイス上の最大の IPv4アドレスを使用する。

•保存された設定に存在しない場合に、設定される最初のループバックアドレスのプライマ
リ IPv4アドレスを使用する。

このいずれの方法でもルータ IDを取得できない場合、BGPはルータ IDを持たず、BGPネイ
バーとのピアリングセッションを確立できません。そのような場合は、エラーメッセージが

システムログに記録され、show bgp summaryコマンドでは、ルータ IDとして 0.0.0.0が表示
されます。

ルータ IDを取得した BGPでは、さらに適したルータ IDが使用可能になっても、同じルータ
IDの使用を続行します。この使用方法によって、いずれの BGPセッションでも不要なフラッ
ピングが発生しないようにします。一方、現在使用中のルータ IDが無効になった場合（イン
ターフェイスがダウンするか、設定が変更されたことによる）、BGPでは新しいルータ IDを
選択し（上記のルールを使用）、確立したすべてのピアリングセッションをリセットします。

ルータ IDの不要な変更（およびそれによる BGPセッションのフラッピング）を避けるため
に、bgp router-idコマンドを設定することを、強く推奨します。

（注）

BGP最大プレフィックス：過剰パスの破棄
IOS XR BGPの最大プレフィックス機能では、特定のアドレスファミリのネイバーから受信さ
れるプレフィックスの数に上限が課されます。受信されるプレフィックスの数が設定した最大

数を超えると、停止通知がネイバーに送信された後、BGPセッションが終了します（これはデ
フォルト動作です）。手動によるクリアがユーザによって実行されるまで、セッションはダウ

ンしたままになります。セッションは、clear bgpコマンドを使用して再開できます。restart
キーワードを指定した maximum-prefixコマンドを使用して、セッションが自動的に起動され
るまでの期間を設定できます。プレフィックスの上限はユーザが設定できます。ユーザがその

アドレスファミリに対するプレフィックスの最大数を設定していない場合は、デフォルトの制

限値が使用されます。デフォルトの制限については、BGPのデフォルト制限（8ページ）を
参照してください。

過剰パスの破棄

追加パスを廃棄するオプションが、最大プレフィックス設定に追加されました。過剰パスの破

棄オプションを設定すると、プレフィックスが設定した最大値を超えた場合に、ネイバーから

受信された過剰なプレフィックスはすべて廃棄されます。ただし、この廃棄によってセッショ

ンフラップが発生することはありません。

過剰パスの破棄オプションの利点は次のとおりです。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
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• BGPのメモリフットスタンプが制限されます。

•パスが設定された制限を超えるとピアのフラッピングが停止します。

過剰パスの破棄設定が削除されると、BGPは更新機能をサポートしている場合にルート更新
メッセージをネイバーに送信します。それ以外の場合、セッションはフラップします。

同じ回線で、最大プレフィックス値が変更された場合のアクションを次に示します。

•最大値が単独で変更されると、必要に応じてルート更新メッセージが送信されます。

•新しい最大値が現在のプレフィックスカウントステートよりも大きい場合、新しいプレ
フィックスステートが保存されます。

•新しい最大値が現在のプレフィックスカウントステートより小さい場合、新しく設定さ
れたステートの値に一致するように、既存のプレフィックスが一部削除されます。

どのプレフィックスを削除するかを制御する方法は現在ありません。

詳細な設定手順については、過剰パスの破棄の設定（108ページ）を参照してください。

機能制限

これらの制約事項は、過剰パスの破棄機能に適用されます。

•ルータがプレフィックスを廃棄すると、ネットワークの残りと一致せず、ルーティング
ループが起きる可能性があります。

•プレフィックスが廃棄されると、スタンバイおよびアクティブ状態の BGPセッションが
別のプレフィックスを廃棄する可能性があります。その結果、NSRスイッチオーバーに
よって BGPテーブルの矛盾が生じます。

•過剰パスの破棄設定は、ソフト再設定構成と共存できません。

BGPのデフォルト制限
Cisco IOS XR BGPでは、ルータに設定できるネイバーの最大数、および特定のアドレスファ
ミリのピアから受け入れるプレフィックスの最大数に制限を設定しています。この制限は、

ルータにとって、ローカルまたはリモートネイバーのいずれかの設定ミスに起因する、リソー

スの枯渇に対する予防措置となります。BGP設定には、次の制限が適用されます。

•設定できるピアのデフォルトの最大数は 4000です。このデフォルトは、bgp maximum
neighborコマンドを使用して変更できます。制限の範囲は 1～ 15000です。 最大制限値
を超えてさらにピアを設定しようとしたり、現在設定されているピアの数未満の最大制限

値を設定しようとしたりすると失敗します。

•アドバタイズメントによりピアがBGPをフラッディングしないようにするために、サポー
トされているアドレスファミリごとに、1つのピアから受け入れるプレフィックスの数に
対する制限が課されます。デフォルトの制限値は、該当するアドレスファミリのピアに対

して maximum-prefix limitコマンドを設定することにより、上書きできます。ユーザがそ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
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のアドレスファミリに対するプレフィックスの最大数を設定していない場合は、次のデ

フォルト制限値が使用されます。

• IPv4ユニキャスト：1048576

• IPv4ラベル付きユニキャスト：131072

• IPv4トンネル：1048576

• IPv6ユニキャスト：524288

• IPv6ラベル付きユニキャスト：131072

• IPv4マルチキャスト：131072

• IPv6マルチキャスト：131072

• IPv4 MVPN：2097152

• VPNv4ユニキャスト：2097152

• IPv4 MDT：131072

• VPNv6ユニキャスト：1048576

• L2VPN EVPN：2097152

特定のアドレスファミリのピアから受信したプレフィックスの数が、このアドレスファ

ミリに対する最大制限値（デフォルト設定またはユーザ設定のいずれかによる）を超える

と、停止通知メッセージがそのネイバーに送信され、このネイバーとのピアリングが終了

されます。

特定のアドレスファミリのネイバーとのピアリングが確立され、そのネイバーから一定数

のプレフィックスをすでに受信した後で、そのネイバーのプレフィックスの最大数が設定

されていることがあります。設定されたプレフィックスの最大数が、アドレスファミリの

ネイバーからすでに受信したプレフィックスの数よりも小さい場合は、設定直後に停止通

知メッセージがそのネイバーに送信され、そのネイバーとのピアリングが終了されます。

BGPネクストホップトラッキング
ネクストホップ情報が変更されると、BGPはルーティング情報ベース（RIB）から通知を受信
します（イベント駆動型の通知）。BGPは RIBからネクストホップ情報を取得して次の処理
を行います。

•ネクストホップが到達可能であるかどうかを確認する。

•ネクストホップへの完全再帰 IGPメトリックを見つける（最適パス計算で使用）。

•受信したネクストホップを検証する。

•発信ネクストホップを計算する。
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•ネイバーの到達可能性および接続を確認する。

BGPは、次のいずれかのイベントが発生したときに通知を受けます。

•ネクストホップが到達不能になった。

•ネクストホップが到達可能になった。

•ネクストホップへの完全な繰り返し IGPメトリックが変更される。

•ファーストホップの IPアドレスまたはファーストホップのインターフェイスが変更され
る。

•ネクストホップが接続された。

•ネクストホップが接続解除された。

•ネクストホップがローカルアドレスになった。

•ネクストホップが非ローカルアドレスになった。

到達可能性および再帰メトリックイベントは、最適パスの再計算をトリガーします。（注）

RIBからのイベント通知は、クリティカルおよび非クリティカルとして分類されます。クリ
ティカルおよび非クリティカルイベントの通知は、別々のバッチで送信されます。ただし、非

クリティカルイベントが保留中であり、クリティカルイベントを読み込む要求がある場合は、

非クリティカルイベントがクリティカルイベントとともに送信されます。

•クリティカルイベントは、ネクストホップの到達可能性（到達可能と到達不能）、接続
性（接続と非接続）、および局在性（ローカルと非ローカル）に関係があります。これら

のイベントの通知は遅延しません。

•非クリティカルイベントには、IGPメトリックの変更のみが含まれます。これらのイベン
トは 3秒の間隔で送信されます。メトリック変更イベントは最後の 1つが送信されてから
3秒後にバッチ処理され、送信されます。

クリティカルおよび非クリティカルイベントのネクストホップトリガー遅延は、nexthop
trigger-delayコマンドを使用して、クリティカルおよび非クリティカルイベントの最小バッチ
間隔を指定するように設定できます。トリガー遅延は、アドレスファミリに依存します。

BGPネクストホップトラッキング機能では、次の特性を持つルートを持つネクストホップだ
けを BGPルートの解決に使用するように指定することができます。

•集約ルートを回避するために、プレフィックスの長さは指定された値よりも長くなってい
る。

•振動につながる可能性のあるネクストホップの解決にBGPルートが使用されないように、
選択したリストにソースプロトコルが含まれている。
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このルートポリシーのフィルタリングが可能なのは、RIBにより、ネクストホップを解決す
るルートのソースプロトコル、およびこのルートに関連付けられているマスクの長さが特定さ

れるからです。nexthop route-policyコマンドは、ルートポリシーを指定するために使用しま
す。

ネクストホップ接続点を使用したネクストホップのルートポリシーのフィルタリングについて

は、『Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング設定ガイド』
の「Cisco ASR 9000シリーズルータでのルーティングポリシー言語の実装」のモジュールを
参照してください。

範囲を指定した IPv4/VPNv4テーブルウォーク

処理するアドレスファミリを判別するために、ネクストホップと関連付けられたゲートウェ

イコンテキストを逆参照し、次に、ゲートウェイコンテキストを調べてそのゲートウェイコ

ンテキストを使用しているアドレスファミリを判別することにより、ネクストホップ通知が

受信されます。IPv4ユニキャストとVPNv4ユニキャストアドレスファミリは、RIB内の IPv4
ユニキャストテーブルに登録されるため、同じゲートウェイコンテキストを共有します。そ

の結果、RIBから IPv4ユニキャストネクストホップ通知を受信したときは、グローバル IPv4
ユニキャストテーブルとVPNv4テーブルの両方が処理されます。ネクストホップでマスクを
保持することで、そのネクストホップが、IPv4ユニキャストまたは VPNv4ユニキャスト、あ
るいはその両方に属しているかどうかを示します。この範囲を指定したテーブルウォークによ

り、適切なアドレスファミリテーブル内に処理が限定されます。

アドレスファミリ処理の並べ替え

Cisco IOS XRソフトウェアでは、アドレスファミリの数値に基づいてアドレスファミリテー
ブルを探索します。ネクストホップ通知バッチを受信すると、アドレスファミリ処理の順序

が、次の順序に並べ替えられます。

• IPv4トンネル

• VPNv4ユニキャスト

• IPv4ラベル付きユニキャスト

• IPv4ユニキャスト

• IPv4マルチキャスト

• IPv6ユニキャスト

ネクストホップ処理の新規スレッド

spkrプロセスの critical-eventスレッドでは、ネクストホップ、双方向フォワーディング検出
（BFD）、および高速外部フェールオーバー（FEF）の通知のみを処理します。このcritical-event
スレッドによって、BGPコンバージェンスは、大量の時間を必要とするおそれのある他のイベ
ントによる悪影響が確実に受けなくなります。
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show、clear、debugコマンド

show bgp nexthopsコマンドは、ネクストホップ通知に関する統計情報、この通知の処理に費
やした時間、およびRIBに登録されている各ネクストホップに関する詳細を表示します。clear
bgp nexthop performance-statisticsコマンドは、モニタリングを容易にするために、ネクスト
ホップの showコマンドの処理部分に関する累積統計情報をクリアします。clear bgp nexthop
registrationコマンドは、ネクストホップを RIBに非同期的に登録します。ネクストホップの
showコマンドおよび clearコマンドについては、 Routing Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routersの「BGP Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュールを参照し
てください。

debug bgp nexthopコマンドは、ネクストホップ処理の情報を表示します。outキーワードを
指定すると、RIBに登録されている BGPのネクストホップに関するデバッグ情報のみが表示
されます。 in キーワードを指定した場合は、RIBから受信したネクストホップ通知に関する
デバッグ情報が表示されます。 out キーワードでは、RIBに送信されたネクストホップ通知に
関するデバッグ情報が表示されます。『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Debug Command Reference』の「BGP Debug Commands on Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router 」のモジュールを参照してください。

BGPの自律システム番号形式
自律システム番号（ASN）は、自律システム（AS）を識別するために使用されるグローバル
に一意な識別子であり、これにより、ASでは、ネイバー ASとの間で外部ルーティング情報
を交換できるようになります。一意の ASNは、BGPルーティングで使用するために各 ASに
割り当てられます。BGPでは、ASNを 2バイトの番号および 4バイトの番号としてエンコー
ドします。

2バイト自律システム番号形式

2バイト ASNは asplain表記で表されます。2バイトの範囲は 1～ 65535です。

4バイト自律システム番号形式

2バイト自律システム番号（ASN）がいつか枯渇するときに備えて、BGPでは 4バイト ASN
をサポートしています。4バイト ASNは、asplain表記と asdot表記の両方で表されます。

asplain表記での 4バイト ASNのバイトの範囲は 1～ 4294967295です。ASは 4バイトの 10進
数として表されます。4バイト ASNの asplain表現は draft-ietf-idr-as-representation-01.txtで定義
されています。

asdot形式の 4バイトASNの場合は、4バイトの範囲は 1.0～ 65535.65535で、次の形式になり
ます。

high-order-16-bit-value-in-decimal . low-order-16-bit-value-in-decimal

BGPの 4バイト ASN機能は、4バイト AS番号をサポートしていない BGPスピーカーをまた
がって、4バイトをベースとする ASパス情報を伝播するために使用されます。ASNのサイズ
を 2バイトから 4バイトに拡張するための情報については、draft-ietf-idr-as4bytes-12.txtを参照
してください。ASは 4バイトの 10進数として表されます。
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as-formatコマンド

as-formatコマンドは、ASN表記を asdotに設定します。as-formatコマンドを設定していない
場合のデフォルト値は asplainです。

BGPの設定
Cisco IOS XRソフトウェアでの BGPは、特定のネイバーに対するすべての設定を、ネイバー
設定の下の1箇所にまとめる必要のある、ネイバーベースの設定モデルに従っています。ネイ
バー間での設定の共有と、アップデートメッセージの共有のいずれについても、ピアグルー

プはサポートされていません。ピアグループの概念は、BGP設定でテンプレートとして使用
する一連の設定グループおよびネイバー間でアップデートメッセージを共有するために自動生

成されるアップデートグループによって置き換えられました。

コンフィギュレーションモード

BGPコンフィギュレーションは、モードにグループ化されています。ここではいくつかのBGP
コンフィギュレーションモードの開始方法について説明します。現行のモードで ? コマンド
を入力すると、そのモードで使用可能なコマンドを表示できます。

ルータコンフィギュレーションモード

次に、ルータコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configuration
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#

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

次に、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を開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#

ネイバーコンフィギュレーションモード

次に、ネイバーコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#

ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、ネイバー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例を示します。
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#

VRFコンフィギュレーションモード

次に、VPNルーティングおよび転送（VRF）コンフィギュレーションモードを開始する例を
示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)#

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、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する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#

VRFアドレスファミリでの復元力のある CE単位のラベルモードの設定

VRFアドレスファミリに復元力のあるCE単位のラベルモードを設定するには、次のタスクを
実行します。

復元力のあるCE単位の 6PEラベル割り当ては、CRS-1ルータとCRS-3ルータではサポートさ
れていません。ASR 9000ルータでのみサポートされています。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. vrfvrf-instance
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. label mode per-ce
6. 次のいずれかを実行します。

• end
• commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#

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。

ステップ 2 router bgpas-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 666
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 vrfvrf-instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf-pe
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)#

VRFインスタンスを設定します。

ステップ 4 address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 5 label mode per-ce

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# label mode per-ce
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#

復元力のある CE単位のラベルモードを設定します。

ステップ 6 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# end

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィギュレー
ションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを継続す
るには、commitコマンドを使用します。

ルートポリシーを使用した復元力のある CE単位のラベルモードの設定

ルートポリシーを使用して復元力のある CE単位のラベルモードを設定するには、次のタスク
を実行します。

復元力のあるCE単位の 6PEラベル割り当ては、CRS-1ルータとCRS-3ルータではサポートさ
れていません。ASR 9000ルータでのみサポートされています。

（注）

手順の概要

1. configure
2. route-policy policy-name
3. set label mode per-ce
4. 次のいずれかを実行します。

• end
• commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#

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。

ステップ 2 route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy route1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#

ルートポリシーを作成し、ルートポリシーコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 set label mode per-ce

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set label mode per-ce
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#

復元力のある CE単位のラベルモードを設定します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。
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• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィギュレー
ションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを継続す
るには、commitコマンドを使用します。

VRFネイバーコンフィギュレーションモード

次に、VRFネイバーコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

Router(config)# router bgp 140
Router(config-bgp)# vrf vrf_A
Router(config-bgp-vrf)# neighbor 11.0.1.2
Router(config-bgp-vrf-nbr)#

VRFネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、VRFネイバー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例を示しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# neighbor 11.0.1.2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)#

VPNv4アドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、VPNv4ネイバー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例を示し
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 152
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#

L2VPNアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、L2VPNネイバー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例を示
します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# address-family l2vpn vpls-vpws
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
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ネイバーサブモード

Cisco IOS XR BGPでは、ネイバーサブモードを使用することにより、 neighbor キーワードお
よびネイバーアドレスによってすべての設定にプレフィックスを付けることなく、設定を入力

できます。

• Cisco IOSXRソフトウェアにはネイバー用のサブモードがあり、このモードではすべての
コマンドに「neighbor x.x.x.x」というプレフィックスを付ける必要がなくなります。

Cisco IOS XRソフトウェアでの設定は次のとおりです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.23.1.2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast

•ネイバーコンフィギュレーションサブモード内のアドレスファミリコンフィギュレー
ションサブモードは、アドレスファミリ固有のネイバー設定の入力に使用できます。Cisco
IOS XRソフトウェアでの設定は次のとおりです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 2002::2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 2023
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# next-hop-self
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# route-policy one in

•ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションサブモードで、ネイバー固有の IPv4、
IPv6、VPNv4、または VPNv6コマンドを入力する必要があります。Cisco IOS XRソフト
ウェアでの設定は次のとおりです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 109
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.168.40.24
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# maximum-prefix 1000

• VRFネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションサブモードで、ネイバー固有の
IPv4および IPv6コマンドを入力する必要があります。Cisco IOS XRソフトウェアでの設
定は次のとおりです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 110
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# neighbor 11.0.1.2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)# route-policy pass all in

コンフィギュレーションテンプレート

af-group、session-group、および neighbor-groupコンフィギュレーションコマンドは、Cisco
IOS XRソフトウェアでのネイバー設定にテンプレートのサポートを提供します。
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af-groupコマンドは、アドレスファミリ固有のネイバーコマンドを IPv4、IPv6、または IPNv4、
アドレスファミリ内でグループ化するために使用します。同じアドレスファミリコンフィギュ

レーションを持つネイバーは、アドレスファミリ固有の設定のアドレスファミリグループ

（af-group）の名前を使用できます。ネイバーは、useコマンドを使用してアドレスファミリグ
ループから設定を継承します。ネイバーがアドレスファミリグループを使用するように設定

してある場合、ネイバーでは（デフォルトで）アドレスファミリグループから設定全体を継

承します。ただし、そのネイバーに対して明示的に設定されている項目がある場合、ネイバー

では、設定の一部をアドレスファミリグループから継承しません。アドレスファミリグルー

プコンフィギュレーションは、BGPルータコンフィギュレーションモードで入力します。次
に、アドレスファミリグループコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group afmcast1 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)#

アドレスファミリに依存しないコンフィギュレーションをネイバーが継承してくるセッション

グループを作成するには、session-groupコマンドを使用します。ネイバーは、useコマンドを
使用してセッショングループから設定を継承します。ネイバーがセッショングループを使用す

るように設定してある場合、ネイバーでは（デフォルトで）セッショングループの設定全体を

継承します。そのネイバーに直接設定されている場合、ネイバーでは一部の設定をセッション

グループから継承しません。次に、セッショングループコンフィギュレーションモードを開

始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group session1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)#

neighbor-groupコマンドを使用すると、1つ以上のネイバーに同一の設定を適用しやすくなり
ます。ネイバーグループにはセッショングループとアドレスファミリグループを含めること

ができ、またネイバーに対する全体的な設定を含めることができます。ネイバーグループを設

定すると、useコマンドを使用してネイバーはグループの設定を継承できます。ネイバーグ
ループを使用するようにネイバーを設定してある場合、ネイバーでは、ネイバーグループの

BGP設定全体を継承します。

次に、ネイバーグループコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 123
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group nbrgroup1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)#

次に、ネイバーグル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する例を示

します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group nbrgroup1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)#
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•ただし、そのネイバーに対して明示的に設定されている項目がある場合、ネイバーでは、
設定の一部をネイバーグループから継承しません。また、セッショングループまたはア

ドレスファミリグループも使用されている場合は、ネイバーグループの設定の一部が非

表示になることがあります。

Cisco IOS XRソフトウェアでの設定のグループ化は、次の効果を持ちます。

•セッショングループレベルでコマンドを入力すると、アドレスファミリに依存しないコ
マンドが定義されます（ネイバーサブモードでの同じコマンドと同様）。

•アドレスファミリグループレベルでコマンドを入力すると、指定したアドレスファミリ
に対するアドレスファミリ依存のコマンドが定義されます（ネイバーアドレスファミリ

コンフィギュレーションサブモードでの同じコマンドと同様）。

•ネイバーグループレベルでコマンドを入力すると、アドレスファミリに依存しないコマン
ドと、アドレスファミリ依存するコマンドが各アドレスファミリに定義され（使用可能な

すべての neighborコマンドと同様）、アドレスファミリグループのコマンドとセッショ
ングループのコマンドに useコマンドが定義されます。

テンプレート継承ルール

Cisco IOSXRソフトウェアの場合、BGPネイバーまたはグループは、他の設定グループから設
定を継承します。

アドレスファミリに依存しない設定

•ネイバーは、セッショングループおよびネイバーグループから継承できます。

•ネイバーグループは、セッショングループおよび他のネイバーグループから継承できま
す。

•セッショングループは、他のセッショングループから継承できます。

•セッショングループとネイバーグループを使用しているネイバーの場合は、セッション
グループでの設定が、ネイバーグループのグローバルアドレスファミリ設定よりも優先

されます。

アドレスファミリ依存の設定

•アドレスファミリグループは、他のアドレスファミリグループから継承できます。

•ネイバーグループは、アドレスファミリグループおよび他のネイバーグループから継承
できます。

•ネイバーは、アドレスファミリグループおよびネイバーグループから継承できます。

設定グループ継承ルールは、次のように優先順位付けされます。

1. 項目がネイバーに直接設定されている場合は、その値が使用されます。次の例では、ネイ
バーグループとネイバー設定の両方にアドバタイズメント間隔が設定されており、ネイ

バー設定からのアドバタイズメント間隔が使用されています。
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 10.1.1.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# advertisement-interval 20

show bgp neighborsコマンドからの次の出力は、使用されたアドバタイズメント間隔が 20
秒であることを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 10.1.1.1

BGP neighbor is 10.1.1.1, remote AS 1, local AS 140, external link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle
Last read 00:00:00, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 20 seconds

For Address Family: IPv4 Unicast
BGP neighbor version 0
Update group: 0.1
eBGP neighbor with no inbound or outbound policy; defaults to 'drop'
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0, maximum limit 524288
Threshold for warning message 75%

Connections established 0; dropped 0
Last reset 00:00:14, due to BGP neighbor initialized
External BGP neighbor not directly connected.

2. 上記と異なり、セッショングループまたはネイバーグループから継承する設定と、ネイ
バー上での直接設定のある項目の場合は、ネイバー上の設定が使用されます。セッション

グループまたはアドレスファミリグループから継承するように設定されている一方で、

直接設定されている値のないネイバーの場合は、セッショングループまたはアドレスファ

ミリグループにある値が使用されます。次の例では、ネイバーグループとセッショング

ループにアドバタイズメント間隔が設定されており、セッショングループからのアドバタ

イズメント間隔値が使用されています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group AS_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 20
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.168.0.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use session-group AS_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1
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show bgp neighborsコマンドからの次の出力は、使用されたアドバタイズメント間隔が 15
秒であることを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 192.168.0.1

BGP neighbor is 192.168.0.1, remote AS 1, local AS 140, external link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle
Last read 00:00:00, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 15 seconds

For Address Family: IPv4 Unicast
BGP neighbor version 0
Update group: 0.1
eBGP neighbor with no inbound or outbound policy; defaults to 'drop'
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0, maximum limit 524288
Threshold for warning message 75%

Connections established 0; dropped 0
Last reset 00:03:23, due to BGP neighbor initialized
External BGP neighbor not directly connected.

3. 上記の例と異なり、ネイバーグループを使用し、セッショングループもアドレスファミ
リグループも使用しないネイバーの場合は、直接または継承によってネイバーグループ

から設定値を取得できます。次の例では、ネイバーに直接設定されておらず、セッション

グループを使用していないため、ネイバーグループからのアドバタイズメント間隔が使用

されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 150
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group AS_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 20
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.168.1.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1

show bgp neighborsコマンドからの次の出力は、使用されたアドバタイズメント間隔が 15
秒であることを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 192.168.1.1

BGP neighbor is 192.168.2.2, remote AS 1, local AS 140, external link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle
Last read 00:00:00, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 15 seconds

For Address Family: IPv4 Unicast

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
23

BGPの実装

テンプレート継承ルール



BGP neighbor version 0
Update group: 0.1
eBGP neighbor with no outbound policy; defaults to 'drop'
Route refresh request: received 0, sent 0
Inbound path policy configured
Policy for incoming advertisements is POLICY_1
0 accepted prefixes
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0, maximum limit 524288
Threshold for warning message 75%

Connections established 0; dropped 0
Last reset 00:01:14, due to BGP neighbor initialized
External BGP neighbor not directly connected.

同じルールを説明するために、次の例では、アドバタイズメント間隔に 15（セッション
グループから）および25（ネイバーグループから）を設定する方法を示します。セッショ
ングループのアドバタイズメント間隔設定は、ネイバーグループの設定よりも優先され

ます。インバウンドポリシーには、ネイバーグループから POLICY_1が設定されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: routerconfig)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group ADV
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group ADV_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 25
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# route-policy POLICY_1 in
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.168.2.2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use session-group ADV
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group ADV_2

show bgp neighborsコマンドからの次の出力は、使用されたアドバタイズメント間隔が 15
秒であることを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 192.168.2.2

BGP neighbor is 192.168.2.2, remote AS 1, local AS 140, external link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle
Last read 00:00:00, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 15 seconds

For Address Family: IPv4 Unicast
BGP neighbor version 0
Update group: 0.1
eBGP neighbor with no inbound or outbound policy; defaults to 'drop'
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0, maximum limit 524288
Threshold for warning message 75%

Connections established 0; dropped 0
Last reset 00:02:03, due to BGP neighbor initialized
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External BGP neighbor not directly connected.

4. 指定しない場合は、デフォルト値が使用されます。次の例では、ネイバー設定とネイバー
グループ設定のいずれも使用するようにネイバーに設定されていないため、ネイバー

10.0.101.5のアドバタイズメントの最小実行時間間隔は、30秒（デフォルト）に設定され
ています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group adv_15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 10
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 10.0.101.5
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 10.0.101.10
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group adv_15

show bgp neighborsコマンドからの次の出力は、使用されたアドバタイズメント間隔が 30
秒であることを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 10.0.101.5

BGP neighbor is 10.0.101.5, remote AS 1, local AS 140, external link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle
Last read 00:00:00, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 30 seconds

For Address Family: IPv4 Unicast
BGP neighbor version 0
Update group: 0.2
eBGP neighbor with no inbound or outbound policy; defaults to 'drop'
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0, maximum limit 524288
Threshold for warning message 75%

Connections established 0; dropped 0
Last reset 00:00:25, due to BGP neighbor initialized
External BGP neighbor not directly connected.

グループが他のグループから設定を継承する場合に使用される継承ルールは、グループから継

承するネイバーに対して適用されるルールと同じです。

継承した設定の表示

BGPによって継承された設定を表示するには、次の showコマンドを使用します。
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show bgp neighbors

showbgpneighborsコマンドは、ネイバーのBGP設定に関する情報を表示する場合に使用しま
す。

•このネイバーで使用されるセッショングループ、ネイバーグループ、またはアドレスファ
ミリグループから継承するすべての設定など、ネイバーの有効な設定を表示するには、

configurationキーワードを使用します。

•このネイバーで設定を継承できる、セッショングループ、ネイバーグループ、およびアド
レスファミリグループを表示するには、inheritanceキーワードを使用します。

次に示す show bgp neighborsコマンドの例は、この設定例に基づいています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 142
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group GROUP_3 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# next-hop-self
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# route-policy POLICY_1 in
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group GROUP_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# use session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# ebgp-multihop 3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# weight 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# send-community-ebgp
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.168.0.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group GROUP_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# use af-group GROUP_3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# weight 200

次に、 inheritance キーワードを指定した show bgp neighborsコマンドの出力例を示します。
この例は、ネイバーが、ネイバーグループ GROUP_1からセッションパラメータを継承する
こと、ネイバーグループ GROUP_1はセッショングループ GROUP_2から継承していること
を示します。このネイバーは、IPv4ユニキャストパラメータをアドレスファミリグループ
GROUP_3から継承し、IPv4マルチキャストパラメータをネイバーグループGROUP_1から継
承します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 192.168.0.1 inheritance

Session: n:GROUP_1 s:GROUP_2
IPv4 Unicast: a:GROUP_3
IPv4 Multicast: n:GROUP_1

次に、 configuration キーワードを指定した show bgp neighborsコマンドの出力例を示しま
す。この例は、設定の各項目の継承元を示すか、ネイバーへの直接設定（継承元が [ ]）を示し
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ます。たとえば、ebgp-multihop 3コマンドはネイバーグループ GROUP_1から継承されてお
り、next-hop-selfコマンドはアドレスファミリグループ GROUP_3から継承されています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors 192.168.0.1 configuration

neighbor 192.168.0.1
remote-as 2 []
advertisement-interval 15 [n:GROUP_1 s:GROUP_2]
ebgp-multihop 3 [n:GROUP_1]
address-family ipv4 unicast []
next-hop-self [a:GROUP_3]
route-policy POLICY_1 in [a:GROUP_3]
weight 200 []
address-family ipv4 multicast [n:GROUP_1]
default-originate [n:GROUP_1]

show bgp af-group

アドレスファミリグループを表示するには、show bgp af-groupコマンドを使用します。

•このアドレスファミリグループで使用されるアドレスファミリグループから継承したすべ
ての設定など、アドレスファミリグループの有効な設定を表示するには、configuration
キーワードを使用します。

•このアドレスファミリグループで設定を継承できるアドレスファミリグループを表示する
には、inheritanceキーワードを使用します。

•このアドレスファミリグループから設定を継承するネイバー、ネイバーグループ、アドレ
スファミリグループを表示するには、usersキーワードを使用します。

次に示す show bgp af-groupコマンドの例は、この設定例に基づいています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group GROUP_3 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# remove-private-as
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# route-policy POLICY_1 in
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group GROUP_1 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# use af-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# maximum-prefix 2500 75 warning-only
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# default-originate
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group GROUP_2 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# use af-group GROUP_3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# send-community-ebgp
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# send-extended-community-ebgp
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# capability orf prefix both

次に、 show bgp af-group コマンドで configuration キーワードを指定した場合の出力例を示
します。この例では、各設定項目がどこから継承されたかを表しています。default-originate
コマンドは、このアドレスファミリグループで直接設定されています（[]で示されています）。
remove-private-asコマンドは、アドレスファミリグループGROUP_2から継承されています。
アドレスファミリグループ GROUP_2は、アドレスファミリグループ GROUP_3から継承され
ています。
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RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp af-group GROUP_1 configuration

af-group GROUP_1 address-family ipv4 unicast
capability orf prefix-list both [a:GROUP_2]
default-originate []
maximum-prefix 2500 75 warning-only []
route-policy POLICY_1 in [a:GROUP_2 a:GROUP_3]
remove-private-AS [a:GROUP_2 a:GROUP_3]
send-community-ebgp [a:GROUP_2]
send-extended-community-ebgp [a:GROUP_2]

次に、 users キーワードを指定した show bgp af-groupコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp af-group GROUP_2 users

IPv4 Unicast: a:GROUP_1

次に、 inheritance キーワードを指定した show bgp af-groupコマンドの出力例を示します。こ
れは、指定されたアドレスファミリグループ GROUP_1は、GROUP_2アドレスファミリグ
ループを直接使用しており、さらに GROUP_2で GROUP_3アドレスファミリグループを使
用していることを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp af-group GROUP_1 inheritance

IPv4 Unicast: a:GROUP_2 a:GROUP_3

show bgp session-group

セッショングループを表示するには、show bgp session-groupコマンドを使用します。

•このセッショングループで使用されるセッショングループから継承したすべての設定な
ど、セッショングループの有効な設定を表示するには、configurationキーワードを使用し
ます。

•このセッショングループで設定を継承できるセッショングループを表示するには、
inheritanceキーワードを使用します。

•このセッショングループから設定を継承するセッショングループ、ネイバーグループ、ネ
イバーを表示するには、usersキーワードを使用します。

show bgp session-groupコマンドの出力は、次のセッショングループ設定に基づいています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 113
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group GROUP_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# use session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# update-source Loopback 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# use session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# ebgp-multihop 2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# dmz-link-bandwidth

次に、EXECコンフィギュレーション モードで configuration キーワードを指定した show bgp
session-groupコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp session-group GROUP_1 configuration

session-group GROUP_1
ebgp-multihop 2 [s:GROUP_2]
update-source Loopback0 []
dmz-link-bandwidth [s:GROUP_2 s:GROUP_3]

次に示す inheritance キーワードを指定した show bgp session-groupの出力例では、GROUP_1
セッショングループが GROUP_3セッショングループと GROUP_2セッショングループから
セッションパラメータを継承することを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp session-group GROUP_1 inheritance

Session: s:GROUP_2 s:GROUP_3

次に示す usersキーワードを指定した show bgp session-groupの出力例では、GROUP_1セッ
ショングループと GROUP_2セッショングループが GROUP_3セッショングループからセッ
ションパラメータを継承することを示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp session-group GROUP_3 users

Session: s:GROUP_1 s:GROUP_2

show bgp neighbor-group

ネイバーグループを表示するには、show bgp neighbor-groupコマンドを使用します。

•このネイバーグループで使用されるネイバーグループから継承したすべての設定など、ネ
イバーグループの有効な設定を表示するには、configurationキーワードを使用します。

•このネイバーファミリグループで設定を継承できるアドレスファミリグループ、セッショ
ングループ、およびネイバーグループを表示するには、inheritanceキーワードを使用しま
す。

•このネイバーグループから設定を継承するネイバーおよびネイバーグループを表示するに
は、usersキーワードを使用します。

この例は、次のグループ設定に基づいています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group GROUP_3 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# remove-private-as
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# soft-reconfiguration inbound
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# af-group GROUP_2 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# use af-group GROUP_3
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# send-community-ebgp
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# send-extended-community-ebgp
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# capability orf prefix both
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# timers 30 90
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group GROUP_1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 1982
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# use neighbor-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# use session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: routerconfig-bgp-nbrgrp-af)# use af-group GROUP_2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)# weight 100

次に、 configuration キーワードを指定した show bgp neighbor-groupコマンドの出力例を示し
ます。構成セットソースが各コマンドの右側に表示されます。上記の出力で、リモート自律シ

ステムは、ネイバーグループGROUP_1に直接設定されており、送信コミュニティ設定はネイ
バーグループ GROUP_2から継承されています。ネイバーグループ GROUP_2では、アドレ
スファミリグループ GROUP_3から設定を継承しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbor-group GROUP_1 configuration

neighbor-group GROUP_1
remote-as 1982 []
timers 30 90 [n:GROUP_2 s:GROUP_3]
address-family ipv4 unicast []
capability orf prefix-list both [n:GROUP_2 a:GROUP_2]
remove-private-AS [n:GROUP_2 a:GROUP_2 a:GROUP_3]
send-community-ebgp [n:GROUP_2 a:GROUP_2]
send-extended-community-ebgp [n:GROUP_2 a:GROUP_2]
soft-reconfiguration inbound [n:GROUP_2 a:GROUP_2 a:GROUP_3]
weight 100 [n:GROUP_2]

次の例は、inheritanceキーワードを指定した場合の show bgp neighbor-groupコマンドの出力
を示しています。この出力は、指定したネイバーグループ GROUP_1が、ネイバーグループ
GROUP_2からセッション（アドレスファミリ独立）設定パラメータを継承していることを示
しています。ネイバーグループ GROUP_2はセッショングループ GROUP_3からセッション
パラメータを継承しました。また、GROUP_1ネイバーグループはGROUP_2ネイバーグルー
プから IPv4ユニキャスト設定パラメータを継承し、さらに GROUP_2ネイバーグループが
GROUP_2アドレスファミリグループから継承し、GROUP_2アドレスファミリグループ自
体は GROUP_3アドレスファミリグループから継承していることも示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbor-group GROUP_1 inheritance

Session: n:GROUP-2 s:GROUP_3
IPv4 Unicast: n:GROUP_2 a:GROUP_2 a:GROUP_3
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次に、 users キーワードを指定した show bgp neighbor-groupコマンドの出力例を示します。
この出力は、GROUP_1ネイバーグループがGROUP_2ネイバーグループからセッション（ア
ドレスファミリ独立）設定パラメータを継承していることを示しています。GROUP_1ネイ
バーグループは GROUP_2ネイバーグループから IPv4ユニキャスト設定パラメータも継承し
ています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbor-group GROUP_2 users

Session: n:GROUP_1
IPv4 Unicast: n:GROUP_1

デフォルトのアドレスファミリはない

BGPでは、デフォルトアドレスファミリの概念に対応していません。アドレスファミリを
BGPでアクティブにするには、このアドレスファミリをBGPルータコンフィギュレーション
で明示的に設定する必要があります。同様に、このアドレスファミリの BGPセッションをア
クティブにするには、ネイバーでそのアドレスファミリを明示的に設定する必要があります。

ネイバーを設定するために、BGPルータコンフィギュレーションレベルでアドレスファミリ
を設定する必要はありません。ただし、ネイバーにアドレスファミリを設定するには、BGP
ルータコンフィギュレーションレベルでそのアドレスファミリを設定する必要があります。

ネイバーアドレスファミリの組み合わせ

デフォルトのVRFの場合、Cisco IOSXRソフトウェアリリース 6.2.x以降では、IPv4ユニキャ
ストアドレスファミリと IPv4ラベル付きユニキャストアドレスファミリの両方が同じネイ
バーでサポートされています。

デフォルト以外のVRFでは、IPv4ユニキャストアドレスファミリと IPv4ラベル付きユニキャ
ストアドレスファミリはどちらも同じネイバーでサポートされません。ただし、次のエラー

が発生した場合は、 Cisco ASR 9000シリーズルータでこの設定が受け入れられます。
bgp[1051]: %ROUTING-BGP-4-INCOMPATIBLE_AFI : IPv4 Unicast and IPv4 Labeled-unicast Address
families together are not supported under the same neighbor.

1つの BGPセッションに IPv4ユニキャストと IPv4ラベル付きユニキャストAFI/SAFの両方が
ある場合、ルーティング動作は非決定的になります。したがって、プレフィックスが正しくア

ドバタイズされない場合があります。プレフィックスが正しくアドバタイズされないと、到達

可能性の問題が発生します。このような到達可能性の問題を回避するには、IPv4ユニキャスト
または IPv4ラベル付きユニキャストアドレスファミリのいずれかを介してプレフィックスを
アドバタイズするルートポリシーを明示的に設定する必要があります。

ルーティングポリシーの強制適用

外部 BGP（eBGP）ネイバーには、インバウンドおよびアウトバウンドのポリシーを設定する
必要があります。ポリシーが設定されていない場合、そのネイバーからのルートは受け入れら

れず、いずれのルートもそのネイバーにアドバタイズされません。この付加的なセキュリティ
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手段によって、設定を誤って省略した場合に、ルートが偶然受け入れられたり、アドバタイズ

されたりすることが決してなくなります。

この制約は eBGPネイバー（このルータと異なる自律システムに属すネイバー）だけに適用さ
れます。内部 BGP（iBGP）ネイバー（同じ自律システム内のネイバー）の場合は、ポリシー
がなければ、すべてのルートが受け入れられるか、アドバタイズされます。

（注）

次の例では、すべてのルートが変更なしで許可およびアドバタイズされる場合に、eBGPネイ
バーに対して単純な pass-allポリシーが設定されています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy pass-all
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

ネイバーに pass-allポリシーを適用するには、ネイバーアドレスファミリコンフィギュレー
ションモードで route-policy (BGP)コマンドを使用します。次の例は、ネイバー 192.168.40.42
からの受信と、このネイバーに対するすべての IPv4ユニキャストルートのアドバタイズを、
すべての IPv4ユニキャストルートに許可する方法を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 192.168.40.24
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as 21
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# route-policy pass-all in
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# route-policy pass-all out
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# commit

すべてのアクティブアドレスファミリに対するインバウンドとアウトバウンドの両方のポリ

シーを持っていない eBGPネイバーを表示するには、show bgp summaryコマンドを使用しま
す。次の例の出力では、該当する eBGPネイバーが感嘆符（!）によって示されています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp all all summary

Address Family: IPv4 Unicast
============================

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 1
BGP generic scan interval 60 secs
BGP main routing table version 41
BGP scan interval 60 secs
BGP is operating in STANDALONE mode.

Process RecvTblVer bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 41 41 41

Neighbor Spk AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down St/PfxRcd
10.0.101.1 0 1 919 925 41 0 0 15:15:08 10
10.0.101.2 0 2 0 0 0 0 0 00:00:00 Idle

Address Family: IPv4 Multicast
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==============================

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 1
BGP generic scan interval 60 secs
BGP main routing table version 1
BGP scan interval 60 secs
BGP is operating in STANDALONE mode.

Process RecvTblVer bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 1 1 1

Some configured eBGP neighbors do not have both inbound and
outbound policies configured for IPv4 Multicast address family.
These neighbors will default to sending and/or receiving no
routes and are marked with ’!’ in the output below. Use the
’show bgp neighbor <nbr_address>’ command for details.

Neighbor Spk AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down St/PfxRcd
10.0.101.2 0 2 0 0 0 0 0 00:00:00 Idle!

Address Family: IPv6 Unicast
============================

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 1
BGP generic scan interval 60 secs
BGP main routing table version 2
BGP scan interval 60 secs
BGP is operating in STANDALONE mode.

Process RecvTblVer bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 2 2 2

Neighbor Spk AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down St/PfxRcd
2222::2 0 2 920 918 2 0 0 15:15:11 1
2222::4 0 3 0 0 0 0 0 00:00:00 Idle

Address Family: IPv6 Multicast
==============================

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 1
BGP generic scan interval 60 secs
BGP main routing table version 1
BGP scan interval 60 secs
BGP is operating in STANDALONE mode.

Process RecvTblVer bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 1 1 1

Some configured eBGP neighbors do not have both inbound and
outbound policies configured for IPv6 Multicast address family.
These neighbors will default to sending and/or receiving no
routes and are marked with ’!’ in the output below. Use the
’show bgp neighbor <nbr_address>’ command for details.

Neighbor Spk AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down St/PfxRcd
2222::2 0 2 920 918 0 0 0 15:15:11 0
2222::4 0 3 0 0 0 0 0 00:00:00 Idle!
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テーブルポリシー

BGPのテーブルポリシー機能を使用すると、ルートのトラフィック索引の値をグローバルルー
ティングテーブルにインストールされるときに設定できます。この機能を有効にするには

table-policyコマンドを使用します。また BGPポリシーアカウンティング機能もサポートされ
ています。

BGPポリシーアカウンティングでは、BGPルートに設定されたトラフィック索引を使用して
さまざまなカウンタをトラックします。テーブルポリシーの使用法の詳細については、『

Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「 Implementing Routing Policy
on Cisco ASR 9000 Series Router 」のモジュールを参照してください。BGPポリシーアカウン
ティングの詳細については、『 IP Addresses and Services Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routers』の「 Cisco Express Forwarding Commands on Cisco ASR 9000 Series Router 」のモ
ジュールを参照してください。

テーブルポリシーを使用すると、一致基準に基づいて RIBからのルートをドロップすること
もできます。この機能は特定のアプリケーションにおいて有用ですが、BGPがグローバルルー
ティングおよびフォワーディングテーブルにインストールしていないネイバーに対して、BGP
がルートをアドバタイズするところに、簡単にルーティング「ブラックホール」が作成されて

しまうため、注意して使用する必要があります。

アップデートグループ

BGPアップデートグループ機能には、アウトバウンドポリシーを共有し、アップデートメッ
セージを共有できるネイバーのアップデートグループをダイナミックに計算し、最適化する新

しいアルゴリズムが含まれています。BGPアップデートグループ機能では、アップデートグ
ループレプリケーションはピアグループコンフィギュレーションから分離されるため、ネイ

バーコンフィギュレーションのコンバージェンス時間が短縮され、柔軟性が高まります。

この機能を使用するには、次の概念を理解しておく必要があります。

関連トピック

BGPアップデートの生成およびアップデートグループ （34ページ）
BGPアップデートグループ （34ページ）

BGPアップデートの生成およびアップデートグループ

BGPアップデートグループ機能により、BGPアップデートの生成がネイバー設定から分離さ
れます。BGPアップデートグループ機能により、アウトバウンドルーティングポリシーに基
づいて BGPアップデートグループメンバーシップを動的に計算するアルゴリズムが導入され
ます。この機能に対してネットワークオペレータによる設定は不要です。アップデートグルー

プをベースとするメッセージ生成は自動的かつ個別に行われます。

BGPアップデートグループ

設定の変更があった場合、ルータでは、アップデートグループメンバーシップを自動的に再

計算し、変更を適用します。
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BGPアップデートグループの生成を最適化するには、ネットワークオペレータは、類似する
アウトバウンドポリシーを持つネイバーのアウトバウンドルーティングポリシーを同じもの

にしておくことを推奨します。この機能には、BGPアップデートグループを監視するための
コマンドが含まれます。

BGPコストコミュニティ
BGPコストコミュニティは非過渡的な拡張コミュニティ属性で、内部 BGP（iBGP）およびコ
ンフェデレーションピアへ渡されますが、外部 BGP（eBGP）ピアへは渡されません。コスト
コミュニティ機能により、コスト値を特定のルートに割り当てることで、ローカルルートプ

リファレンスをカスタマイズし、最適パス選択プロセスに反映させることができます。拡張コ

ミュニティ形式は、最適パスアルゴリズムの異なるポイントでの最適パスの決定に影響する標

準の挿入ポイント（POI）を定義します。

コストコミュニティ属性は、ルートポリシーで set extcommunity costコマンドを設定するこ
とにより、内部ルートに適用されます。set extcommunity costコマンドについては、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「Routing
Policy Language Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ 」のモジュールを参照してくだ
さい。cost community set句は、コストコミュニティ ID番号（0～ 255）およびコストコミュ
ニティ番号（0～4294967295）を使用して設定されます。コストコミュニティ番号によってパ
スの優先度が判断されます。最も低いコストコミュニティ番号を持つパスが優先されます。コ

ストコミュニティ番号を具体的に設定していないパスには、デフォルトのコストコミュニティ

番号である 2147483647（0～ 4294967295の中央値）が割り当てられ、最適パス選択プロセス
により評価されます。2つのパスが同じコストコミュニティ番号を使用して設定されている場
合、パス選択プロセスでは最も低いコストコミュニティ IDのパスが優先されます。このコス
ト拡張コミュニティリンク属性は、拡張コミュニティ交換がイネーブルなとき、iBGPピアに
伝播します。

次のコマンドには route-policyキーワードが含まれています。このキーワードは、costcommunity
set句で設定されるルートポリシーを適用するために使用できます。

• aggregate-address

• redistribute

• network

BGPコストコミュニティはどのように最適パス選択プロセスに影響するか

BGP最適パス選択プロセスは、挿入ポイント（POI）においてコストコミュニティ属性の影響
を受けます。デフォルトでは、POIは、内部ゲートウェイプロトコル（IGP）メトリック比較
に従います。同一の宛先に向かう複数のパスを受信したとき、BGPでは最適パス選択プロセス
を使用して、いずれのパスが最適パスであるのかを決定します。最良パスは BGPにより自動
的に決定され、ルーティングテーブルにインストールされます。複数の等コストパスが使用可

能な場合、POIで個別のパスにプリファレンスを割り当てることができます。ローカルの最適
パス選択で POIが有効でない場合は、コストコミュニティ属性は暗黙的に無視されます。
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コストコミュニティは、最初に POIで、次にコミュニティ IDでソートされます。コストコ
ミュニティ属性を使用して、同一の POIに対し複数のパスを設定できます。最も低いコスト
コミュニティ IDを持つパスが最優先で検討されます。つまり、特定の POIに対するすべての
コストコミュニティパスは、最も低いコストコミュニティを持つパスから検討されていきま

す。コストコミュニティコストを持たないパス（評価中の POIおよびコミュニティ ID）に
は、デフォルトのコミュニティコスト値（2147483647）が割り当てられます。コストコミュ
ニティ値が等しい場合、コストコミュニティ比較は、その POIで次に低いコミュニティ IDに
進みます。

最も低いコストコミュニティを持つパスを選択するには、両方のパスのコストコミュニティ

を同時に探索します。これを行うには、コストコミュニティのチェーンにポインタを2つ設定
し、各パスに 1つずつ割り当て、POIに対する探索の各ステップでコミュニティ IDの順に両
方のポインタを次のコストコミュニティに進め、最良のパスが選ばれたとき、または比較して

順位が付かなくなったときに終了します。探索の各ステップで、次のチェックが実行されま

す。

If neither pointer refers to a cost community,
Declare a tie;

Elseif a cost community is found for one path but not for the other,
Choose the path with cost community as best path;

Elseif the Community ID from one path is less than the other,
Choose the path with the lesser Community ID as best path;

Elseif the Cost from one path is less than the other,
Choose the path with the lesser Cost as best path;

Else Continue.

パスにコストコミュニティ属性が設定されていない場合、最適パス選択プロセスはそのパスに

デフォルトのコスト値（最大値 4294967295の半分である 2147483647）が割り当てられている
ものと見なします。

（注）

POIでコストコミュニティ属性を適用することで、ローカルの自律システムまたはコンフェデ
レーションにおける任意の部分にあるピアを起点とするか、このピアで学習したパスに、値を

割り当てることができるようになります。コストコミュニティは、最適パス選択プロセス中の

「タイブレーカー」として使用できます。同一の自律システムまたはコンフェデレーションに

おける別個の等コストパスに対し、コストコミュニティのインスタンスを複数設定できます。

たとえば、複数の等コスト出口ポイントがあるネットワークにおいて、特定の出口パスに、よ

り低いコストコミュニティ値を適用すれば、その出口パスは BGP最適パス選択プロセスによ
り優先されることになります。マルチエグジット IGPネットワークにおけるルートプリファ
レンスの反映（38ページ）に記載されているシナリオを参照してください。

BGPでは、コストコミュニティの比較がデフォルトで有効になっています。比較を無効にする
には、bgp bestpath cost-community ignoreコマンドを使用します。

（注）
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BGP最適パス選択処理については、BGP最適パスアルゴリズム（43ページ）を参照してく
ださい。

集約ルートおよびマルチパスに対するコストコミュニティのサポート

BGPコストコミュニティ機能では、集約ルートおよびマルチパスをサポートしています。コ
ストコミュニティ属性は、いずれかのルートのタイプに適用できます。コストコミュニティ

属性は、コストコミュニティ属性を伝送するコンポーネントルートから集約ルートまたはマ

ルチパスルートに渡されます。一意の IDのみが渡され、いずれの個別コンポーネントルート
についても、最大のコストのみが、IDごとの集約に対して適用されます。複数のコンポーネ
ントルートに同一の IDが含まれる場合は、設定されている最大のコストがルートに適用され
ます。たとえば、次の 2つのコンポーネントルートは、インバウンドルートポリシーを使用
してコストコミュニティ属性が設定されています。

• 10.0.0.1

• POI=IGP

•コストコミュニティ ID=1

•コスト番号=100

• 192.168.0.1

• POI=IGP

•コストコミュニティ ID=1

•コスト番号=200

これらのコンポーネントルートを集約するか、マルチパスとして設定した場合は、コスト

値 200が最大のコストであるため、この値がアドバタイズされます。

1つ以上のコンポーネントルートがコストコミュニティ属性を伝送しない場合、またはこ
れらのコンポーネントルートに異なる IDが設定されている場合は、デフォルト値
（2147483647）が、集約ルートまたはマルチパスルートに対してアドバタイズされます。
たとえば、次の 3つのコンポーネントルートは、インバウンドルートポリシーを使用し
てコストコミュニティ属性が設定されています。ただし、これらのコンポーネントルー

トには 2つの異なる IDが設定されています。

• 10.0.0.1

• POI=IGP

•コストコミュニティ ID=1

•コスト番号=100

• 172.16.0.1

• POI=IGP

•コストコミュニティ ID=2
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•コスト番号=100

• 192.168.0.1

• POI=IGP

•コストコミュニティ ID=1

•コスト番号=200

アドバタイズされる単一のパスには、次のような集約コストコミュニティなどがありま

す。

{POI=IGP, ID=1, Cost=2147483647} {POI-IGP, ID=2, Cost=2147483647}

マルチエグジット IGPネットワークにおけるルートプリファレンスの反映

次の図は、エッジに 2つの自律システム境界ルータ（ASBR）がある IGPネットワークを示し
ます。各 ASBRは、ネットワーク 10.8/16に対して等コストパスを持ちます。

図 1 :マルチエグジットポイントの IGPネットワーク

BGPでは、両パスは等しいと見なされます。マルチパスロードシェアリングが設定されてい
る場合は、ルーティングテーブルへの両方のパスが組み込まれ、トラフィックの負荷を分散す

るために使用されます。マルチパスロードバランシングが設定されていない場合、BGPによ
り最初に最適パスであると学習されたパスが選択され、ルーティングテーブルに組み込まれま

す。この動作は、一部の条件下では望ましくない場合があります。たとえば、パスは最初に

ISP1 PE2から学習されますが、ISP1 PE2と ASBR1間のリンクは低速リンクです。

コストコミュニティ属性のコンフィギュレーションを使用して ASBR2が学習したパスにより
低いコストコミュニティ値を適用することで、BGP最適パス選択プロセスに影響を与えるこ
とができます。たとえば、次のコンフィギュレーションは ASBR2に適用されています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy ISP2_PE1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set extcommunity cost (1:1)
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上記のルートポリシーでは、コストコミュニティ番号値の 1がルート 10.8.0.0に適用されま
す。デフォルトでは、ASBR1で学習したパスにはコストコミュニティ番号 2147483647が割り
当てられます。ASBR2から学習したパスのコストコミュニティ番号の方が小さいため、この
パスが優先されます。

バックドアリンクを持つ EIGRP MPLS VPN PE-CEに対する BGPコストコミュニティサ
ポート

バックドアリンクの方が先に学習された場合、BGPでは、EIGRP MPLS VPNトポロジのバッ
クドアリンクを優先します。（バックドアリンクまたはルートは、リモートサイトとメイン

サイトの間の VPNの外部に設定される接続で、たとえば、リモートサイトを企業ネットワー
クへ接続するWAN専用線などがあります）。

BGPコストコミュニティの「準最適パス」挿入ポイント（POI）機能は、VPNおよびバック
ドアリンクが混在するEIGRPVPNネットワークトポロジをサポートしています。この POIは
BGPに再配布される EIGRPルートに自動的に適用されます。「準最適パス」POIは、EIGRP
のルートタイプおよびメトリックを伝送します。この POIは、BGPがその他のあらゆる比較
ステップの前にこのPOIを検討するように影響を与えておくことで、最適パス計算プロセスに
作用します。設定は必要ありません。PE、CE、またはバックドアルータに Cisco IOS XRソフ
トウェアがインストールされている場合、この機能は、EIGRP VPNサイトについて自動的に
有効にされます。

EIGRP MPLS VPNの設定については、 MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routersを参照してください。

図 2 :コストコミュニティを使用してバックドアリンクをサポートする方法を示すネットワーク

この図は、コストコミュニティを使用して、ネットワークのバックドアリンクをサポートす

る方法を示します。

次に、PE1におけるイベントシーケンスを示します。

1. PE1では、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを実行している CE1から
EIGRPを介して IPv4プレフィックス 10.1.1.0/24を学習します。EIGRPは最適パスを選
択して、RIBに組み込みます。コスト拡張コミュニティのエンコードと、RIBに対する
この情報の追加も行います。
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2. ルートは BGPに再配布されます（IGP-to-BGP再配布が設定されていることを想定）。
BGPでは、再配布プロセスを介して、ルートからコスト拡張コミュニティも受け取りま
す。

3. 新しく再配布されたプレフィックスの最適パスを BGPが判別すると、そのパスは PEピ
ア（PE2）にアドバタイズされます。

4. PE2では、BGP VPNv4プレフィックス route_distinguisher:10.1.1.0/24をコストコミュニ
ティとともに受信します。CE2では、おそらくは、EIGRPを介してPE2に同じプレフィッ
クスをアドバタイズします（CE1とCE2の間にバックドアリンクがあるため）。通常、
PE2 BGPでは、再配布プロセスによって、コストコミュニティ値とともに CEルートを
すでに学習しています。

5. PE2には、BGPのパスが 2つあります。マルチパス BGPを介するコストコミュニティ
cost1のパス（PE1）と、EIGRPネイバーを介するコストコミュニティ cost2の別のパス
（CE2）です。

6. PE2では、拡張された BGP最適パス計算を実行します。

7. PE2は、適切なコストコミュニティ値を渡して、RIBに最適パスを組み込みます。

8. PE2 RIBには、10.1.1.0/24に対するパスが 2つあります。EIGRPによって追加されたコ
ストコミュニティ cost2のパスと、BGPによって追加されたコストコミュニティ cost1
の別のパスです。両方のルートパスがコストコミュニティを持つため、RIBでは、まず
コストを比較します。BGPパスのコストコミュニティの方が低いため、これが選択され
て、RIBにダウンロードされます。

9. PE2 RIBでは、VRFを介して BGPパスを EIGRPに再配布します。パスが 2個あるため
EIGRPは拡散更新アルゴリズム（DUAL）を実行し、BGP再配布パスを選択します。

10. PE2EIGRPは、このパスをCE2にアドバタイズします。これにより、このパスは、MPLS
ネットワークを介してトラフィックを送信するために、このプレフィックス対して使用

されるネクストホップになります。

ルーティング情報ベースへのルートの追加

最適パス計算の後で、ソーシングされていないパスが最適パスになった場合、BGPでは、この
ルートをルーティング情報ベース（RIB）に追加し、他の IGP拡張コミュニティと一緒にコス
トコミュニティを渡します。

パスを含むルートがプロトコルによってRIBに追加される場合、RIBでは、現在の最適パスを
調べてルートを確認し、追加されたパスを調べてコスト拡張コミュニティを確認します。コス

ト拡張コミュニティが見つかった場合、RIBでは、コストコミュニティの設定を比較します。
比較して順位が付く場合は、適切な最適パスが選択されます。比較して順位が付かない場合、

RIBでは、最適パスアルゴリズムの残りの手順に進みます。現在の最適パスと追加されたパス
のいずれにもコストコミュニティがない場合、RIBでは、最適パスアルゴリズムの残りの手
順を続行します。BGP最適パスアルゴリズムについては、BGP最適パスアルゴリズム（43
ページ）を参照してください。
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BGP DMZ総帯域幅
BGPは、内部 BGP（iBGP）ピアへのルートをアドバタイズするときに、外部 BGP（eBGP）
マルチパスの dmz-link bandwidth値の集約をサポートしています。

帯域幅を集約するための明示的なコマンドはありません。帯域幅は、次の条件を満たしている

場合に集約されます。

•ネットワークにはマルチパスがあり、すべてのマルチパスにはリンク帯域幅の値がありま
す。

• next-hop-selfに設定されたネクストホップ属性。指定されたネイバーにアドバタイズされ
るすべてのルートのネクストホップ属性をローカルルータのアドレスに設定します。

• dmz-link bandwidthの値を変更する可能性があるアウトバウンドポリシーは設定されてい
ません。

•マルチパス（eBGPまたは iBGP）のいずれかの dmz-link bandwidth値が不明な場合、ベス
トパスを含むすべてのマルチパスの dmz-link値はルーティング情報ベース（RIB）にダウ
ンロードされません。

• iBGPマルチパスの dmz-link bandwidth値は、集約時に考慮されません。

•集約値でアドバタイズされるルートは、ベストパスまたは追加パスにすることができま
す。

•追加パスは、ネクストホップが維持されるため、DMZリンクの帯域幅集約には適してい
ません。追加パスの next-hop-selfの設定はサポートされていません。

• VPNv4およびVPNv6 afiの場合、f dmz link-bandwidth値はアウトバウンドルートポリシー
を使用し、ルートテーブルを指定するか、または additiveキーワードを使用して設定され
ます。また、これによってピアの受信端でルートがインポートされなくなります。

extcommunity-set bandwidth dmz_ext
1:8000

end-set
!
route-policy dmz_rp_vpn
set extcommunity bandwidth dmz_ext additive <<< 'additive' keyword.
pass

end-policy

（注）

例

ネットワーク内の内部ルータに接続されたルタ 1とルータ 2の 2台のルータについて
検討してみましょう。ルータ 1は、2つの異なる ISPから 50と 20の帯域幅をアドバ
タイズします。ルータ 2は、2つの異なる ISPから 60と 30の帯域幅をアドバタイズ
します。ベストパスアルゴリズムを使用すると、内部ルータに対してルータ 1は 50の
帯域幅をアドバタイズし、ルータ 2は 60の帯域幅をアドバタイズします。これによ
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り、トラフィックフローが削減されます。ただし、帯域幅を集約することで、ルータ

1は 70（50 + 20）の帯域幅をアドバタイズし、ルータ 2は 90（60 + 30）の帯域幅をア
ドバタイズします。これにより、トラフィックフローが増加します。

BGP DMZ総帯域幅の設定：例

次に、ボーダーゲートウェイプロトコルの緩衝地帯（BGPDMZ）リンク帯域幅の設定例を示
します。トポロジ、R1---(iBGP)---R2---(iBGP)---R3について検討してみましょう。

1. R1では次のようになります。
bgp: prefix p/n has:
path 1(bestpath) with LB value 100
path 2(ebgp multipath) with LB value 30
path 3(ebgp multipath) with LB value 50

ベストパスがR2にアドバタイズされると、集約されたDMZリンクの帯域幅の値 180を送
信します。パス 1、2、および 3の集約値。

2. R2では次のようになります。
bgp: prefix p/n has:
path 1(bestpath) with LB value 60
path 2(ebgp multipath) with LB value 200
path 3(ebgp multipath) with LB value 50

ベストパスがR3にアドバタイズされると、集約されたDMZリンクの帯域幅の値 310を送
信します。パス 1、2、および 3の集約値。

3. R3では次のようになります。
bgp: prefix p/n has:
path 1(bestpath) with LB 180 {learned from R1}
path 2(ibgp multipath) with LB 310 {learned from R2}

ポリシーベースのリンク帯域幅の設定：例

次に、ポリシーベースの DMZリンク帯域幅を設定する例を示します。リンク帯域幅の拡張コ
ミュニティは、ネイバーインまたはネイバーアウトのポリシー接続点で、パスごとに設定でき

ます。dmz-link-bandwidthノブは、eBGPネイバーコンフィギュレーションモードで設定され
ます。この特定のネイバーから受信したすべてのパスは、iBGPピアに送信されるときに、リ
ンク帯域幅拡張コミュニティでマークされます。

1. インバウンドまたはアウトバウンドのルートポリシーを設定します。
extcommunity-set bandwidth dmz_ext
1:1290400000

end-set
!
route-policy dmz_rp
set extcommunity bandwidth dmz_ext
pass

end-policy
!

neighbor 10.0.101.1
remote-as 1001
address-family ipv4 unicast
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route-policy dmz_rp in <<< Inbound route-policy.
route-policy pass out
!

2. BGPネイバーで dmz-link-bandwidthを設定します。
neighbor 10.0.101.2
remote-as 1001
dmz-link-bandwidth <<< Under neighbor.
address-family ipv4 unicast
route-policy pass in
route-policy pass out
!

ポリシーベースの拡張コミュニティセットの詳細については、『Cisco ASR 9000シリーズアグ
リゲーションサービスルータルーティング設定ガイド』の「ルーティングポリシーの実装」

の章を参照してください。

BGP用 64-ECMPのサポート
IOS XRでは、BGPに最大 64の等コストマルチパス（ECMP）ネクストホップを設定できま
す。過負荷状態のルータが64を超えるLSPのトラフィックをロードバランシングできる場合、
ネットワークに 64-ECMPが必要です。

BGP最適パスアルゴリズム
BGPルータは、通常は同じ宛先に対する複数のパスを受信します。BGPの最適パスアルゴリ
ズムは、IPルーティングテーブルに格納し、トラフィックの転送に使用する最適なパスを決
めるものです。この項では、インターネット技術特別調査委員会（IETF）のネットワークワー
キンググループによる draft-ietf-idr-bgp4-24.txt資料の 9.1項で指定されている BGP最適パスア
ルゴリズムの Cisco IOS XRソフトウェア実装について説明します。

BGP最適パスアルゴリズムは、次の 3つのパートに分かれて実行されます。

•パート 1：2つのパスを比較して、いずれが優れているのかを判別します。

•パート 2：すべてのパスを順に処理し、全体として最適なパスを選択するためにパスを比
較する順序を決定します。

•パート 3：新しい最適パスを使用するに足るだけの差が新旧の最適パスにあるかどうかを
判別します。

比較演算が推移的ではないため、パート 2で決定された比較の順序は重要です。つまり、3つ
のパス、A、B、Cがある場合、Aと Bを比較したときに Aの方が優れていて、Bと Cと比較
したときに Bの方が優れている場合、Aと Cを比較したときに必ずしも Aが優れているとは
限りません。この非推移性は、Multi ExitDiscriminator（MED）が、すべてのパス間ではなく、
同じネイバー自律システム（AS）からのパス間のみで比較されるために生じます。

（注）
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パスのペアの比較

2つのパスを比較して、優れたパスを判別するには、次の手順を実行します。

1. いずれかのパスが無効な場合（可能な最大MED値を持つパス、到達不能なネクストホッ
プを持つパスなど）、もう一方のパスが選択されます（そのパスが有効な場合）。

2. パスの準最適パスコストコミュニティが等しくない場合は、準最適パスコストコミュ

ニティの低いパスが最適パスとして選択されます。

3. パスの重みが等しくない場合は、重みが最大のパスが選択されます。

重みは完全にルータにローカルであり、weightコマンドまたはルーティングポリシーを使用し
て設定できます。

（注）

4. パスのローカルプリファレンスが等しくない場合は、ローカルプリファレンスが高い方

のパスが選択されます。

パスとともにローカルプリファレンス属性を受信したか、ルーティングポリシーによって設

定された場合は、その値が、この比較で使用されます。それ以外の場合は、デフォルトローカ

ルプリファレンス値の 100が使用されます。デフォルト値は、bgp default local-preferenceコマ
ンドを使用して変更できます。

（注）

5. パスの 1つが再配布されたパス、つまり redistributeコマンドまたは networkコマンド
によるパスの場合は、そのパスが選択されます。それ以外の場合、パスの 1つがローカ
ルで作成された集約パスのとき、つまり aggregate-addressコマンドによるパスのときは、
そのパスが選択されます。

ステップ 1～ステップ 4では、RFC 1268の「Path Selection with BGP」を実装します。（注）

6. パス間でASパスの長さが異なる場合は、ASパスの短い方のパスが選択されます。この
ステップは、bgp bestpath as-path ignoreコマンドが設定されている場合は省略されます。

ASパスの長さを計算する場合は、コンフェデレーションセグメントは無視され、ASセット
は 1としてカウントされます。

（注）

eiBGPは、内部および外部の BGPマルチパスピアを指定します。eiBGPでは、内部および外
部のパスを同時に使用できます。

（注）
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7. パス間で起点が異なる場合は、起点の値が低い方のパスが選択されます。内部ゲートウェ

イプロトコル（IGP）は EGPよりも低く、EGPは INCOMPLETEより低いと見なされま
す。

8. 該当する場合は、パスのMEDが比較されます。等しくない場合は、MEDの低いパスが
選択されます。

このステップが実行されるかどうかに影響するコンフィギュレーションオプションは多

数あります。一般に、MEDはパスが両方のパスが同じASにあるネイバーから受信され
た場合に比較され、それ以外の場合はMED比較はスキップされます。ただし、この動
作は特定のコンフィギュレーションオプションによって変更され、考慮すべきいくつか

の場合があります。

bgp bestpath med alwaysコマンドが設定されている場合、MED比較は、パス内のネイ
バー ASにかかわらず、常に実行されます。それ以外の場合、MED比較は、次のよう
に、比較する 2つのパスの ASパスによって異なります。

•パスに ASパスがない場合、または ASパスが AS_SETで始まる場合、パスは内部
と見なされ、MEDは他の内部パスと比較されます。

• ASパスが AS_SEQUENCEで開始されている場合、ネイバー ASは、シーケンスの
最初のAS番号であり、MEDは、同じネイバーASを持つ他のパスと比較されます。

• ASパスがコンフェデレーションセグメントのみを含むか、コンフェデレーション
セグメントで開始されてAS_SETが続く場合、MEDは、他のいずれのパスとも比較
されません。ただし、bgp bestpath med confedコマンドが設定されている場合を除
きます。その場合、パスは内部であると見なされ、MEDは他の内部パスと比較され
ます。

• ASパスがコンフェデレーションセグメントとそれに続くAS_SEQUENCEで開始し
ている場合、ネイバーASはAS_SEQUENCEの最初のAS番号であり、MEDは同じ
ネイバー ASを持つ他のパスと比較されます。

パスとともにMED属性を受信しなかった場合、MEDは 0であると見なされます。ただし、
bgpbestpathmedmissing-as-worstコマンドが設定されている場合を除きます。この場合、MED
属性が受信されていない場合、MEDは最高値と見なされます。

（注）

9. パスの 1つを外部ピアから受信し、もう 1つを内部（またはコンフェデレーション）ピ
アから受信した場合は、外部ピアからのパスが選択されます。

10. パスのネクストホップへの IGPメトリックが異なる場合、IGPメトリックが小さい方の
パスが選択されます。

11. パスの IPコストコミュニティが等しくない場合は、IPコストコミュニティの低いパス
が最適パスとして選択されます。

12. ステップ 1～ステップ 10ですべてのパスパラメータが一致している場合は、ルータ ID
が比較されます。送信元属性付きでパスを受信した場合は、この属性が比較対象のルー
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タ IDとして使用されます。それ以外の場合は、パスの受信元ネイバーのルータ IDが使
用されます。パス間でルータ IDが異なる場合は、ルータ IDの小さい方のパスが選択さ
れます。

送信元をルータ IDとして使用する場合は、2つのパスが同じルータ IDを持つことがありま
す。同じピアルータと 2つの BGPセッションを持つこともでき、したがって、同じルータ ID
を持つ 2つのパスを受信することがあります。

（注）

13. パス間でクラスタ長が異なる場合は、クラスタ長の小さい方のパスが選択されます。ク

ラスタリスト属性なしでパスを受信した場合、クラスタの長さは 0であると見なされま
す。

14. 最後に、IPアドレスの小さいネイバーから受信したパスが選択されます。ローカル生成
されたパス（たとえば、再配布されたパス）は、ネイバー IPアドレスが 0であると見な
されます。

比較の順序

BGP最適パスアルゴリズム実装のパート 2では、パスの比較順序を決定します。比較順序は
次のように決定されます。

1. 各グループ内のすべてのパス間でMEDを比較できるように、パスがグループ分けされま
す。2つのパス間でMEDを比較できるかどうかは、#unique_73と同じルールを使用して決
定されます。通常、この比較の結果は、ネイバー ASごとに 1グループになります。bgp
bestpath med alwaysコマンドが設定されている場合は、パスを含む 1グループだけがあり
ます。

2. 各グループ内の最適パスが決定されます。最適パスは、グループ内のすべてのパスを反復
処理し、その時点までの最適なパスを追跡することによって決定されます。各パスが、こ

の時点までの最適なパスと比較され、より適していれば新しいこの時点までの最適なパス

になって、グループ内の次のパスと比較されます。

3. ステップ 2の各グループから選択した最適パスで構成される、パスのセットを形成しま
す。このパスセットに対してステップ 2と同様の比較を繰り返すことによって、全体とし
ての最適パスを選択します。

最適パスの変更の抑制

実装のパート3では、最適パスの変更を抑制するかどうか、つまり、新しい最適パスを使用す
るのか、既存の最適パスの使用を続行するのかを決定します。最適パス選択アルゴリズムが任

意性を持つ部分まで、新規の最適パスと一致している場合は（ルータ IDが同一であることが
前提）、引き続き既存の最適パスを使用できます。既存の最適パスの使用を続行すると、ネッ

トワークでのチャーンを回避できます。
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この抑制動作は、IETFネットワーキングワーキンググループの draft-ietf-idr-bgp4-24.txt資料
に準拠していませんが、IETFネットワーキングワーキンググループの
draft-ietf-idr-avoid-transition-00.txt資料に指定されています。

（注）

この抑制動作は、bgp bestpath compare-routeridコマンドを設定してオフにできます。このコ
マンドを設定すると、新しい最適パスが常に既存の最適パスよりも優先されます。

それ以外の場合は、次の手順を使用して、最適パスの変更を抑制するかどうかが決定されま

す。

1. 既存の最適パスが有効でなくなった場合は、変更を抑制できません。

2. 既存または新規の最適パスを内部（またはコンフェデレーション）ピアから受信したか、
ローカルで生成した（再配布によるなど）場合は、変更を抑制できません。つまり、抑制

は、両方のパスを外部ピアから受信した場合のみ可能です。

3. パスを同じピアから受信した場合（通常はパスのルータ IDが同一）は、変更を抑制でき
ません。ルータ IDは、#unique_73のルールを使用して計算されます。

4. パスの重み、ローカルプリファレンス、起点、またはネクストホップへの IGPメトリッ
クが異なる場合は、変更を抑制できません。このすべての値は、#unique_73のルールを使
用して計算されます。

5. パスの ASパス長が異なり、bgp bestpath as-path ignoreコマンドが設定されていない場合
は、変更を抑制できません。この場合もやはり、ASパスの長さは、#unique_73のルール
を使用して計算されます。

6. パスのMEDを比較でき、MEDが異なる場合は、変更を抑制できません。MEDを比較で
きるかどうかは、#unique_73で説明されているMED値の計算とまったく同じルールによっ
て判定されます。

7. ステップ 1～ステップ 6のすべてのパスパラメータに該当しない場合は、変更を抑制でき
ます。

アドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。

通常は、値が大きいほど、信頼性の格付けが下がります。BGPのアドミニストレーティブディ
スタンスを指定する方法については、RoutingCommandReference forCiscoASR9000 Series Routers
の「BGPコマンド」のモジュールを参照してください。

一般的にルートは複数のプロトコルによって検出されます。アドミニストレーティブディスタ

ンスは、複数のプロトコルから学習したルートを区別するために使用されます。最もアドミニ

ストレーティブディスタンスが低いルートが IPルーティングテーブルに組み込まれます。
BGPはデフォルトで、表 1 :デフォルトの BGPアドミニストレーティブディスタンス（48
ページ）のアドミニストレーティブディスタンスを使用します。
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表 1 :デフォルトの BGPアドミニストレーティブディスタンス

機能デフォルト

値

ディスタン

ス

eBGPから学習したルートに適用されます。20外部

iBGPから学習したルートに適用されます。200内部

ルータを起点とするルートに適用されます。200ローカル

ディスタンスは BGPパス選択アルゴリズムに影響しませんが、BGPで学習されたルートを IP
ルーティングテーブルに組み込むかどうかを左右します。

（注）

通常、eBGPを介して学習されたルートは、ディスタンス（20）を理由として IPルーティング
テーブルに組み込まれます。ただし、2つの ASには IGP-learnedバックドアルートと
eBGP-learnedのルートがあります。ポリシーは、IGP-learnedパスを優先パスとして使用し、
IGPパスが停止しているときに eBGP-learnedパスを使用するなどの内容になります。図3 :バッ
クドアの例 （48ページ）を参照してください。

図 3 :バックドアの例

図 3 :バックドアの例 （48ページ）では、ルータ Aと C、ルータ Bと Cが eBGPを実行して
います。ルータAおよびBは、IGPを実行しています（ルーティング情報プロトコル（RIP）、
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）、Enhanced IGRP、または Open Shortest Path
First（OSPF）など）。RIP、IGRP、Enhanced IGRP、および OSPFのデフォルトディスタンス
は、それぞれ、120、100、90、および 110です。これらの距離はすべて eBGPのデフォルト
ディスタンス（20）よりも長くなります。通常は、ディスタンスの一番小さいルートが優先さ
れます。

ルータ Aは、160.10.0.0に関するアップデートを、eBGPと IGPの 2つのルーティングプロト
コルから受信します。eBGPのデフォルトのディスタンスが IGPのデフォルトのディスタンス
よりも低いので、ルータ Aはルータ Cからの eBGP-learnedルートを選択します。ルータ Aに
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ルータB（IGP）からの160.10.0.0について学習させる場合は、BGPバックドアを確立します。
を参照してください。

次の例では、ネットワークバックドアが設定されています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# network 160.10.0.0/16 backdoor

ルータ Aでは、eBGP-learnedルートをローカルとして扱い、ディスタンス 200で IPルーティ
ングテーブルに組み込みます。このネットワークはEnhanced IGRPを介しても学習しているた
め（ディスタンスは 90）、Enhanced IGRPルートは、IPルーティングテーブルに正常に組み
込まれ、トラフィックの転送に使用されます。Enhanced IGRP-learnedルートが停止すると、
eBGP-learnedルートが IPルーティングテーブルに組み込まれ、トラフィックの転送に使用さ
れます。

AlthoughBGPではネットワーク 160.10.0.0をローカルエントリとして扱いますが、通常、ロー
カルエントリをアドバタイズするようにネットワーク 160.10.0.0をアドバタイズすることはあ
りません。

マルチプロトコル BGP
マルチプロトコル BGPは、BGPの拡張バージョンで、複数のネットワーク層プロトコル、お
よび IPマルチキャストルートに関するルーティング情報を伝送します。BGPは、ユニキャス
トルーティングのセットと、マルチキャストルーティングのセットの 2つのルートセットを
伝送します。マルチキャストルーティングと関連付けられたルートは、データ分散ツリーを構

築するためにプロトコル独立マルチキャスト（PIM）機能で使用されます。

マルチプロトコル BGPは、トラフィックの種類別に使用するリソースを制限するなどの目的
で、マルチキャストトラフィック専用のリンクが必要な場合に役立ちます。マルチプロトコル

BGPを使用すると、マルチキャストルーティングトポロジとは異なるユニキャストルーティ
ングトポロジによって、ネットワークおよびリソースの制御を向上できます。

BGPでドメイン間マルチキャストルーティングを実行する唯一の方法は、ユニキャストルー
ティングに対応できる BGPインフラストラクチャを使用することでした。通常は、すべての
マルチキャストトラフィックを1つのネットワークアクセスポイント（NAP）で交換します。
これらのルータがマルチキャスト対応でないか、マルチキャストトラフィックのフローに適用

するさまざまなポリシーがある場合は、マルチプロトコルBGPなしでマルチキャストルーティ
ングをサポートできません。

ユニキャストとマルチキャストの両方のネットワーク層到達可能性情報（NLRI）を交換する
BGPピアを設定することはできますが、マルチプロトコル BGPクラウドと BGPクラウドを
接続することはできません。つまり、マルチプロトコル BGPルートを BGPに再配布できませ
ん。

（注）
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図 4 :不一致のユニキャストルートおよびマルチキャストルート（50ページ）に、一致して
おらず、したがって、マルチプロトコル BGPなしでは実現できない、単純なユニキャストと
マルチキャストのトポロジを示します。

自律システム 100、200、および 300は、FDDIリングである 2つの NAPにそれぞれ接続して
います。1つはユニキャストピアリング（ユニキャストトラフィックの交換）に使用されま
す。Multicast Friendly Interconnect（MFI）リングは、マルチキャストピアリング（マルチキャ
ストトラフィックの交換）に使用されます。各ルータは、ユニキャストおよびマルチキャスト

対応です。

図 4 :不一致のユニキャストルートおよびマルチキャストルート

図 5 :マルチキャスト BGP環境（51ページ）は、ユニキャストだけに対応したルータおよび
マルチキャストだけに対応したルータのトポロジです。左側にある2つのルータはユニキャス
トだけに対応しています（マルチキャストルーティングをサポートしていないか、マルチキャ

ストルーティングを実行するよう設定されていない）。右側にある2つのルータはマルチキャ
ストだけに対応したルータです。ルータ Aおよび Bは、ユニキャストおよびマルチキャスト
ルーティングの両方をサポートしています。ユニキャストだけに対応したルータおよびマルチ

キャストだけに対応したルータは、1つの NAPに接続されています。

図 5 :マルチキャスト BGP環境（51ページ）では、ユニキャストトラフィックだけがルータ
Aからユニキャストルータを経由してルータ Bとの間を行き来できます。マルチキャストト
ラフィックは、このパス上を流れることができないため、別のルーティングテーブルが必要で

す。マルチキャストトラフィックは、ルータ Aからマルチキャストルータを経由してルータ
Bとの間を行き来するパスを使用します。

図 5 :マルチキャスト BGP環境（51ページ）に、ルータ Aからルータ Bへのユニキャスト
ルートおよびマルチキャストルートを別々に持つマルチプロトコル BGP環境を示します。マ
ルチプロトコル BGPでは、これらのルートが不一致であることが許可されています。この図
では、両方の自律システムに内部マルチプロトコル BGP（IMBGP）が設定されている必要が
あります。
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PIMなどのマルチキャストルーティングプロトコルでは、マルチキャスト BGPデータベース
を使用して、マルチキャスト対応の送信元に対するReverse Path Forwarding（RPF）検索を実行
します。したがって、マルチキャストトポロジ上ではパケットの送信と受け入れが可能です

が、ユニキャストトポロジ上ではできません。

図 5 :マルチキャスト BGP環境

ルートダンプニング

ルートダンプニングは、インターネットワーク上でのフラッピングルートの伝搬を最小限に

抑える BGP機能です。ルートの状態が使用可能、使用不可能、使用可能、使用不可能という
具合に、繰り返し変化する場合、ルートはフラッピングと見なされます。

たとえば、自律システム 1、自律システム 2、および自律システム 3の 3つの BGP自律システ
ムがあるネットワークについて考えます。自律システム 1のネットワーク Aへのルートがフ
ラッピングする（利用できなくなる）と仮定します。ルートダンプニングがない状況では、自

律システム 1から自律システム 2への eBGPネイバーは、取り消しメッセージを自律システム
2に送信します。次に自律システム 2内の境界ルータは、取り消しメッセージを自律システム
3に伝播します。ネットワークAへのルートが再出現したとき、自律システム 1は自律システ
ム 2に、自律システム 2は自律システム 3にアドバタイズメントメッセージを送信します。
ネットワーク Aへのルートが利用可能になったり不可になったりを繰り返す場合、取り消し
メッセージおよびアドバタイズメントメッセージが多数送信されます。ルートフラッピング
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は、インターネットに接続されたインターネットワークでの問題です。インターネットのバッ

クボーンでルートのフラッピングが生じると、通常、多くのルートに影響を与えるからです。

フラッピングの最小化

ルートダンプニング機能は、次のようにしてフラッピングの問題を最小限に抑えます。ここで

も、ネットワーク Aへのルートがフラッピングしたと仮定します。（ルートダンプニングが
イネーブルになっている）自律システム 2内のルータは、ネットワーク Aにペナルティ 1000
を割り当てて、履歴状態に移行させます。自律システム2内のルータは、引き続きネイバーに
ルートのステータスをアドバタイズします。ペナルティは累積されます。ルートフラップが非

常に頻繁に発生し、ペナルティが設定可能な抑制制限を超える場合は、フラップの発生回数に

関係なく、ルータはネットワーク Aへのルートのアドバタイズを停止します。このようにし
て、ルートダンプニングが発生します。

ネットワークAに課されたペナルティは再使用制限に達するまで減衰し、達すると同時にその
ルートは再びアドバタイズされます。再使用制限の半分の時点で、ネットワークAへのルート
のダンプニング情報が削除されます。

ルートダンプニングがイネーブルの場合は、リセットによってルートが取り消されるときで

も、BGPピアのリセットにペナルティは適用されません。
（注）

BGPルーティングドメインコンフェデレーション
iBGPメッシュを削減する方法の 1つとして、ある自律システムを複数の副自律システムに分
割し、単一のコンフェデレーションにグループ化することがあげられます。外部からは、この

コンフェデレーションは単一の自律システムであるかのように見えます。各自律システムは内

部で完全にメッシュ化されていて、同じコンフェデレーション内の他の自律システムとの間に

は数本の接続があります。異なる自律システム内にあるピアは eBGPセッションを持ちます
が、ルーティング情報は iBGPピアと同様な方法で交換されます。具体的には、ネクストホッ
プ、MED、およびローカルプリファレンス情報は維持されます。この機能により、自律シス
テムすべてに対して単一の IGPを保持できます。

BGPルートリフレクタ
BGPを使用するには、すべての iBGPスピーカーが完全メッシュ化されている必要がありま
す。ただし、iBGPスピーカーの数が多い場合、この要件には適切な拡張性がありません。コ
ンフェデレーションを設定する代わりに、ルートリフレクタ設定を使用すると iBGPメッシュ
を削減できます。

図 6 :完全メッシュ化された 3つの iBGPスピーカー（53ページ）に、3つの iBGPスピーカー
（ルータ A、B、C）を持つ、単純な iBGP設定の例を示します。ルートリフレクタがない場
合、ルータ Aは外部ネイバーからルートを受け取ると、そのルートをルータ Bと Cの両方に
アドバタイズする必要があります。ルータ Bと Cは iBGPが学習したルートを他の iBGPス
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ピーカーに再アドバタイズしません。これは、これらのルータが内部ネイバーから他の内部ネ

イバーに学習したルートを渡さないことで、ルーティング情報のループを防ぐためです。

図 6 :完全メッシュ化された 3つの iBGPスピーカー

ルートリフレクタがある場合は、学習したルートをネイバーに渡す方法があるため、すべての

iBGPスピーカーを完全にメッシュ化する必要はありません。このモデルでは、iBGPが学習し
たルートを一連の iBGPネイバーに渡す役割を持つルートリフレクタとして、1つの iBGPピ
アを設定しています。図 7 :ルートリフレクタのある単純な BGPモデル（54ページ）では、
ルータBがルートリフレクタとして設定されています。ルータAからアドバタイズされたルー
トをルートリフレクタが受信すると、ルータCにアドバタイズします。逆の場合も同じです。
このスキームにより、ルータ Aとルータ C間の iBGPセッションは不要になります。
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図 7 :ルートリフレクタのある単純な BGPモデル

ルートリフレクタの内部ピアは、次の2種類のグループに分けられます。クライアントのピア
と、自律システム内の他の全ルータ（非クライアントピア）です。ルートリフレクタは、こ

れらの2つのグループ間でルートを反映させます。ルートリフレクタおよびそのクライアント
ピアは、クラスタを形成します。非クライアントピアは相互に完全メッシュ構造にする必要が

ありますが、クライアントピアはその必要はありません。クラスタ内のクライアントは、クラ

スタ外の iBGPスピーカーとは通信しません。
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図 8 :より複雑な BGPルートリフレクタのモデル

図 8 :より複雑な BGPルートリフレクタのモデル（55ページ）に、より複雑なルートリフ
レクタのスキームを示します。ルータAは、ルータB、C、およびDがあるクラスタ内のルー
トリフレクタです。ルータE、F、およびGは完全にメッシュ化された非クライアントルータ
です。

ルートリフレクタがアドバタイズされたルートを受信すると、ネイバーに応じて、次のような

アクションを取ります。

•外部 BGPスピーカーからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアントピアに
アドバタイズします。

•非クライアントピアからのルートをすべてのクライアントにアドバタイズします。

•クライアントからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアントピアにアドバタ
イズします。したがって、クライアントを完全メッシュ構造にする必要はありません。

ルートリフレクタ対応の BGPスピーカーとともに、ルートリフレクタの概念に対応していな
い BGPスピーカーを併用することもできます。これらは、クライアントまたは非クライアン
トグループのメンバとなることができます。したがって、旧 BGPモデルからルートリフレク
タモデルへ、簡単に順次移行できます。たとえば、最初に、ルートリフレクタおよびいくつ

かのクライアントを持つ単一のクラスタを作成します。他のすべての iBGPスピーカーはルー
トリフレクタに対して非クライアントピアとすることができ、クラスタを作成して徐々に追

加します。
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自律システムは複数のルートリフレクタを持つことができます。ルートリフレクタは、他の

ルートリフレクタを他の iBGPスピーカーと同様に扱います。ルートリフレクタは、他のルー
トリフレクタをクライアントグループまたは非クライアントグループに含むように設定でき

ます。単純な設定では、バックボーンを多数のクラスタに分割してもかまいません。各ルート

リフレクタは、非クライアントピアとして他のルートリフレクタとともに設定されます（こ

のため、すべてのルートリフレクタは完全メッシュ化されます）。クライアントは、所属する

クラスタのルートリフレクタとだけ、iBGPセッションを維持するように設定されます。

通常、クライアントのクラスタには、ルートリフレクタが1つ存在します。その場合、クラス
タはルートリフレクタのルータ IDで識別されます。冗長性を向上させ、シングルポイント障
害を避けるために、クラスタは複数のルートリフレクタを含むことがあります。この場合、ク

ラスタ内のすべてのルートリフレクタにクラスタ IDを設定し、ルートリフレクタが同一クラ
スタ内のルートリフレクタからのアップデートを識別できるようにする必要があります。クラ

スタに機能を提供しているルートリフレクタはすべて完全メッシュ化され、同一のクライアン

トおよび非クライアントピアのセットを持っている必要があります。

デフォルトでは、ルートリフレクタのクライアントは完全メッシュ化されている必要はなく、

クライアントからのルートは他のクライアントに反映されます。ただし、クライアントが完全

メッシュ化されている場合は、ルートリフレクタはルートをクライアントに反映する必要はあ

りません。

iBGPが学習したルートが反映されるため、ルーティング情報がループする場合があります。
ルートリフレクタモデルには、ルーティングのループを防ぐ、次のようなメカニズムがあり

ます。

•送信元 IDは、任意で非過渡的なBGP属性です。これは 4バイトの属性で、ルートリフレ
クタにより作成されます。この属性は、ローカル自律システムのルートの送信元のルータ

IDを保持します。したがって、設定ミスによりルーティング情報が送信元に戻ってくる
場合、その情報は無視されます。

•クラスタリストは任意で非過渡的なBGP属性です。これは、ルートが渡したクラスタ ID
のシーケンスです。ルートリフレクタでは、クライアントから非クライアントピアにルー

トを反映するとき（およびその逆のとき）、ローカルクラスタ IDをクラスタリストに付
加します。クラスタリストが空の場合は、新規のクラスタリストが作成されます。ルー

トリフレクタでは、この属性を使用して、設定ミスによりルーティング情報が同じクラス

タにループバックしているかどうかを識別できます。クラスタリストにローカルクラス

タ IDが見つかった場合、そのアドバタイズメントは無視されます。

RPL：プレフィックスが is-best-path/is-best-multipathの場合
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルータは、同じ宛先への複数のパスを受信します。
標準として、デフォルトでは、BGPベストパスアルゴリズムが IPルーティングテーブルにイ
ンストールする最適なパスを決定します。これはトラフィックの転送に使用されます。

BGPは、最初の有効なパスを現在のベストパスとして割り当てます。次に、BGPは、ベスト
パスとリスト内の次のパスとを比較します。このプロセスは、BGPが有効なパスのリストの最
後に到達するまで継続されます。これには、ベストパスの決定に使用されるすべてのルールが
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含まれます。指定されたアドレスプレフィックスに複数のパスがある場合、BGPは次のように
処理します。

•ベストパス選択ルールに従って、パスの 1つをベストパスとして選択します。

•転送テーブルにベストパスをインストールします。各 BGPスピーカーは、ピアへのベス
トパスのみをアドバタイズします。

ベストパスのみを送信するアドバタイズメントルールは、そのピアに対して BGPスピーカ上
に存在する宛先の完全なルーティング状態を伝達しません。

（注）

BGPスピーカがピアのいずれかからパスを受信した後、ピアがそのパスをパケットの転送に使
用します。他のすべてのピアは、このピアから同じパスを受信します。これにより、BGPネッ
トワークでの一貫したルーティングが実現します。リンク帯域幅使用率を向上させるには、ほ

とんどの BGP実装では、特定の条件を満たす追加パスをマルチパスとして選択し、それらを
転送テーブルにインストールします。このような着信パケットは、ベストパスとマルチパス上

でロードバランシングされます。ピアにアドバタイズされていない転送テーブルにパスをイン

ストールできます。RRルートリフレクタは、ベストパスとマルチパスを検出します。このよ
うにして、ルートリフレクタはベストパスとマルチパスに異なるコミュニティを使用します。

この機能を使用すると、RRまたは境界ルータによって実行されるローカルの決定をBGPで通
知できます。この新機能を使用した場合は、コミュニティストリングを使用して RRによって
選択されました（たとえば、is-best-pathの場合は community 100:100）。コントローラは、どの
ベストパスがすべての Rに送信されるかを確認します。ボーダーゲートウェイプロトコル
ルータは、同じ宛先への複数のパスを受信します。ベストパスの計算を実行している間は、1
つのベストパスが存在し、場合によっては同等のパスおよび同等でない若干数のパスが存在し

ます。したがって、abest-pathと is-equal-best-pathの要件です。

BGPのベストパスアルゴリズムは、IPルーティングテーブル内でベストパスを決定し、トラ
フィックの転送に使用します。RPL内のこの機能拡張により、決定を行うためのポリシーを作
成できます。ベストパスのローカル選択のためのコミュニティストリングの追加。BGP追加パ
ス（Add Path）の導入により、BGPはベストパスよりも多くを通知するようになりました。
BGPはベストパスと、ベストパスと同等のパス全体を通知できます。これは、BGPマルチパ
スルールとすべてのバックアップパスに従っています。

RPLネクストホップ破棄設定を使用したリモートトリガ型ブラックホー
ルのフィルタリング

リモートトリガ型ブラックホール（RTBH）フィルタリングは、保護されたネットワークに入
る前に望ましくないトラフィックをドロップする機能を提供する技術です。RTBHフィルタリ
ングは、null0インターフェイスに転送することによって、送信元アドレスまたは宛先アドレ
スのいずれかに基づいて、ネットワークのエッジで望ましくないトラフィックをすばやくド

ロップする方法を提供します。宛先アドレスに基づく RTBHフィルタリングは、一般に宛先
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ベースの RTBHフィルタリングと呼ばれます。一方、送信元アドレスに基づく RTBHフィル
タリングは、送信元ベースの RTBHフィルタリングと呼ばれます。

RTBHフィルタリングは、セキュリティツールキットの多くの技術の 1つであり、次の方法で
ネットワークセキュリティを強化するために一緒に使用できます。

• DDoS攻撃とワーム攻撃を効果的に軽減する

•攻撃下でターゲットを宛先とするすべてのトラフィックを隔離する

•ブロックリストフィルタリングの適用

宛先ベースの RTBHフィルタリングの設定
RTBHは、setnext-hopdiscardコマンドを使用して、ネクストホップで望ましくないトラフィッ
クを破棄するルートポリシー（RPL）を定義することによって実装されます。

RTBHフィルタリングは、対象のプレフィックスのネクストホップをヌルインターフェイスに
設定します。対象を宛先とするトラフィックは、入力時にドロップされます。

set next-hop discard設定は、ネイバーインバウンドポリシーで使用されます。この設定がパ
スに適用されている場合、プライマリネクストホップは実際のパスに関連付けられますが、

Null0に設定されたネクストホップで RIBが更新されます。受信したプライマリネクストホッ
プが到達不能であっても、RTBHパスは到達可能と見なされ、ベストパス選択プロセスの候補
となります。RTBHパスは、通常の BGPアドバタイズメントルールに基づいて、受信したネ
クストホップまたは nexthop-selfのいずれかを持つ他のピアに再度アドバタイズされます。

RTBHフィルタリングの一般的な展開シナリオでは、アクセスおよび集約ポイントで内部ボー
ダーゲートウェイプロトコル（iBGP）を実行し、トリガーとして動作するようにネットワー
クオペレーションセンター（NOC）で個別のデバイスを設定する必要があります。トリガー
側のデバイスは、iBGP更新をエッジに送信します。これにより、望ましくないトラフィック
が null0インターフェイスに転送され、ドロップされます。

次に、不正ルータが境界ルータにトラフィックを送信しているトポロジを示します。

図 9 : RTBHフィルタリングを実装するためのトポロジ

トリガールータに適用される設定

特殊なタグでマークされた静的ルートにコミュニティを設定し、BGPに適用する静的ルート再
配布ポリシーを設定します。
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route-policy RTBH-trigger
if tag is 777 then
set community (1234:4321, no-export) additive
pass

else
pass

endif
end-policy

router bgp 65001
address-family ipv4 unicast
redistribute static route-policy RTBH-trigger
!
neighbor 192.168.102.1
remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
route-policy bgp_all in
route-policy bgp_all out

ブラックホール化させる必要がある送信元プレフィックスの特殊なタグを使用して静的ルート

を設定します。

router static
address-family ipv4 unicast
10.7.7.7/32 Null0 tag 777

ボーダールータに適用される設定

トリガールータのコミュニティセットと一致するルートポリシーを設定し、次のように set
next-hop discardを設定します。
route-policy RTBH
if community matches-any (1234:4321) then
set next-hop discard

else
pass

endif
end-policy

次のように、ルートポリシーを iBGPピアに適用します。
router bgp 65001
address-family ipv4 unicast
!
neighbor 192.168.102.2
remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
route-policy RTBH in
route-policy bgp_all out

確認

境界ルータで、プレフィックス 10.7.7.7/32に Nexthop-discardというフラグが付けられます。
RP/0/RSP0/CPU0:router#show bgp
BGP router identifier 10.210.0.5, local AS number 65001
BGP generic scan interval 60 secs
BGP table state: Active
Table ID: 0xe0000000 RD version: 12
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BGP main routing table version 12
BGP scan interval 60 secs

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best
i - internal, r RIB-failure, S stale, N Nexthop-discard

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path

N>i10.7.7.7/32 192.168.102.2 0 100 0 ?

RP/0/RSP0/CPU0:router#show bgp 10.7.7.7/32
BGP routing table entry for 10.7.7.7/32
Versions:
Process bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 12 12

Last Modified: Jul 4 14:37:29.048 for 00:20:52
Paths: (1 available, best #1, not advertised to EBGP peer)
Not advertised to any peer
Path #1: Received by speaker 0
Not advertised to any peer
Local
192.168.102.2 (discarded) from 192.168.102.2 (10.210.0.2)
Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal best, group-best
Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 12
Community: 1234:4321 no-export

RP/0/RSP0/CPU0:router#show route 10.7.7.7/32

Routing entry for 10.7.7.7/32
Known via "bgp 65001", distance 200, metric 0, type internal
Installed Jul 4 14:37:29.394 for 01:47:02
Routing Descriptor Blocks
directly connected, via Null0
Route metric is 0

No advertising protos.

showコマンドのデフォルトのアドレスファミリ
showコマンドのほとんどは、アドレスファミリ（AFI）およびサブアドレスファミリ（SAFI）
の引数を使用します（AFIおよび SAFIについては、RFC 1700および RFC 2858を参照してく
ださい）。Cisco IOS XRソフトウェアパーサーには、afiおよび safiを設定して、showコマン
ドの実行時には指定する必要がないようにする機能があります。次のパーサーコマンドがあり

ます。

• set default-afi { ipv4 | ipv6 | all }

• set default-safi { unicast | multicast | all }

パーサーでは、デフォルト afi値が ipv4 に、デフォルト safi値が unicast に自動的に設定さ
れます。デフォルトの afi値を ipv4 から変更する、あるいはデフォルトの safi値を unicast
から変更する場合、使用する必要があるのはパーサーコマンドのみです。showコマンドに指
定された afi または safi キーワードは、パーサーコマンドを使用して設定した値を上書きし
ます。afiおよび safiに現在設定されている値を確認するには、次の show default-afi-safi-vrfコ
マンドを使用します。
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TCP Maximum Segment Size
最大セグメントサイズ（MSS）は、コンピュータまたは通信デバイスが単一のフラグメント化
されていないTCPセグメントで受信できるデータの最大量です。すべてのTCPセッションは、
単一のパケットで転送可能なバイト数に関する制限によってバインドされます。この制限が

MSSです。TCPは、パケットを IPレイヤに渡す前に、送信キューでパケットをチャンクに分
割します。

TCP MSS値は、インターフェイスの最大伝送ユニット（MTU）に依存します。これは、1つ
のインスタンスでプロトコルによって送信可能なデータの最大長です。最大 TCPパケット長
は、TCPセットアッププロセス中に、送信元デバイスのアウトバウンドインターフェイスの
MTUと宛先デバイスによって知らされるMSSの両方によって決まります。MSSがMTUに近
づくほど、BGPメッセージの転送がより効率的になります。データフローの各方向に異なる
MSS値を使用できます。

ネイバー単位の TCP MSS

ネイバー単位のTCPMSS機能を使用すると、ネイバーごとに一意のTCPMSSプロファイルを
作成できます。ネイバー単位の TCP MSSは、ネイバーグループとセッショングループの 2つ
のモードでサポートされています。以前は、TCP MSS設定は、BGP設定のグローバルレベル
でのみ使用できるようになっていました。

ネイバー単位の TCP MSS機能では、以下を行えます。

•ネイバー単位の TCP MSS設定を有効にする。

• inheritance-disableコマンドを使用して、ネイバーグループまたはセッショングループの
特定のネイバーの TCP MSSを無効にする。

• TCP MSS値の設定を解除する。設定解除時に、プロトコル制御ブロック（PCB）の TCP
MSS値がデフォルト値に設定されます。

デフォルトの TCP MSS値は 536（オクテット単位）または 1460
（バイト単位）です。MSSのデフォルトの1460は、TCPがパケッ
トを IPレイヤに渡す前に、送信キュー内のデータを 1460バイト
のチャンクにセグメント化することを意味します。

（注）

ネイバー単位の TCP MSSを設定するには、ネイバー単位、ネイバーグループまたはセッショ
ングループの設定で tcp mssコマンドを使用します。

詳細な設定手順については、ネイバー単位の TCP MSSの設定（109ページ）を参照してくだ
さい。

ネイバー単位のTCPMSSを無効にする詳細な手順については、ネイバー単位のTCPMSSの無
効化（111ページ）を参照してください。
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MPLS VPN Carrier Supporting Carrier
Carrier Supporting Carrier（CSC）は、サービスプロバイダーの 1つが別のサービスプロバイ
ダーに自社のバックボーンネットワークのセグメントの使用を許可する状況を記述した用語で

す。他のプロバイダーにバックボーンネットワークのセグメントを提供するサービスプロバ

イダーは、バックボーンキャリアと呼ばれます。バックボーンネットワークのセグメントを

使用するサービスプロバイダーは、カスタマーキャリアと呼ばれます。

バックボーンキャリアは、ボーダーゲートウェイプロトコル/マルチプロトコルラベルスイッ
チング（BGP/MPLS）VPNサービスを提供します。カスタマーキャリアは、次のいずれかに
なります。

•インターネットサービスプロバイダー（ISP）（定義上、ISPはVPNサービスを提供しま
せん）

• BGP/MPLS VPNサービスプロバイダー

BGPをイネーブルにするようにCSCネットワークを設定して、バックボーンキャリアプロバ
イダーエッジ（PE）ルータとカスタマーキャリアカスタマーエッジ（CE）ルータ間のルー
トおよびMPLSラベルを、複数パスを使用して転送できます。BGPを使用して IPv4ルートと
MPLSラベルルートを配布する利点を次に示します。

• BGPは、VPNルーティング/転送（VRF）テーブル内で内部ゲートウェイプロトコル（IGP）
およびラベル配布プロトコル（LDP）の代わりをします。BGPを使用して、ルートおよび
MPLSラベルを配布できます。2つではなく単一のプロトコルを使用すると、設定および
トラブルシューティングが簡単になります。

• BGPは、2つの ISPを接続する場合の優先ルーティングプロトコルです。主な理由は、そ
のルーティングポリシーと拡張性です。ISPでは、通常、2つのプロバイダー間でBGPを
使用します。この機能を使用すると、これらの ISPは BGPを使用できます。

BGPを使用したMPLS VPN CSCの設定の詳細については、MPLS Configuration Guide for Cisco
ASR 9000 Series RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routersの「Implementing
MPLS Layer 3 VPNs on Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュールを参照してください。

BGPキーチェーン
BGPキーチェーンを使用すると、2つの BGPピア間のキーチェーン認証がイネーブルになり
ます。BGPのエンドポイントは、どちらも draft-bonica-tcp-auth-05.txtを順守する必要があり、
一方のエンドポイントのキーチェーンと、もう一方のエンドポイントのパスワードは機能しま

せん。

キーチェーン管理の詳細については、 System Security Configuration Guide for Cisco ASR 9000
Series Routersを参照してください。

BGPでは、認証にこのキーチェーンを使用して、ヒットレスキーロールオーバーを実装でき
ます。キーロールオーバーの仕様は時間に基づいているため、ピア間で時計のずれがあると

ロールオーバーのプロセスに影響します。許容値の指定を設定できるため、承認時間枠をその
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分だけ（前後に）拡張できます。この承認時間枠により、アプリケーション（ルーティングプ

ロトコルおよび管理プロトコルなど）のヒットレスキーロールオーバーが容易になります。

キーのロールオーバーは、エンドポイントでのキーチェーン設定の不一致が原因でセッション

トラフィック（送信または受信）で使用する共通のキーがない場合を除き、BGPセッションに
は影響しません。

BGPノンストップルーティング
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）のノンストップルーティング（NSR）とステート
フルスイッチオーバー（SSO）機能を使用すると、すべての bgpピアリングで BGP状態を維
持し、サービスを中断させるおそれのあるイベントの実行中にも連続的なパケット転送を行え

るようになります。NSRの下では、サービスを中断するおそれのあるイベントは、ピアルー
タに表示されません。プロトコルセッションは中断されず、ルーティングステートはプロセ

スの再起動とスイッチオーバーをまたがって維持されます。

BGP NSRでは、次のイベントの際のノンストップルーティングを実現します。

•ルートプロセッサスイッチオーバー

• BGPまたは TCPでのプロセスのクラッシュまたはプロセス障害

BGP NSRは、デフォルトで有効になっています。BGP NSRを無
効にするには、nsr disableコマンドを使用します。また、無効に
なっている BGP NSRを有効に戻すには、no nsr disableコマンド
を使用します。

プロセスのクラッシュまたはプロセス障害が発生した場合、NSR
は nsr process-failures switchoverコマンドが設定されている場合
にのみ維持されます。アクティブなインスタンスのプロセス障害

が発生した場合は、nsr process-failures switchover により復旧処
理としてフェールオーバーが設定され、スタンバイルートプロ

セッサ（RP）またはスタンバイ分散型ルートプロセッサ（DRP）
にスイッチオーバーが行われることで、NSRが維持されます。コ
ンフィギュレーションコマンドの一例として、

RP/0/RSP0/CPU0:router(config) # nsr process-failures switchover があ
ります。

nsr process-failures switchoverコマンドは、BGPまたは TCPプロ
セスがクラッシュした場合に NSRセッションと BGPセッション
の両方を維持します。この設定を行わないと、BGPプロセスまた
は TCPプロセスがクラッシュした場合に BGPネイバーセション
がフラップします。この設定は、BGPネイバーのフラップが予想
される場合に BGPプロセスまたは TCPプロセスが再起動する場
合は役立ちません。

（注）
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ルートプロセッサスイッチオーバーおよびインサービスシステムのアップグレード（ISSU）
の間、NSRは TCPと BGPの両方のステートフルスイッチオーバー（SSO）によって実現され
ます。

NSRでは、ネットワーク内の他のルータ上でソフトウェアアップグレードを強要せず、NSR
をサポートするためにピアルータは必要ありません。

障害に起因するルートプロセッサスイッチオーバーが発生した場合、TCP接続および BGP
セッションはトランスペアレントにスタンバイルートプロセッサに移行され、スタンバイルー

トプロセッサがアクティブになります。既存のプロトコルステートは、アクティブになるス

タンバイルートプロセッサ上で維持されて、ピアによるプロトコルステートのリフレッシュ

は不要です。

ソフト再設定やポリシーの変更などのイベントにより、BGPの内部状態が変化することがあり
ます。このようなイベントの際に、アクティブとスタンバイの BGPプロセスの間でステート
の一貫性を確保するために、同期ポイントとして機能する、ポストイットの概念が導入されて

います。

BGP NSRには次の機能があります。

• NSR関連のアラームおよび通知

•設定され、動作している NSRの状態は、個別に追跡される

• NSR統計情報の収集

• showコマンドを使用した NSR統計情報の表示

• XMLスキーマのサポート

•アクティブとスタンバイのインスタンス間のステート同期を検証する監査メカニズム

• NSRをイネーブルおよびディセーブルにする CLIコマンド

• 5000 NSRセッションのサポート

BGP Local Label Retention
プライマリ PE-CEリンクが故障した場合、BGPでは、プライマリパスに対応するルートおよ
びこのルートのローカルラベルを取り消し、デフォルトでは、ルーティング情報ベース（RIB）
および転送情報ベース（FIB）にバックアップパスをプログラムします。

ただし、プライマリ PEのすべての内部ピアがバックアップパスを新しい最適パスとして使用
するように再コンバージェンスするまで、トラフィックは、プライマリパスに割り当てられた

ローカルラベルとともに、引き続きプライマリ PEに転送されます。したがって、プライマリ
パスに前に割り当てられていたローカルラベルは、再コンバージェンス後、設定可能な期間、

プライマリ PE上で保持する必要があります。BGP Local Label Retention機能を使用すると、
ローカルラベルを指定期間保持できます。時間を指定していない場合、ローカルラベルは、

デフォルト値の 5分間保持されます。
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retain local-labelコマンドを使用すると、ネットワークがコンバージェンスされるまで、ロー
カルラベルを保持できます。

BGPコマンドに対するコマンドラインインターフェイス（CLI）の一
貫性

Cisco IOS XRリリース 3.9.0以降、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）コマンドでは、
disable キーワードを使用して、機能を無効にします。キーワード inheritance-disable では、
親レベルからの機能プロパティの継承が無効になります。

BGPの追加パス
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）の追加パス機能では、1つのプレフィックスに対し
て複数のパスを送信できるように、BGPスピーカーの BGPプロトコル機械を変更します。こ
れにより、ネットワークに「パスの多様性」が生まれます。追加パスにより、エッジルータで

の BGPプレフィックス独立コンバージェンス（PIC）が可能になります。

BGP追加パス機能は、VRFではサポートされていません。（注）

BGP追加パスでは、iBGPネットワーク内の追加パスアドバタイズメントが可能になり、プレ
フィックスに対する次のタイプのパスがアドバタイズされます。

•バックアップパス：高速コンバージェンスおよび接続の回復をイネーブルにします。

•グループ最適パス：ルート振動を解決します。

•すべてのパス：iBGPフルメッシュをエミュレートします。

追加パスは、MDT、トンネル、および L2VPNアドレスファミリ
と eBGPピアリングでは、サポートされていません。

（注）

iBGPマルチパスロードシェアリング
ローカルポリシーが設定されていないボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）対応ルータ
が複数のネットワーク層到達可能性情報（NLRI）を同じ宛先の内部 BGP（iBGP）から受信す
ると、このルータは 1つの iBGPパスを最適パスとして選択します。この最適パスは、次にこ
のルータの IPルーティングテーブルに組み込まれます。

iBGPのマルチパスロードシェアリング機能を使用すると、BGP対応ルータでは、複数の iBGP
パスを宛先への最適パスとして選択できます。この最適パスまたはマルチパスは、次にこの

ルータの IPルーティングテーブルに組み込まれます。
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eBGPから取得した到達可能性情報を持つ複数の境界 BGPルータがあり、ローカルポリシー
が適用されていない場合、境界ルータでは、eBGPパスを最適パスとして選択します。境界ルー
タでは、この最適パスを ISPネットワークの内部にアドバタイズします。コアルータの場合、
同じ宛先に対し複数のパスがある場合がありますが、1つのパスのみを最適パスとして選択し、
そのパスを転送用に使用します。iBGPマルチパスロードシェアリングでは、複数の等距離パ
ス間でロードシェアリングを可能にする機能が追加されます。

複数の iBGPの最適パスを設定すると、ルータでは、特定のサイトを宛先とするトラフィック
を均等に負担できるようになります。

iBGPのマルチパスロードシェアリング機能は、サービスプロバイダーバックボーンを持つ
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）バーチャルプライベートネットワーク（VPN）
と同様に機能します。

同じ宛先への複数のパスをマルチパスと見なすには、次の基準を満たす必要があります。

•すべての属性が同じである必要があります。属性には、重み、ローカルプリファレンス、
自律システムパス（長さだけでなく属性全体）、発信元コード、Multi Exit Discriminator
（MED）、および Interior Gateway Protocol（IGP）距離が含まれます。

•各マルチパスのネクストホップルータが異なっている必要があります。

基準を満たしていて、複数のパスがマルチパスと見なされても、BGP対応ルータは、引き続き
マルチパスの 1つをベストパスに指定し、このベストパスをそのネイバーにアドバタイズし
ます。

マルチパスの変更後、eiBGPマルチパス候補の評価中に IGPメトリックは考慮されず、また、
最適でないパスを使用できます。

（注）

内部および外部の BGPマルチパスが設定されている Carrier Supporting Carrier（CSC）ネット
ワークでは、VRF単位のラベルモードはサポートされていません。

VRF単位のラベルモードは、ループを引き起こす可能性があるため、eiBGPマルチパスがある
BGPPICエッジには使用できません。プレフィックス単位のラベルのみが、VRF単位のラベル
モードをサポートしています。

BGP選択的マルチパス
従来の BGPマルチパス機能を使用すると、同じ宛先への並列パスを受信するルータは、ルー
ティングテーブルに複数のパスをインストールできます。デフォルトでは、このマルチパス機

能は設定されているすべてのピアに適用されます。BGP選択的マルチパスでは、選択したピア
のみにマルチパス機能を適用できます。

複数のパスを受信する BGPルータは、maximum-paths ... selectiveオプションを使用して設定
されます。複数のパスを共有する iBGP/eBGPネイバーは、multipathオプションを使用して設
定され、BGPルータ上にネイバーとして追加されます。
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マルチパスをアドバタイズする前にマルチホップ情報を上書きしないようにするには、

next-hop-unchanged multipath コマンドを使用します。
（注）

BGP選択的マルチパスの使用時には、次の動作に注意してください。

• BGP選択的マルチパスは、ベストパスの計算には影響しません。ベストパスは、マルチパ
スのセットに常に含まれています。

• VPNプレフィックスの場合、PEパスは「常に」マルチパスの対象となります。

maximum-pathsコマンドとmultipathコマンドについては、『CiscoASR 9000 Series Aggregation
Services Router Routing Command Reference』を参照してください。

トポロジ

次の図に、この項で使用する設定を図示したトポロジの例を示します。

図 10 : BGP選択的マルチパス

ルータR4は、ルータR1、R2、およびR3から同じ宛先への並列パスを受信します。ルータR1
と R2がルータ R4上の選択的マルチパスネイバーとして設定されている場合、これらのルー
タからの並列パスだけがルータ R4のルーティングテーブルにインストールされます。

コンフィギュレーション

この機能を設定する前に、ルータ上で実行されている iBGP/eBGPを使用してネットワークト
ポロジを設定します。

（注）

ルータ R4上に BGP選択的マルチパスを設定するには、次の手順を実行します。

1. トポロジ内の選択した複数のパスを受け入れるようにルータ R4を設定します。

/* To configure selective multipath for iBGP/eBGP
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# maximum-paths ibgp 4 selective
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# maximum-paths ebgp 5 selective
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# commit

/* To configure selective multipath for eiBGP
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# maximum-paths eibgp 6 selective
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# commit

2. ルータ R4のネイバーを設定します。

ルータ R1（1.1.1.1）および R2（2.2.2.2）は、multipathオプションを使用してネイバーと
して設定されます。

ルータ R3（3.3.3.3）は multipathオプションを使用せずにネイバーとして設定されている
ため、このルータからのルートをマルチパスとして選択することはできません。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor 1.1.1.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# multipath
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# commit

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# neighbor 2.2.2.2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# multipath
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# commit

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# neighbor 3.3.3.3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# commit

BGP選択的マルチパス機能が正常に設定されました。

累積内部ゲートウェイプロトコル属性

累積内部ゲートウェイプロトコル（AiGP）属性は、オプションで非推移的なBGPパス属性で
す。AiGP属性の属性タイプコードは、IANAによって割り当てられます。AiGP属性の値フィー
ルドは、タイプ、長さ、値（TLV）の要素として定義されます。AiGP TLVには、累積 IGPメ
トリックが含まれます。

AiGP機能は 3107ネットワークに必要であり、パスに関連付けられた距離を計算する現在の
OSPFの動作をシミュレートします。OSPF/LDPでは、プレフィックスおよびラベル情報をロー
カル領域だけに入れて伝送します。次に、BGPでは、エリア境界にある BGPにルートを再配
布することにより、すべてのリモートエリアにプレフィックスおよびラベルを伝送します。次

に、ルートおよびラベルが、LSPを使用してアドバタイズされます。ルートのネクストホップ
はローカルルータに対する各ABRで変更されます。これによって、エリア境界を越えてOSPF
ルートをリークする必要がなくなります。各コアリンクで使用可能な帯域幅がOSPFコストに
マップされます。したがって、BGPでは、各 PE間でこのコストを正しく伝送する必要があり
ます。この機能は、AiGPを使用して実現されています。
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IPv6プロバイダーエッジの VRFごとおよび CEごとのラベル
IPv6のためのVRFごとおよびCEごとのラベルの機能により、デフォルトVRFごとまたはCE
ネクストホップごとにラベルを割り当てることにより、ラベルスペースを節約できるように

なります。

デフォルトでは、すべての IPv6プロバイダーエッジ（6PE）ラベルは、プレフィックスごと
に割り当てられます。VRFインスタンスに属する各プレフィックスは1つのラベルを使ってア
ドバタイズされます。これは、パケットのカスタマーエッジ（CE）ネクストホップを決定す
るために、VRFフォワーディングテーブルでさらにルックアップが行われる原因になります。

ただし、per-ceキーワードまたは per-vrfキーワードを指定して label modeコマンドを使用す
ると、PEルータ上での追加のルックアップが回避され、ラベルスペースが節約されます。

一意のカスタマーエッジ（CE）ピアルータからアドバタイズされたすべてのルートで同じラ
ベルを使用するように指定するには、per-ceキーワードを使用します。一意の VRFからアド
バタイズされたすべてのルートで同じラベルを使用するように指定するには、per-vrfキーワー
ドを使用します。

Cisco ASR 9000のA9K-SIP-700での IPv4 BGPポリシーアカウンティング
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ポリシーアカウンティングは、異なるピア間で送
受信される IPトラフィックを測定および分類します。ポリシーアカウンティングは個々の入
力または出力インターフェイス単位で有効になります。IPトラフィックを識別するために、コ
ミュニティリスト、自律システム番号、または自律システムパスなどのパラメータに基づく

カウンタが割り当てられます。

BGPポリシーアカウンティングを使用して、通過するルートに基づいてトラフィックのアカ
ウンティングを行うことができます。サービスプロバイダーは、すべてのトラフィックをカス

タマー別に識別してアカウンティングを実施し、それに応じて課金できます。

BGPポリシーアカウンティングと、BGPポリシーアカウンティングの設定方法については、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router IP Addresses and Services Configuration Guide』
の「Implementing Cisco Express Forwarding」のモジュールを参照してください。

Cisco ASR 9000の A9K-SIP-700での IPv6ユニキャストルーティング
CiscoASR9000のA9K-SIP-700には、すべてのインターネットプロトコルバージョン6（IPv6）
ユニキャスト機能が備わっています。

IPv6ユニキャストアドレスは、単一ノード上の単一インターフェイスの識別子です。ユニキャ
ストアドレスに送信されたパケットは、そのアドレスが示すインターフェイスに配信されま

す。Cisco IOS XRソフトウェアでは、次の IPv6ユニキャストアドレスタイプがサポートされ
ます。

•集約可能グローバルアドレス

•サイトローカルアドレス
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•リンクローカルアドレス

• IPv4互換 IPv6アドレス

IPv6ユニキャストアドレッシングの詳細については、『CiscoASR9000SeriesAggregationServices
Router IP Addresses and Services Configuration Guide』の「Implementing Network Stack IPv4 and
IPv6」モジュールを参照してください。

Cisco ASR 9000の A9K-SIP-700での IPv6 uRPFサポート
ユニキャスト IPv6リバースパス転送（uRPF）は、検証可能な IP送信元アドレスを欠いてい
る IPパケットを廃棄することにより、不正な形式の IP送信元アドレスまたはスプーフィング
された IP送信元アドレスがネットワークに侵入した場合に生じる問題を軽減します。ユニキャ
スト RPFはシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）テーブルで逆ルックアップを実行
することで、この処理を行います。このため、uRPFが可能になるのは、ルータで CEFが有効
になっている場合だけです。

IPV6uRPFを有効にするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ipv6 verify
unicast source reachable-via {any | rx} [allow-default] [allow-self-ping]コマンドを使用します。

IPv6 uRPFの詳細については、 IP Addresses and Services Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routersの「Implementing Cisco Express Forwarding」のモジュールを参照してください。

BGPの ASパスからのプライベート AS番号の削除および置換
プライベート自律システム番号（ASN）は、グローバルに一意な AS番号を保護するために、
インターネットサービスプロバイダー（ISP）およびお客様のネットワークで使用されます。
プライベートAS番号は一意でないため、グローバルインターネットへのアクセスには使用で
きません。AS番号はルーティングアップデートの eBGPASパスに表示されます。プライベー
ト ASNを使用している場合にグローバルインターネットにアクセスするには、ASパスから
プライベート ASNを削除する必要があります。

パブリックな AS番号は、InterNICによって割り当てられ、グローバルに一意です。範囲は 1
～ 64511です。プライベート AS番号は、グローバルに一意な AS番号（有効な範囲は 64512
～ 65535）を保護するために使用されます。プライベートAS番号はグローバル BGPルーティ
ングテーブルにリークできません。プライベートAS番号は一意ではなく、BGP最適パスの計
算には一意の AS番号が必要であるからです。そのため、ルートが BGPピアに伝播される前
に、ASパスからプライベート AS番号を削除する必要がある可能性があります。

外部 BGP（eBGP）では、グローバルなインターネットへのルーティングで、グローバルに一
意な AS番号を使用する必要があります。プライベート AS番号（これは一意でない）を使用
すると、グローバルなインターネットにアクセスできません。BGPのASパスからプライベー
ト ASNを削除および交換する機能によって、プライベート ASに属するルータがグローバル
なインターネットにアクセスできるようになりました。ネットワーク管理者は、発信アップ

デートメッセージに含まれる ASパスからプライベート ASを削除するようにルータを設定し
ます。場合によっては、これらの番号をローカルルータの ASNで置き換えて、ASパス長が
変化しないようにします。
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ASパスからプライベート ASNを削除および交換する機能は、次のように拡張されました。

• remove-private-asコマンドでは、次の処理が行われます。

• ASパスにパブリックとプライベートの両方の ASNが含まれる場合も、ASパスから
プライベート AS番号を削除します。

• ASパスにプライベートAS番号のみが含まれる場合も、プライベートAS番号を削除
します。このコマンドは eBGPピアのみに適用され、その場合、eBGPピアではロー
カルルータの AS番号が ASパスに付加されるため、長さ 0の ASパスにはなること
はありません。

• ASパスでコンフェデレーションセグメントの前にプライベートASNが出現する場合
でも、プライベート AS番号を削除します。

• replace-asコマンドは、パスから削除されるプライベートAS番号をローカルAS番号に置
き換えることで、ASパスを同じ長さに保ちます。

この機能は、アドレスファミリコンフィギュレーションモードでネイバーに適用できます。

そのため、アドレスファミリ内のネイバーにこの機能を適用すると、アウトバウンドの更新

メッセージのみが影響を受けます。

プライベート AS番号が削除または置換されたことを確認するには、show bgp neighborsコマ
ンドおよび show bgp update-groupコマンドを使用します。

選択的 VRFダウンロード
選択的 VRFダウンロード（SVD）機能を使用すると、ラインカード経由でのトラフィックの
転送に必要なラインカードに、これらのプレフィックスおよびラベルだけをダウンロードでき

るようになります。

統合エッジMSEプラットフォームにおける要件を満たすために、VRFの数、VRFインター
フェイスの数、およびプレフィックス容量が増大しています。コンバージェンスのタイミング

は、ラインカードのエンジンによって異なります。コンバージェンスのタイミングを決定する

重要な要因の1つが、プレフィックスとそれに関連付けられたデータ構造を操作およびプログ
ラムするのにかかる時間です。プレフィックスとラベルの数が少ないほど、コンバージェンス

のタイミングが向上します。VRFルートの選択的ダウンロードを有効にすると、SVDではレ
イヤ3VPN（L3VPN）のスケーラビリティが高くなり、コンバージェンスの問題が緩和されま
す。

選択的 VRFダウンロードでのラインカードのロールとフィルタ

選択的VRFダウンロード（SVD）コンテキストでは、ラインカードに次のロールがあります。

•コアLC：コアに接するインターフェイス（他の P/PEに接続するインターフェイス）のみ
を持つラインカード

•カスタマー LC：カスタマーに接するインターフェイス（異なる VRFの CEに接続するイ
ンターフェイス）を 1つ以上持つラインカード
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ラインカードでは、次のプレフィックスを処理します。

•ローカルプレフィックス：設定されたVRFコンテキスト内のルータに接続されているCE
から受信するプレフィックス

•リモートプレフィックス：別の PEから受信され、設定されている VRFにインポートさ
れたプレフィックス

これらのフィルタは、ラインカードタイプごとに適用できます。

•ラベルや IPフォワーディングを正しく設定できるように、コアLCには、すべてのローカ
ルプレフィックスおよび VRFラベルが必要です。

•カスタマー LCには、接続されているすべての VRFと、接続されている VRFに依存関係
がある他の VRFに対するローカルおよびリモートのプレフィックスが必要です。これは
インポートおよびエクスポートの RTコンフィギュレーションに基づきます。VRF「A」
にVRF「B」からインポートされたルートがある場合、VRF「A」のインポートされたルー
トは、VRF「B」にあるネクストホップを指します。ルート解決のためには、VRF「A」
インターフェイスを持つ各ラインカードにVRF「B」ルートをダウンロードする必要があ
ります。

•ラインカードにコアに接するインターフェイスとカスタマーに接するインターフェイスの
両方がある場合は、フィルタリングを実行する必要はありません。このようなラインカー

ドには、すべてのテーブルとすべてのルートがあります。これらのラインカードには「標

準」というロールがあります。すべての RPおよび DRPは、標準ロールがあります。

• L3VPNのルートを正しく解決するために、すべてのノードに IPv4のデフォルトテーブル
がある必要があります。ただし、ラインカードに IPv6インターフェイスがない場合は、
すべての IPv6テーブルとルートをフィルタで除外できます。このような場合、このライ
ンカードは IPv6AFIに「関係していない」と見なすことができます。この後、このライン
カードは IPv6をサポートしていないように動作します。

選択的 VRFダウンロードの無効化
デフォルトでは、選択的 VRFダウンロード（SVD）機能は無効になっています。SVDを有効
にするには、svd platform enableコマンドを管理コンフィギュレーションモードで設定し、
reload location allコマンドを使用してシャーシをリロードします。すでに有効になっている
SVDを無効にするには、no svd platform enableコマンドを使用し、reload location allコマンド
でシャーシをリロードします。

SVDの使用または不使用によるラインカードにダウンロードされたルートの計算

選択的 VRFダウンロードオプションを使用したか、または使用しなかった場合にラインカー
ドにダウンロードされるルートの数は、次に示すラインカードタイプ別にダウンロードされた

テーブルとルートの総数に従って計算できます。
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次の表に、各 SVDカードタイプのラインカードにダウンロードされたルートとテーブルの総
数をまとめます。SVDなしの行の数値の差異によって、節減数を計算できます。

表 2 :ラインカードタイプ別にダウンロードされたテーブルとルートの総数

ダウンロードされたルートダウンロードされたテーブルカードタイプ

(o+Y)R(o+Y)カスタマー

nxRnコア

nRnSVDなし

• nは、存在する VRFの合計数です。

• oは、カード上で直接プロビジョニング/設定された VRFの数です（nは o以上）。

• Rは VRFごとのルートの数です。

• xは、SVDローカルとルート総数の比率です。

• Yは、直接プロビジョニングされたVRF（o）に依存するVRFの数です（Yは 0以上）。

次に、計算の例を示します。

顧客はシステムに 100の VRFを設定していて、ラインカードは 5枚使用しています。IPv4ア
ドレスファミリの場合、4枚のラインカードが同等のVRF分布でカスタマー向けに動作してい
ますが、1枚はコア向けです。テーブル間の依存関係は存在しません。この例では、n = 100、
o = 25、x = 3/10、Y = 0、R = 1000となっています。

ダウンロードされたルートの数は次のとおりです。

• SVDなし：(nR) = 100,000

•カスタマー向けカード：(o + Y) R = 25,000

•コア向けカード：(nxR) = 30,000

この例では、SVD機能によって 70 %近く削減されています。

存在するVRFの総数（n）は、RSPカード上で show cef tables summary location node-idコマン
ドを使用して検出できます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show cef tables summary location 0/rsp0/cpu0

Role change timestamp : Apr 3 07:21:46.759
Current Role : Core
No. of times Eod received : 2
Eod received : Apr 3 07:21:46.980

No. of Tables : 106
No. of Converged Tables : 106
No. of Deleted Tables : 0
No. of Bcdl Subscribed Tables : 106
No. of Marked Tables : 0
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ラインカード上でプロビジョニングされている VRFの数（o）は、show cef tables summary
location 0/0/cpu0の「No. Of Tables」フィールドから導出されます。これにより、ラインカード
0/0/cpu0に固有のテーブルが提供されます。

VRFあたりのルート（R）は、show cef tables location node-idコマンドを使用して検出できま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show cef tables location 0/1/CPU0
Sat Apr 6 01:22:32.471 UTC

Codes: L - SVD Local Routes, R - SVD Remote Routes
T - Total Routes
C - Table Converged, D - Table Deleted
M - Table Marked, S - Table Subscribed

Table Table ID L R T C D M S
default 0xe0000000 9 3 23 Y N N Y
**nVSatellite 0xe0000010 1 0 6 Y N N Y
cdn 0xe0000011 0 0 5 Y N N Y
oir 0xe0000012 0 0 5 Y N N Y
vrf1 0xe0000013 3 1 11 Y N N Y

VRF「vrf1」の場合、合計ルートは「T」列 (11)になります。そのため、VRFごとのルートの
数がすべての VRFと同じでなかった場合は、「デフォルト以外の VRFのルート」の総数を計
算し、VRFの数で割って、VRFごとの平均ルート数に達するようにする必要があります。

SVDローカルの比率：ルートの総数（x）は、SVDローカルルートの数と特定の VRFのルー
トの総数を使用して検出できます。たとえば、前出の show cef tables location 0/1/CPU0の出力
例では、L列の数字はローカルルートの数、T列の数字はそのVRFのルートの総数を表してい
ます。したがって、L列と T列の数値の比率によって、特定の VRFの比率が得られます。こ
の比率がすべての VRFで同じでない場合は、すべての VRFで平均化する必要があります。

直接プロビジョニングされた VRF（Y）に依存する VRFの数は、ルータの設定によって異な
るため、手動で計算する必要があります。たとえば、ルートインポートが、他の VRFによっ
てエクスポートされたルートから依存型の VRFインポートをターゲットにしている場合など
です。VRFは、直接プロビジョニングされる他の何らかの VRFに存在するネクストホップに
依存している場合に、依存型になります。Yを自動的に計算する showコマンドはありません。
これは、さまざまな VRFにルートをインポートするためのルートの設定方法に完全に依存し
ているためです。

BGP Accept Own
BGPAccept Own機能を使用すると、自動送信VPNルート（BGPスピーカーがルートリフレク
タ（RR）から受信するルート）を処理できるようになります。「自動送信」ルートは、スピー
カー自体によって最初にアドバタイズされたルートです。BGPプロトコル（RFC4271）に従っ
て、BGPスピーカーは、スピーカー自体によって送信されたアドバタイズメントを拒否しま
す。ただし、BGP Accept Ownメカニズムを使用すると、プレフィックスの特定の属性を変更
するルートリフレクタから反映された場合に、ルータは自身がアドバタイズしたプレフィック

スを受け入れることが可能になります。ACCEPT-OWNと呼ばれる特別なコミュニティがルー
トリフレクタによってプレフィックスに付加されます。これは ORIGINATOR_IDおよび

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
74

BGPの実装
BGP Accept Own



NEXTHOP/MP_REACH_NLRIチェックをバイパスするための受信側ルータに対する信号です。
通常、BGPスピーカーは自動送信されたプレフィックスを自動送信チェック
（ORIGINATOR_ID、NEXTHOP/MP_REACH_NLRI）によって検出し、受信した更新をドロッ
プします。ただし、更新に Accept Ownコミュニティがあれば、BGPスピーカーはそのルート
を処理します。

BGP Accept Ownの応用例の 1つは、MPLS VPNネットワーク内のエクストラネットの自動設
定です。エクストラネットの設定では、ある VRFにあるルートは同じ PEの別の VRFにイン
ポートされます。通常、エクストラネットのメカニズムでは、別の VRFからのプレフィック
スのインポートを制御するために、エクストラネットVRFのインポートRTまたはインポート
ポリシーを編集する必要があります。ただし、Accept Own機能を使用すると、ルートリフレ
クタは、PEで設定変更することなく、その制御をアサートできます。このように Accept Own
機能によって、異なる VRF間でのルートのインポートの制御を集中管理できます。

BGP Accept Own機能は、ネイバーコンフィギュレーションモードの VPNv4および VPNv6ア
ドレスファミリ向けにのみサポートされています。

Accept Ownコミュニティと RTを処理するルートリフレクタ

ACCEPT_OWNコミュニティは、InterASルートリフレクタ（InterAS-RR）によってアウトバウ
ンドルートポリシーを使用して発信されます。ACCEPT_OWNのコミュニティ属性を持つプ
レフィックスの伝搬を最小限に抑えるために、この属性は送信元 PEに対するアウトバウンド
ルートポリシーを使用して InterAS-RRに付加されます。InterAS-RRは、ACCEPT-OWNコミュ
ニティを追加して RTを変更した後、仲介 RRを通じて新しいAccept Ownルートを、接続され
ている PE（送信元など）に送信します。ルートは、ルートポリシーによって変更されます。

Accept Ownの設定例

この設定例の内容は次のとおりです。
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• PE11にカスタマー VRFとサービス VRFが設定されています。

• OSPFは IGPとして使用されます。

• VPNv4ユニキャストおよびVPNv6ユニキャストのアドレスファミリが PEネイバーとRR
ネイバーとの間でイネーブルになっており、IPv4および IPv6が PEネイバーと CEネイ
バーとの間でイネーブルになっています。

Accept Ownの設定は次のように動作します。

1. CE1がプレフィックス Xを発信します。

2. プレフィックス Xは、カスタマー VRFに (RD1:X)として設定されています。

3. プレフィックス Xは IntraAS-RR11に (RD1:X, RT1)としてアドバタイズされます。

4. IntraAS-RR11が InterAS-RR1に Xを (RD1:X, RT1)としてアドバタイズします。

5. InterAS-RR1はインバウンドのプレフィックス Xとアウトバウンドの ACCEPT_OWNコ
ミュニティに RT2を付加し、IntraAS-RR31にプレフィックス Xをアドバタイズします。

6. IntraAS-RR31が PE11に Xをアドバタイズします。

7. PE11は Xをサービス VRFに (RD2:X,RT1, RT2, ACCEPT_OWN)としてインストールしま
す。

リモート PE：Accept Ownルートの処理

リモート PE（送信元 PE以外の PE）は、すべての同等ルート間の最適パスを計算します。こ
の最適パスアルゴリズムは、Accept OwnパスがAccept Ownでないパスよりも優先されるよう
に変更されています。最適パスの比較は IGPメトリックの比較の直前に実行されます。リモー
ト PEがルートリフレクタ 1から Accept Ownパスを受信し、ルートリフレクタ 2から Accept
Ownでないパスを受信し、これらのパスが同一であった場合は、Accept Ownパスが優先され
ます。そのためインポートは Accept Ownパスで実行されます。

不等コストの連続ロードバランシングに対するBGPDMZリンク帯域幅
不等コストの連続ロードバランシングに対するボーダーゲートウェイプロトコル非武装地帯

（BGP DMZ）リンク帯域幅により、BGP DMZリンク帯域幅を使用して、ローカルノード上
で連続プレフィックスに対する不等コストロードバランシングをサポートできます。不均等

ロードバランシングは、BGPネイバーコンフィギュレーションモードの dmz-link-bandwidth
コマンドと、インターフェイスコンフィギュレーションモードの bandwidthコマンドを使用
して実行します。

BGPの BFDマルチホップサポート
BGPでは、双方向フォワーディング検出マルチホップ（BFD-MH）のサポートが有効になって
います。BFDマルチホップでは複数のネットワークホップにまたがることのある 2つのアド
レス間に BFDセッションを確立します。Cisco IOS XRソフトウェア BFDマルチホップは RFC
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5883に基づきます。BFDマルチホップの詳細については、 Interface and Hardware Component
Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersおよび Interface and Hardware Component
Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersを参照してください。

BGP Multi-InstanceおよびMulti-AS
自律システム（AS）に対応するルータでは、複数の BGPインスタンスがサポートされていま
す。各 BGPインスタンスは、同じまたは異なる RP/DRPノードで実行される独立したプロセ
スです。BGPインスタンス間ではプレフィックステーブルは共有されません。分散 BGPと同
様に、共通 adj-rib-in（bRIB）は不要です。BGPインスタンスは互いに通信することはなく、
また互いにピアリングを設定することもありません。個々のインスタンスは他のルータとのピ

アリングを独立して設定できます。

Multi-AS BGPを使用すると、Multi-Instance BGPの各インスタンスに異なる AS番号を設定で
きるようになります。

Multi-InstanceおよびMulti-AS BGPは次の機能を備えています。

•共通ルーティングインフラストラクチャを使用して、複数のルータによって提供される
サービスを単一の IOS-XRルータに統合するメカニズム。

•異なる BGPインスタンスに異なる AFを設定することにより、AFの分離を実現するメカ
ニズム。

•複数のインスタンス間でピアリングセッション全体を分散させることによって、セッショ
ンのスケールを高めることができる手段。

•個々のインスタンスに異なる BGPテーブルを伝送させることにより、プレフィックスの
スケール（特に RRで）を高めることができるメカニズム。

•特定の状況における BGPコンバージェンスの改善。

• NSRを含むすべての BGP機能は、すべてのインスタンスに対応しています。

•ロードおよびコミットルータレベルの操作は、以前に確認または適用された構成上で実
行できます。

制約事項

•ルータは最大 4つの BGPインスタンスをサポートします。

•各 BGPインスタンスには、固有のルータ IDが必要です。

•各 BGPインスタンスで設定できるアドレスファミリは 1つだけです（VPNv4、VPNv6お
よび RT制約は複数の BGPインスタンスで設定できます）。

• IPv4/IPv6ユニキャストは、IPv4/IPv6ラベル付きユニキャストが設定されている同じ BGP
インスタンス内にある必要があります。

• IPv4/IPv6マルチキャストは、IPv4/IPv6ユニキャストが設定されている同じBGPインスタ
ンス内にある必要があります。
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•単一の BGPインスタンスに対するすべての設定変更を同時にコミットすることができま
す。ただし、複数のインスタンスに対する設定変更は同時にコミットできません。

•同じリモートルータとのピアリング時に、BGPの update-sourceをすべてのインスタンス
のデフォルト VRFで一意にすることが推奨されます。

RPKIに基づく BGPプレフィックスの発信元検証
BGPルートは、BGPアナウンスメントの形で、プレフィックスが経由したドメイン間パスを
識別する自律システム（AS）の設定と、アドレスプレフィックスを関連付けます。この設定
は、BGP内で AS_PATH属性として表され、プレフィックスを発信した ASで開始されます。

誤ったプレフィックスのアナウンス、中間者攻撃など、BGPに対する既知の脅威を低減しやす
くするためのセキュリティ要件の 1つは、BGPルートの発信元ASを検証する能力です。アド
レスプレフィックスの発信元であるとする AS番号（BGPルートの AS_PATH属性から導出）
は、プレフィックスの所有者によって検証および許可される必要があります。

Resource Public Key Infrastructure（RPKI）は、IPアドレスとリソースとしての AS番号の公的
で検証可能なデータベースを構築するためのアプローチです。RPKIは、BGP（インターネッ
ト）プレフィックスから許可された元の AS番号への情報マッピングなどの情報を含む、グ
ローバルに分散されたデータベースです。BGPを実行しているルータは、RPKIに接続して、
BGPパスの元の ASを検証できます。

BGP RPKIの送信元バインド機能を使用すると、RPKIサーバ接続に使用する送信元の IPアド
レスとインターフェイスを指定できます。たとえば、この機能では、ループバックインター

フェイスから送信元となる RPKIセッションを設定できます。

BGPの origin-as検証はデフォルトで有効になっています。

RPKIキャッシュサーバの設定

リソース公開キーインフラストラクチャ（RPKI）キャッシュサーバパラメータを設定するに
は、次の作業を実行します。

RPKIサーバのコンフィギュレーションモードで RPKIキャッシュサーバパラメータを設定し
ます。RPKIサーバコンフィギュレーションモードを開始するには、ルータBGPコンフィギュ
レーションモードで rpki serverコマンドを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. rpki server {host-name | ip-address}
4. bind-source interface name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• transport ssh port port_number
• transport tcp port port_number

6. （任意） username user_name
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7. （任意） password password
8. preference preference_value
9. purge-time time
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• refresh-time time
• refresh-time off

11. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• response-time time
• response-time off

12. commit
13. （任意） shutdown

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGPAS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router bgp 100

ステップ 2

RPKIサーバのコンフィギュレーションモードを開
始し、RPKIのキャッシュパラメータを設定しま
す。

rpki server {host-name | ip-address}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#rpki server
10.2.3.4

ステップ 3

RPKIサーバ接続に使用する送信元インターフェイ
スとしてループバックインターフェイスを指定し

ます。

bind-source interface name

例：

Router#(config-bgp)# bind-source interface
Loopback2

ステップ 4

RPKIキャッシュの転送方法を指定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5

• ssh：SSHを使用して RPKIキャッシュに接続
するには sshを選択します。

• transport ssh port port_number
• transport tcp port port_number

例： • tcp：TCP（暗号化されていない）を使用して
RPKIキャッシュに接続するには tcpを選択し
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#transport ssh port
22

• port port_number：指定した RPKIキャッシュ
転送に使用するポート番号を指定します。TCP

または

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#transport tcp port
2

の場合、サポートされているポート番号の範囲

は 1 ~ 65535です。SSHの場合は、ポート番号
22を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

SSHを介した RPKIキャッシュ転送
の場合は、カスタムポート番号を指

定しないでください。SSHを介した
RPKIにはポート 22を使用する必要
があります。

（注）

transportには TCPと SSHのいずれかを設
定できます。transportを変更すると、
キャッシュセッションがフラップしま

す。

（注）

RPKIキャッシュサーバの（SSH）ユーザ名を指定
します。

（任意） username user_name

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#username
ssh_rpki_uname

RPKIキャッシュサーバの（SSH）パスワードを指
定します。

（任意） password password

例：

ステップ 7

「username」と「password」の設定は、
SSH転送方式がアクティブな場合にのみ
適用されます。

（注）RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#password
ssh_rpki_pass

RPKIキャッシュのプリファレンス値を指定しま
す。プリファレンス値の範囲は 1～ 10です。設定
するプリファレンス値は低い方が適切です。

preference preference_value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#preference 1

ステップ 8

キャッシュセッションのドロップ後に、BGPが
キャッシュからのルートを保持するまで待機する時

purge-time time

例：

ステップ 9

間を設定します。破棄時間は秒単位で設定します。

破棄時間の範囲は 30～ 360秒です。
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#purge-time 30

キャッシュへの定期的なシリアルクエリー送信操

作の間に BGPが待機する時間を設定します。リフ
次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 10

• refresh-time time
レッシュの時間を秒単位で設定します。リフレッ

シュの時間の範囲は 15～ 3600秒です。
• refresh-time off

例：
シリアルクエリーを定期的に送信しないように指定

するには、offオプションを設定します。
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#refresh-time 20

または

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#refresh-time off
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目的コマンドまたはアクション

シリアルまたはリセットのクエリーを送信した後に

BGPが応答を待機する時間を設定します。応答時
次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 11

• response-time time
間を秒の単位で設定します。応答時間の範囲は 15
～ 3600秒です。

• response-time off

例：
応答を無期限に待機するには、offオプションを設
定します。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#response-time 30

または

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#response-time off

commitステップ 12

RPKIキャッシュのシャットダウンを設定します。（任意） shutdown

例：

ステップ 13

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-rpki-server)#shutdown

RPKI最適パス計算の設定

RPKI最適パス計算オプ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. configure
2. router bgp as-number
3. bgp bestpath origin-as use validity
4. bgp bestpath origin-as allow invalid
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router bgp 100

ステップ 2

BGPベストパス処理でのパスのプリファレンスに影
響するBGPパスの有効性状態を有効にします。この

bgp bestpath origin-as use validity

例：

ステップ 3

設定は、ルータ BGPアドレスファミリサブモード
でも設定できます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#bgp bestpath
origin-as use validity
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目的コマンドまたはアクション

すべての「無効な」パスをBGP最適パス計算対象に
します。

bgp bestpath origin-as allow invalid

例：

ステップ 4

この設定はグローバルアドレスファミリ、

ネイバー、およびネイバーアドレスファ

ミリの各サブモードでも設定できます。

ルータ BGPとアドレスファミリサブモー
ドで bgp bestpath origin-as allow invalidを設
定すると、すべての「無効な」パスがBGP
最適パス計算対象になります。デフォルト

ではこのようなパスは最適パス候補になり

ません。ネイバーまたはネイバーアドレ

スファミリサブモードで bgp bestpath
origin-asを設定すると、その特定のネイ
バーまたはネイバーアドレスファミリのす

べての「無効な」パスがベストパス候補と

して見なされます。このネイバーは eBGP
ネイバーでなければなりません。

（注）RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#bgp bestpath
origin-as allow invalid

この設定は、bgp bestpath origin-as use validity設
定がイネーブルの場合にのみ有効になります。

commitステップ 5

グローバルプレフィックス用 BGP 3107 PICアップデート
グローバルプレフィックス用 BGP 3107 PICアップデート機能は、MPLS VPNプロバイダー
ネットワークでの、グローバル IPv4および IPv6プレフィックス用のプレフィックス独立コン
バージェンス（PIC）アップデートをサポートします。この機能は、BGPを使用した、グロー
バルな IPv4または IPv6のプレフィックス用のMPLSラベルの配布について記述した、RFC
3107に基づいています。これにより、IGPの拡張性が向上され、高速コンバージェンスのため
の PICアップデートも実現されます。

RFC 3107により、ルートおよびラベルを BGPで伝送できるようになります。特定のルートへ
の配布に BGPを使用する場合は、このルートにマッピングされているMPLSラベルの配布に
も使用できます。特定の1つのルートに対するラベルマッピング情報は、ルート自体の配布に
使用される、同じ BGPアップデートメッセージに同梱されます。RFC 3107では、OSPFから
ネクストホップループをフィルタリングでき、LDPによってアドバタイズされるラベルを削
減できます。この実装によって、OSPFおよび LDPデータベースが大幅に削減されます。

3107 PIC実装では、additional-path設定を含めて、次のアドレスファミリをサポートしていま
す。

• address-family ipv4 unicast

• address-family ipv6 unicast
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• address-family vpnv4 unicast

• address-family vpnv6 unicast

address-family l2vpn vpls-vpwsでは、additional-pathをサポートしていません。したがって、
address-family l2vpn vpls-vpwsを使用する L2VPNサービスでは、PICコンバージェンス時間が
保証されません。

（注）

3107 PIC実装では、次の Cisco IOS XR機能をサポートしています。

• 3107の PICエッジ

• Traffic Engineering Fast-reroute（TE FRR）：逐語的なトンネルを使用して、コアリンク障
害に対する 50ミリ秒以内のトラフィックコンバージェンスが保証されます。

• L2VPNサービス（VPWS）

• L3VPN VPNv4サービス

• 6 PEサービス

• 6 VPEサービス

• VPLSサービス

グローバルプレフィックス用 BGP 3107 PICアップデート実装では、Light-Weight Recursive
（LW-RLDI）オブジェクトの代わりに共有Recursive Load Info（RLDI）転送オブジェクトを使
用します。RLDIは複数リーフ間で共有されますが、LW-RLDIはリーフごとにインスタンス化
されます。処理がプレフィックスに依存しなくなるため、共有はPICアップデートの処理で有
用です。

RIBおよび FIB用 BGPプレフィックス独立コンバージェンス
RIBおよび FIB用 BGP PICによって、PE-CEとしてのスタティック再帰のサポートおよび Fast
Re-Routeトリガーを使用したバックアップアクティベーションの高速化のサポートが加わり
ます。

RIBおよび FIB用 BGP PIC機能では、次の要素をサポートしています。

•コンバージェンス時間をさらに削減する、高速な PE-CEリンクダウン検出用の FRRに似
たトリガー（PICエッジの高速アクティベーション）。

•スタティック再帰ルートのための PICエッジ。

•明示的に /32スタティックルートを設定しない、PICエッジのための BFDシングルホッ
プトリガー。

•第1（IGP）レベルでの失敗トリガーの際の第3レベル以降での再帰PICアクティベーショ
ン。
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• BGPネクストホップの解決に関して、FIBが BGPと同期していることを保証する、FIB
での BGPパス再帰制約。

BGPPICエッジが設定されている場合、neighbor shutdownコマンドを設定しても、バックアッ
プパスに切り替える CEFはトリガーされません。代わりに、BGPはルーティングテーブルの
最上位プレフィックスから最後まで 1つずつ CEFのフィードを再開するため、時間遅延が発
生します。

この時間遅延によって、ネットワーク内でブラックホールが発生します。回避策として、

neighbor shutdownコマンドを設定する前に、トラフィックをバックアップパスに手動でルー
ティングしておく必要があります。

注意

BGPアップデートメッセージのエラー処理
BGPアップデートメッセージのエラー処理によって、セッションのリセットを避けるために
エラーアップデートメッセージの処理における BGPの動作が変わります。IETF IDR
I-D:draft-ietf-idr-error-handlingで説明されているアプローチに基づいて、Cisco IOSXRBGPアッ
プデートメッセージのエラー処理を実装すると、重大度、更新エラーが発生する可能性、属性

のタイプなどの要素に基づいて、BGP更新エラーはさまざまなカテゴリに分類されます。各カ
テゴリで発生したエラーは、ドラフトに沿って処理されます。セッションのリセットは、エ

ラーの処理プロセス中は可能な限り回避されます。一部のカテゴリのエラー処理は、デフォル

トの動作を有効または無効にする設定コマンドによって制御されます。

基本のBGP仕様に応じて、不正な属性を含むアップデートメッセージを受信したBGPスピー
カは、不正な属性が受信されたセッションをリセットする必要があります。セッションのリ

セットは、不正な属性があるルートだけでなくセッションを介して交換される他の有効なルー

トにも影響するので、この動作は好ましくありません。

BGP属性のフィルタリング
BGP属性フィルタ機能によって、BGPアップデートメッセージ内のBGPアップデートの整合
性を確認し、無効な属性を検出したときには最適な対応を行います。BGPアップデートメッ
セージには、必須およびオプションの属性のリストが含まれています。アップデートメッセー

ジのこれらの属性には、MED、LOCAL_PREF、COMMUNITYなどが含まれています。属性の
形式が正しくない場合は、ルータの受信側でこれらの属性をフィルタ処理する必要がありま

す。BGP属性フィルタ機能では、着信アップデートメッセージで受信した属性をフィルタリ
ングします。属性フィルタは、受信側ルータで好ましくない動作を引き起こす可能性のある属

性を排除するためにも使用できます。

BGPアップデートの中には、ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）またはアップデート
メッセージ内の他のフィールドなどの誤った形式の属性のために、形式が不正になるものがあ

ります。これらの不正なアップデートを受信すると、受信側ルータで好ましくない動作が発生

します。このような不正な動作は、アップデートメッセージの解析時や、受信したNLRIの再
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アドバタイズ時に発生することがあります。このような場合に備えて、受信側でこれらの破損

した属性をフィルタ処理することが重要です。

BGP属性のフィルタリングのアクション

属性フィルタリングを設定するには、1つまたはある範囲の属性コードと対応するアクション
を指定します。実行できるアクションには次のものがあります。

• Treat-as-withdraw：対応する IPv4ユニキャストまたはMP_REACH NLRIがあれば、ネイ
バーの Adj-RIB-Inから取り消します。

• DiscardAttribute：一致した部分の属性は廃棄され、アップデートメッセージの残りの部分
は正常に処理されます。

受信したアップデートメッセージに1つ以上のフィルタされた属性が含まれている場合、メッ
セージに対して設定されたアクションが実行されます。オプションで、さらに詳細なデバッグ

を行うためにアップデートメッセージを保存して、コンソールに syslogメッセージを表示す
ることもできます。

属性がフィルタと一致した場合は、属性のその後の処理は停止され、対応するアクションが実

行されます。

属性フィルタグループコマンドモードを開始するには、attribute-filter groupコマンドを使用
します。属性を破棄または更新メッセージを「取り消し」アクションとして処理するには、属

性フィルタグループコマンドモードで attributeコマンドを使用します。

BGPのエラー処理と属性フィルタリングの syslogメッセージ
不正な形式のアップデートパケットをルータが受信すると、

ROUTING-BGP-3-MALFORM_UPDATEタイプの ios_msgがコンソールに出力されます。この
レートは、すべてのネイバーで 1分間に 1つのメッセージになるよう制限されています。不正
なパケットが「DiscardAttribute」（A5）または「LocalRepair」（A6）アクションの対象になっ
た場合は、ネイバー 1つおよびアクション 1つごとに ios_msgメッセージが出力されます。こ
れは、ネイバーが直前の「Established」状態に到達して以降に受信した不正な形式のアップデー
トの数とは関係ありません。

BGPエラー処理の syslogメッセージの例を次に示します。

%ROUTING-BGP-3-MALFORM_UPDATE : Malformed UPDATE message received from neighbor 13.0.3.50
- message length 90 bytes,
error flags 0x00000840, action taken "TreatAsWithdraw".
Error details: "Error 0x00000800, Field "Attr-missing", Attribute 1 (Flags 0x00, Length
0), Data []"

これは「Discard Attribute」アクションに対する BGP属性フィルタリングの syslogメッセージ
の例です。

[4843.46]RP/0/0/CPU0:Aug 21 17:06:17.919 : bgp[1037]: %ROUTING-BGP-5-UPDATE_FILTERED :
One or more attributes were filtered from UPDATE message received from neighbor 40.0.101.1
- message length 173 bytes,
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action taken "DiscardAttr".
Filtering details: "Attribute 16 (Flags 0xc0): Action "DiscardAttr"". NLRIs: [IPv4
Unicast] 88.2.0.0/17

これは「Treat-as-withdraw」アクションに対する BGP属性フィルタリングの syslogメッセージ
の例です。

[391.01]RP/0/0/CPU0:Aug 20 19:41:29.243 : bgp[1037]: %ROUTING-BGP-5-UPDATE_FILTERED :
One or more attributes were filtered from UPDATE message received from neighbor 40.0.101.1
- message length 166 bytes,
action taken "TreatAsWdr".
Filtering details: "Attribute 4 (Flags 0xc0): Action "TreatAsWdr"". NLRIs: [IPv4 Unicast]
88.2.0.0/17

BGPリンクステート
BGPリンクステート（LS）は、BGPを介して内部ゲートウェイプロトコル（IGP）リンクス
テートデータベースを伝えるために定義されたアドレスファミリ識別子（AFI）およびサブア
ドレスファミリ識別子（SAFI）です。BGPLSは、ネットワークトポロジ情報をトポロジサー
バおよびアプリケーション層トラフィック最適化（ALTO）サーバに提供します。BGP LSで
は、集約、情報の非表示、および抽象化に対するポリシーベースの制御が可能です。BGP LS
は、IS-ISおよび OSPFv2をサポートしています。

IGPは、リモートピアからのBGPLSデータを使用しません。BGPは、ルータの他のコンポー
ネントに受信した BGP LSデータをダウンロードしません。

（注）

BGPパーマネントネットワーク
BGPパーマネントネットワーク機能は、BGP経由のスタティックルーティングをサポートし
ています。（ルートポリシーで識別された）IPv4または IPv6宛先へのBGPルートは、管理用
に作成して、BGPピアに選択的にアドバタイズできます。これらのルートは、管理上削除され
るまでルーティングテーブルに残ります。

パーマネントネットワークは、プレフィックスのセットを永続的なものとして定義するために

使用されます。つまり、プレフィックスのセットのアップストリームにおいて BGPのアドバ
タイズメントまたは取り消しは1回しかありません。プレフィックスセットの各ネットワーク
に対し、BGP固定パスが作成され、優先度はそのピアから受信される他の BGPパスよりも低
く扱われます。BGP固定パスが最適パスである場合は RIBにダウンロードされます。

グローバルアドレスファミリコンフィギュレーションモードの permanent-networkコマンド
は、ルートポリシーを使用して固定パスが設定されるプレフィックス（ネットワーク）のセッ

トを識別します。ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモードの advertise
permanent-networkコマンドは、固定パスをアドバタイズする必要があるピアの識別に使用さ
れます。別の最適パスが使用可能であっても、固定パスは常にアドバタイズパーマネントネッ
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トワーク設定を持つピアにアドバタイズされます。固定パスは、固定パスを受信するように設

定されていないピアにはアドバタイズされません。

パーマネントネットワーク機能は、デフォルトの仮想ルーティングおよび転送（VRF）下の
IPv4ユニキャストおよび IPv6ユニキャストアドレスファミリ内のプレフィックスのみをサ
ポートします。

制約事項

次の制限は、パーマネントネットワークの設定時に適用されます。

•パーマネントネットワークプレフィックスは、グローバルアドレスファミリでルートポ
リシーによって指定する必要があります。

•グローバルアドレスファミリコンフィギュレーションモードでルートポリシーを使用し
てパーマネントネットワークを構成し、それをネイバーアドレスファミリコンフィギュ

レーションモードで設定する必要があります。

•パーマネントネットワーク設定を削除する場合は、ネイバーアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードの設定を削除してから、グローバルアドレスファミリコンフィ

ギュレーションモードから削除します。

アップデート生成のための BGP-RIBのフィードバックメカニズム
アップデート生成機能のためのボーダーゲートウェイプロトコルルーティング情報ベース

（BGP-RIB）のフィードバックメカニズムによって、ネットワークで不完全なルートアドバ
タイズメントが行われて、それによってパケット損失が発生するのを防ぐことができます。こ

のメカニズムによって、ルートがネイバーにアドバタイズされる前にローカルに組み込まれる

ようになります。

BGPは RIBからのフィードバックを待ちます。このフィードバックには、BGPによって RIB
に組み込まれたルートが、BGPがネイバーにアップデートを送信する前に転送情報ベース
（FIB）に組み込まれたことが示されています。RIBは BCDLのフィードバックメカニズムを
使用して、そのバージョンのルートが FIBによって使用されたかを判断し、BGPをそのバー
ジョンで更新します。BGPがアップデートを送信するのは、FIBが組み込んだバージョン以下
のバージョンのルートだけです。この選択的な更新によって、BGPが不完全なアップデートを
送信しないようになり、ルータのリロード、LCOIR、または代替パスが使用可能になるリンク
フラップ後にデータプレーンがプログラミングされる前であっても、トラフィックの引き込み

が行われるようになります。

BGPが RIBに組み込んだルートが FIBに組み込まれたことを示す RIBからのフィードバック
を BGPが待機し、その後で BGPがネイバーにアップデートを送信するように設定するには、
ルータアドレスファミリ IPv4またはルータアドレスファミリ VPNv4コンフィギュレーショ
ンモードで update wait-installコマンドを使用します。show bgp、show bgp neighbors、および
show bgp process performance-statisticsコマンドを実行すると、update wait-install設定の情報が
表示されます。
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BGP VRFダイナミックルートのリーク
BorderGatewayProtocol（BGP）ダイナミックルートのリーク機能では、デフォルトのVRF（グ
ローバルVRF）とその他すべての非デフォルトVRF間にルートをインポートできるようにし、
グローバルとVPNホスト間に接続を提供します。インポートプロセスによってVRFテーブル
にインターネットルートが組み込まれるか、またはインターネットテーブルにVRFルートが
組み込まれて、接続を提供します。

•直接接続されたルートは、デフォルトの VRFから非デフォルトの VRFに BGP VRFダイ
ナミックルートリークを使用してリークできません。

•リークされたルートは、宛先 VRF内のルートを対象にしたり、上書きしたりすることは
できません。たとえば、2台の接続されたルータ R1（宛先 VRF「dest-vrf」）と R2（送
信元 VRF「source-vrf」）を考えてみましょう。ルート CR-1に接続された source-vrfが
dest-vrfにリークされます。この場合、dest-vrfからのルートは、source-vrfからリークされ
たルート CR-1の対象となるか、または上書きされます。

（注）

ダイナミックルートリークは次の方法で有効になります。

• VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモードで import from default-vrf
route-policy route-policy-name [advertise-as-vpn]コマンドを使用して、デフォルト VRF
から非デフォルト VRFにインポートする。

advertise-as-vpnオプションが設定されている場合、デフォルト VRFから非デフォルト
VRFにインポートしたパスは、PEと CEにアドバタイズされます。advertise-as-vpnオプ
ションが設定されていない場合、デフォルト VRFから非デフォルト VRFにインポートさ
れたパスは PEにアドバタイズされません。ただし、この場合も CEにはパスがアドバタ
イズされます。

• VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモードで export to default-vrf route-policy
route-policy-nameコマンドを使用して、非デフォルトVRFからデフォルトVRFにインポー
トする。

インポートしたルートをフィルタリングするには、ルートポリシーが必要です。これにより、

インターネットテーブルとVRFテーブル間でのルートの意図せぬインポートや対応するセキュ
リティ問題を低減します。

インポートできるプレフィックスの数にハードリミットはありません。インポートによりイン

ポート先の VRFに新しいプレフィックスが作成されるため、プレフィックスとパスの総数が
増加します。ただし、グルーバルルートをインポートしている各VRFがグローバルテーブル
を受け取るネイバーと同等のワークロードを追加します。これは、ユーザが一部を除くすべて

のプレフィックスをフィルタリングした場合も同様です。したがって、インポートする VRF
の適切な数は 5～ 10個です。
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ユーザ定義のMartianチェック
Cisco IOS XRソフトウェアリリース 5.1.0では、IPアドレスプレフィックスが次のものである
場合、Martianチェックを無効にできます。

• IPv4アドレスプレフィックス

• 0.0.0.0/8

• 127.0.0.0/8

• 224.0.0.0/4

• IPv6アドレスプレフィックス

• ::

• ::0002 - ::ffff

• ::ffff:a.b.c.d

• fe80:xxxx

• ffxx:xxxx

復元力のある CE単位のラベルモード
復元力のある CE単位のラベルは、CE単位のラベルモードの拡張機能で、プレフィックス独
立コンバージェンス（PIC）とロードバランシングをサポートします。

現時点では、プレフィックスごと、CEごと、およびVRF単位の 3つのラベルモードに次の制
限があります。

• ASR 9000イーサネットラインカードと A9K-SIP-700に対するサポートなし

• PICに対するサポートなし

•複数の CEにわたるロードバランシングに対するサポートなし

• PICをサポートするローカルトラフィックの迂回時の一時的な転送ループ

• EIBGPマルチパスのロードバランシングに対するサポートなし

•転送パフォーマンスへの影響

•ネットワーク内の別のベンダーのルータでのプレフィックス単位のラベルモードによるス
ケールの問題

復元力のある CE単位のラベルスキームでは、CEパスまたはネクストホップのそれぞれの一
意のセットに対してBGPが LSDに一意の書き換えラベルをインストールします。BGPテーブ
ルにこのラベルをポイントする1つ以上のプレフィックスが含まれている場合があります。ま
た、BGPは CEパス（プライマリ）と、オプションのバックアップ PEパスを RIBにインス
トールします。FIBは LSDからラベル書き換え情報を、RIBから IPパスを学習します。
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安定状態では、弾力性のある CEごとのラベル宛のラベル付きのトラフィックには、すべての
CEネクストホップにわたってロードバランシングが行われます。すべての CEパスが失敗す
ると、そのラベル宛のすべてのトラフィックが IPルックアップとなり、使用可能な場合は、
バックアップ PEに転送されます。このアクションはラベルをポイントする可能性があるプレ
フィックスの数と関係なく、ラベル上で実行されるため、プライマリパスの障害時は PICの
動作になります。

BGPと OSPFでの過剰なパントフロートラップの実装
BGPと OSPFでの過剰なパントフロートラップ（EPFT）機能は、制御パケットトラフィック
の割り当てられた共有よりも多くのリモートデバイスからの制御パケットトラフィックを識別

し、軽減しようとします。リモートデバイスは、送信元のMACアドレスで識別されます。リ
モートデバイスがルータに対して制御パケットトラフィックを送信すると、そのルータのCPU
を保護するために、制御パケットは Local Packet Transport Service（LPTS）キューによってパ
ントされ、ポリシングされます。1台のデバイスから過剰なレートの制御パケットトラフィッ
クが送信される場合は、ポリサーキューがいっぱいになり、多くのパケットがドロップされま

す。1台の「バッドアクター」デバイスからのレートが他のデバイスのレートを大幅に超えて
いる場合、他のデバイスのほとんどはルータまでの制御パケットをまったく取得できません。

過剰なパントフロートラップ機能は、この状況に対処します。

過剰なパントフロートラップに関する情報

過剰なパントフロートラップ（EPFT）機能は、物理インターフェイス、サブインターフェイ
ス、バンドルインターフェイス、およびバンドルサブインターフェイスからの制御パケットト

ラフィックをモニタします。この機能は、OSPFとBGPでバッドアクターを特定するのに役立
ちます。EPFTは、送信元MAC単位で OSPFと BGPのルーティングプロトコルをモニタしま
す。バッドアクターが検出されると、特定の期間にわたって制御パケットがドロップされ、送

信元MACが一定の期間（デフォルトでは15分間）「ペナルティボックス」に配置されます。
ペナルティタイムアウトの終了時に、特定の送信元MACのTCAMエントリがドロップから除
外されます。その後もリモートデバイスからの過剰なレートのパケットトラフィックが着信す

る場合は、リモートデバイスは再度トラップされます。

過剰なパントフロートラップ機能が有効になっていない場合でも、「バッドアクター」が他の

デバイスのサービスのみに影響を与えることがあります。ただし、それらはルータをダウンさ

せることはできません。

（注）

EPFT実装の制約事項

EPFT機能の実装には、次の制約事項が適用されます。

• EPFTはサブスクライバインターフェイスでは有効になっていません。

• BGPおよび OSPFルーティングプロトコルのみがサポートされます。
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• OSPFV3はサポートされていません。

• OSPFおよびBGPパケットは、バッドアクターを特定した後、特定の期間（デフォルトは
15分）は完全にドロップされます。この場合はペナルティポリシングは行われません。

•サブスクライバインターフェイスまたはインターフェイスベースのフローが設定されてい
る場合、routing-protocol-enableコマンドは設定できません。また、逆も同様です。つま
り、 routing-protocol-enableコマンドが設定されている場合、サブスクライバインター
フェイスまたはインターフェイスベースのフローは設定できません。

•サテライト ICLインターフェイスは EPFTモニタリングから除外されます。

過剰なパントフロートラップ処理の有効化

OSPFまたは BGPプロトコルで過剰なパントフロートラップ（EPFT）機能を有効にし、指定
されたペナルティタイムアウト期間を使用するには、このタスクを実行します。

始める前に

EPFTは、サブスクライバ以外のインターフェイスでのみ有効にできます。

手順の概要

1. configure
2. lpts punt excessive-flow-trap non-subscriber-interfaces mac
3. lpts punt excessive-flow-trap penalty-timeout protocol time
4. lpts punt excessive-flow-trap routing-protocols-enable
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

過剰パントフロートラップ機能をサブスクライバ以

外のターフェイスに対して有効にします。

lpts punt excessive-flow-trap
non-subscriber-interfaces mac

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# lpts punt
excessive-flow-trap non-subscriber-interfaces mac

ペナルティタイムアウト値を設定します。これは、

プロトコルのペナルティボックスに送信元MACト
lpts punt excessive-flow-trap penalty-timeout
protocol time

例：

ステップ 3

ラップが配置される期間です。ペナルティタイムア

ウト値は分単位で、範囲は 1～ 1000です。デフォ
ルトのペナリティタイムアウト値は 15分です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# lpts punt
excessive-flow-trap penalty-timeout bgp 10
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目的コマンドまたはアクション

L3ルーティングプロトコルで EPFTを有効にしま
す。

lpts punt excessive-flow-trap routing-protocols-enable

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# lpts punt
excessive-flow-trap routing-protocols-enable

commitステップ 5

過剰なパントフロートラップ処理の有効化：例

次に、サブスクライバ以外のインターフェイスに対して過剰なパントフロートラップ

を有効にする例を示します。

configure
lpts punt excessive-flow-trap
penalty-timeout ospf 20 <<optional>>
penalty-timeout bgp 20 <<optional>>
non-subscriber-interfaces mac <<This is mandatory for routing protcols to be enabled>>
routing-protocols-enable
end
!!

過剰なパントフロートラップ機能に関して、バッドアクター、ペナルティステータス、

およびその他の詳細情報を表示するには、次のいずれかの showコマンドをEXECモー
ドで使用します。

• show lpts punt excessive-flow-trap [protocol ]

• show lpts punt excessive-flow-trap all

BGPマルチパスの機能拡張
•マルチパスプレフィックスのネクストホップ計算の上書きは許可されていません。
next-hop-unchangedmultipath コマンドを使用すると、マルチパスプレフィックスのネク
ストホップ計算の上書きが無効になります。

•マルチパスの計算時に as-pathオンワードを無視する機能が追加されます。 bgp multipath
as-path ignore onwards コマンドを使用すると、マルチパスの計算時に as-pathオンワード
が無視されます。

マルチパスを計算している間に複数の接続されたルータが以降の as-pathを無視し始めると、
ルーティングループが発生します。そのため、ループを形成する可能性があるルータではbgp
multipath as-path ignore onwards コマンドを設定しないでください。
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図 11 :ループの形成を示すトポロジ

異なる自律システム（AS-1、AS-2、および AS-3）内の 3台のルータ、R1、R2、および R3を
想定します。これらのルータは相互に接続されています。R1が R2と R3にプレフィックスを
アナウンスします。R2とR3の両方がマルチパスを使用して設定されており、また、bgpmultipath
as-pathで以降のコマンドが無視されます。R3はマルチパスとして設定されているため、R2は
そのトラフィックの一部を R3に送信します。同様に、R3はそのトラフィックの一部を R2に
送信します。これにより、R3とR2の間に転送ループが発生します。そのため、このような転
送ループを回避するには、接続されたルータで bgpmultipath as-path ignore onwards コマンド
を設定しないでください。

BGP SAFI-2および SAFI-129を使用したMVPN
BGPは、マルチキャスト VPN（MVPN）の後続のアドレスファミリ識別子（SAFI）-2および
SAFI-129をサポートしています。

SAFI-129は、コア IPv4ネットワークでマルチキャストルーティングをサポートする機能を提
供します。SAFI-129は、BGPベースのMVPNをサポートしています。SAFI-129の追加によ
り、マルチキャストで、ユニキャストトポロジに依存しないこともあるアップストリームマ

ルチキャストホップを選択できるようになります。カスタマーエッジ（CE）ルータから学習
したマルチキャストルートまたはリモートプロバイダーエッジ（PE）ルータから学習したマル
チキャスト VPNルートは、マルチキャストルーティング情報ベース（MuRIB）にインストー
ルされます。このMuRIBには、マルチキャストに固有のルートが入力され、ユニキャスト転
送では使用されません。PE-CE BGPプレフィックスは SAFI-2を使用してアドバタイズされ、
PE-PEのルートは SAFI-129を使用してアドバタイズされます。
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BGP Monitoring Protocolの概要
BGPMonitoring Protocol（BMP）機能により、BGPスピーカー（BMPクライアントという）を
モニタできるようになります。BMPサーバとして機能するようにデバイスを設定して、複数
のアクティブピアセッションが確立された 1つまたは複数のBMPクライアントをモニタでき
ます。また、1つ以上の BMPサーバに接続するように BMPクライアントを設定することもで
きます。BMP機能では、複数のBMPサーバ（プライマリサーバとして設定）を、アクティブ
な状態で相互に独立して機能しながら BMPクライアントをモニタするように設定できます。

BMPプロトコルは、隣接するルーティング情報ベースやピアの着信（Adj-RIB-In）テーブル
への継続的なアクセス、およびモニタリングステーションが詳細な分析のために使用できると

特定の統計情報の定期的なダンプを提供します。BMPは、ピアの Adj-RIB-Inテーブルをポリ
シーごとに表示します。

すべてのBGPインスタンスに対して、グローバルに設定された複数のBMPサーバが存在する
場合があります。設定された BMPサーバは複数のスピーカーインスタンス間で共通であり、
インスタンス内の各 BGPピアは、BMPサーバのすべてまたは一部によるモニタリング用に設
定でき、BGPスピーカーの観点からはBGPピアとBMPサーバ間の「Any-to-Any」マップを提
供します。いずれかのBGPピアが起動する前にBMPサーバが設定されている場合は、BGPピ
アが起動するとすぐにモニタリングが開始されます。BMPサーバの設定は、その特定の BMP
サーバによってモニタされるように設定されているBGPピアがない場合にのみ削除できます。

BMPクライアントとBMPサーバ間のセッションは、プレーンTCP（暗号化/カプセル化なし）
で動作します。BMPサーバとの TCPセッションが確立されていない場合、クライアントは 7
秒ごとに接続を再試行します。

BMPサーバは、そのクライアント（BGPスピーカー）にメッセージを送信しません。メッセー
ジフローは一方向（BGPスピーカから BMPサーバへ）のみです。

Cisco NCS 5500シリーズルータでは、最大 8台の BMPサーバを設定できます。各 BMPサー
バはサーバ IDで指定され、IPアドレス、ポート番号などの特定のパラメータを設定できます。
ホストとポートの詳細を使用して BMPサーバを正常に設定すると、BGPスピーカーは BMP
サーバへの接続を試行します。TCP接続が設定されると、最初のメッセージとして開始メッ
セージが送信されます。

bmp serverにより、ユーザは複数（独立かつ非同期）の BMPサーバ接続の設定が可能になり
ます。

BGPスピーカーのすべてのネイバーは、必ずしも BMPクライアントである必要はありませ
ん。BMPクライアントは、BMPサーバとの直接TCP接続を持っているクライアントです。こ
れらの BGPスピーカーはそれぞれ、多数の BGPネイバーまたはピアを持つことができます。
BGPスピーカーの下で、そのネイバーのいずれかが BMPモニタリング用に設定されている場
合、その特定のピアルータのメッセージのみが BMPサーバに送信されます。

BMPサーバへのセッション接続は、BMPクライアントでの初期遅延後に試行されます。この
初期遅延は設定できます。初期遅延が設定されていない場合は、7秒のデフォルトの接続遅延
が使用されます。複数の BMPサーバの状態が厳密に切り替わり、リフレッシュ遅延が小さい
特定の状況下で、初期遅延を設定することが重要になります。これにより、冗長なルートリフ
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レッシュが生成される可能性があります。これにより、大量のネットワークトラフィックが発

生し、デバイスに負荷がかかります。初期遅延が異なると、ネットワークとルータの負荷スパ

イクが低減される可能性があります。

初期遅延後、BMPサーバへの TCP接続が試行されます。サーバ接続がアップ状態になると、
モニタリングが有効になっているピアがあるかどうかが確認されます。すでにモニタされてい

る BGPピアが「ESTAB」状態になると、スピーカーはそのピアの「peer-up」メッセージを
BMPサーバに送信します。BGPピアがルートリフレッシュ要求を受信すると、ネイバーが更
新を送信します。このルートリフレッシュは、各 BMPサーバに設定された遅延に基づいて開
始されます。これをルートリフレッシュ遅延といいます。モニタするネイバが複数ある場合、

それらが有効になっている BMPサーバに基づいて、各ネイバにはリフレッシ遅延が設定され
ます。すべての BGPネイバーがリフレッシュ要求に応えて更新を送信すると、BMPサーバ内
のテーブルが最新の状態になります。BMPモニタリングの開始後にネイバーが接続を確立す
る場合は、ルートリフレッシュ要求は必要ありません。そのネイバーから受信したすべての

ルートが BMPサーバに送信されます。

BMPプレインバウンドポリシーのルートモニタリングの場合、新しいBMPサーバが起動する
と、BGPスピーカーによってルートリフレッシュ要求がピアルータに送信されます。ただし、
BMPポストインバウンドポリシーのルートモニタリングの場合、ルートリフレッシュ要求は、
新しいBMPサーバが起動したときにピアルータに送信されません。これは、BMPテーブルが
更新生成に使用されるためです。

（注）

複数の BMPサーバが立て続けにアクティブ化される場合は、BGPピアにリフレッシュ要求を
バッチ化すると便利です。bmp server initial-refresh-delay コマンドを使用して、最初の BMP
サーバが起動したときにリフレッシュメカニズムをトリガーする際の遅延を設定できます。こ

のタイムフレーム内に他のBMPサーバがオンラインになった場合は、1セットのリフレッシュ
要求のみが BGPピアに送信されます。また、BGPスピーカーからのすべてのリフレッシュ要
求をスキップし、ピアからのすべての着信メッセージだけをモニタするように、bmp server
initial-refresh-delay skipコマンドを設定することもできます。

クライアントとサーバの設定では、デバイスのリソース負荷を最小限に抑え、過度なネット

ワークトラフィックが発生しないようにすることが推奨されます。BMP設定では、サーバと
クライアントの間の接続でフラッピングが発生しないように、BMPサーバ上でさまざまな遅
延タイマーを設定できます。

BGPの実装方法

BGPルーティングのイネーブル化
BGPルーティングをイネーブルにし、BGPルーティングプロセスを設定するには、次の作業
を実行します。BGPネイバーの設定は、BGPルーティングのイネーブル化の一部として含ま
れています。
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BGPルーティングをイネーブルにするには、1つ以上のネイバーおよび 1つ以上のアドレス
ファミリを設定する必要があります。address familyコマンドおよび remote asコマンドを使用
して、リモートASとアドレスファミリの両方を持つ 1つ以上のネイバーをグローバルに設定
する必要があります。

（注）

始める前に

BGPはルータ ID（設定済みループバックアドレスなど）を取得できなければなりません。1
つ以上のアドレスファミリを BGPルータコンフィギュレーションに設定する必要があり、同
じアドレスファミリをネイバーの下にも設定する必要があります。

ネイバーが外部BGP（eBGP）ピアとして設定されている場合は、route-policyコマンドを使用
して、インバウンドおよびアウトバウンドのルートポリシーをネイバー上に設定する必要があ

ります。

（注）

2つのピア間で eBGPネイバーシップを確立している間、BGPは 2つのピアが直接接続されて
いるかどうかをチェックします。ピアが直接接続されていない場合、デフォルトでは、BGPは
関係を確立しようとしません。2つのBGPピアが直接接続されておらず、ルータのループバッ
ク間でピアリングが必要な場合は、ignore-connected-checkコマンドを使用できます。このコ
マンドは、BGP制御パケットの送信元 IPが宛先と同じネットワーク内にあるかどうかを確認
するために BGPが実行するデフォルトのチェックを無効にします。このシナリオでは、TTL
値が 1の場合、ignore-connected-checkが使用されていれば十分です。

egp-multihop ttlの設定は、ピアが直接接続されておらず、その間に多くのルータが存在する場
合に必要です。egp-multihop ttlコマンドが設定されていない場合、デフォルトでは、eBGPは
BGPメッセージを伝送するパケットのTTLを 1に設定します。eBGPを複数ホップ離れている
ルータ間で設定する必要がある場合は、TTL値を設定する必要があります。この TTL値は、
それらの間のホップ数以上にする必要があります。たとえば、2つの BGPピアリングルータ
R1と R4の間にホップが 2つ（R2、R3）がある場合は、TTL値を 3に設定する必要がありま
す。

（注）

手順の概要

1. configure
2. route-policy route-policy-name
3. end-policy
4. commit
5. configure
6. router bgp as-number
7. bgp router-id ip-address
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8. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
9. exit
10. neighbor ip-address
11. remote-as as-number
12. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
13. route-policy route-policy-name { in | out }
14. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

（任意）ルートポリシーを作成し、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを開始します。こ

のモードではルートポリシーを定義できます。

route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy

ステップ 2

drop-as-1234
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if as-path
passes-through '1234' then
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# apply

check-communities
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# else
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# endif

（任意）ルートポリシーの定義を終了し、ルート

ポリシーコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

end-policy

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

ステップ 3

commitステップ 4

configureステップ 5

BGPAS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 6

指定したルータ IDで、ローカルルータを設定しま
す。

bgp router-id ip-address

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp
router-id 192.168.70.24
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 8

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

現在の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 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 10

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 12

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

（任意）指定したポリシーを着信 IPv4ユニキャス
トルートに適用します。

route-policy route-policy-name { in | out }

例：

ステップ 13

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy drop-as-1234 in

commitステップ 14

特定の自律システムに対する複数の BGPインスタンスの設定
特定の自律システムに複数の BGPインスタンスを設定するには、次のタスクを実行します。

単一の BGPインスタンスに対するすべての設定変更を同時にコミットすることができます。
ただし、複数のインスタンスに対する設定変更は同時にコミットできません。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number [instance instance name]
3. bgp router-id ip-address
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ユーザが指定した BGPインスタンスに対し BGPコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number [instance instance name]

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 100
instance inst1

BGPスピーキングルータの固定ルータ ID（BGPイ
ンスタンス）を設定します。

bgp router-id ip-address

例：

ステップ 3

各BGPインスタンスに一意のルータ IDを
手動で設定する必要があります。

（注）RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp router-id
10.0.0.0

commitステップ 4

BGPのルーティングドメインコンフェデレーションの設定
BGPのルーティングドメインコンフェデレーションを設定するには、次の作業を実行します。
これには、コンフェデレーション IDの指定と、コンフェデレーションに属す自律システムの
指定を含みます。

ルーティングドメインコンフェデレーションを設定すると、自律システムを複数の自律シス

テムに分割して、これを 1つのコンフェデレーションにグループ化することによって、内部
BGP（iBGP）メッシュを削減することができます。それぞれの自律システムは、そのシステム
自身内で完全にメッシュ化されていて、同じコンフェデレーションの別の自律システムとの接

続を数個持ちます。このコンフェデレーションによりネクストホップおよびローカルプリファ

レンス情報が維持され、これにより、すべての自律システムに対して Interior Gateway Protocol
（IGP）を 1つ維持できるようになります。外部からは、このコンフェデレーションは単一の
自律システムであるかのように見えます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp confederation identifier as-number
4. bgp confederation peers as-number
5. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# router bgp 120

ステップ 2

BGPコンフェデレーション IDを指定します。bgp confederation identifier as-number

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp
confederation identifier 5

BGP自律システムが指定されたBGPコンフェデレー
ション IDに属することを指定します。例に示すよ

bgp confederation peers as-number

例：

ステップ 4

うに、複数の AS番号を同じコンフェデレーション
IDに関連付けることができます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp

confederation peers 1091
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp

confederation peers 1092
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp

confederation peers 1093
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp

confederation peers 1094
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp

confederation peers 1095
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp

confederation peers 1096

commitステップ 5

リンク障害後の eBGPセッションの即時リセット
デフォルトでは、リンクがダウンすると、直接隣接する外部ピアの BGPセッションはすべて
即時にリセットされます。自動リセットをディセーブルにするには bgp fast-external-fallover
disableコマンドを使用します。自動リセットをイネーブルにするにはnobgpfast-external-fallover
disableコマンドを使用します。

BGPタイマー値が 10および 30に設定されているノードで eBGPセッションの数が 3500に達
すると、eBGPセッションはフラップします。3500を超える数の eBGPセッションに対応する
には、lpts pifib hardware police location location-idコマンドを使用してパケットレートを大き
くします。eBGPセッションを増加する設定の例を次に示します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#lpts pifib hardware police location 0/2/CPU0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp configured rate 4000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp known rate 4000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp default rate 4000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pifib-policer-per-node)#commit
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ネイバー変更のロギング

ネイバー変更のロギングはデフォルトでイネーブルになっています。ロギングをオフにするに

は、log neighbor changes disableコマンドを使用します。ロギングがディセーブルにされてい
る場合にロギングを再びイネーブルにするには、no log neighbor changes disableコマンドを使
用します。

BGPタイマーの調整
BGPネイバーにタイマーを設定するには、次のタスクを実行します。

BGPは、定期実行アクティビティ（キープアライブメッセージの送信、ネイバーがダウンし
たと判断する条件となるそのネイバーからメッセージを受信しなかった期間など）を制御する

ために、特定のタイマーを使用します。ルータコンフィギュレーションモードで timers bgpコ
マンドを使用して設定した値は、特定のネイバーでネイバーコンフィギュレーションモード

で timersコマンドを使用すると上書きできます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. timers bgp keepalive hold-time
4. neighbor ip-address
5. timers keepalive hold-time
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 123

ステップ 2

すべてのネイバーのデフォルトのキープアライブ時

間とデフォルトの保留時間を設定します。

timers bgp keepalive hold-time

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# timers bgp
30 90

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

（任意）BGPネイバーのキープアライブタイマーと
保持時間タイマーを設定します。

timers keepalive hold-time

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# timers
60 220

commitステップ 6

BGPのデフォルトローカルプリファレンス値の変更
BGPパスのデフォルトローカルプリファレンス値を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp default local-preference value
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

デフォルト値 100以外のデフォルトローカルプリ
ファレンス値を設定します。100より大きい値を設

bgp default local-preference value

例：

ステップ 3

定して推奨度を上げるか、または 100未満の値を設
定して推奨度を低くすることができます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp default

local-preference 200

commitステップ 4

BGPのMEDメトリックの設定
メトリックがまだ設定されていないルート（MED属性が設定されていない、受信されたルー
ト）をピアにアドバタイズするようにMulti Exit Discriminator（MED）を設定するには、次の
作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. default-metric value
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

まだメトリックが設定されていないルート（MED
属性を持たない、受信されたルート）をピアにアド

default-metric value

例：

ステップ 3

バタイズするようにMEDを設定する場合に使用さ
れるデフォルトのメトリックを設定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# default

metric 10

commitステップ 4

BGPの重みの設定
ネイバーから受信したルートに重みを割り当てるには、次のタスクを実行します。重みとは、

ベストパス選択プロセスを制御するためにパスに割り当てる数値です。ほとんどのトラフィッ

クで特定のネイバーを優先する場合、weightコマンドを使用して、そのネイバーから学習した
すべてのルートに大きい重みを割り当てることができます。

始める前に

新たに設定した重みを反映するには、clear bgpコマンドを使用する必要があります。（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
6. weight weight-value
7. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
2002

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 5

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ネイバーから学習したすべてのルートに重みを割り

当てます。

weight weight-value

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)# weight
41150

commitステップ 7

BGP最適パス計算の調整
デフォルトの BGP最適パスの計算の動作を変更するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp bestpath med missing-as-worst
4. bgp bestpath med always
5. bgp bestpath med confed
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6. bgp bestpath as-path ignore
7. bgp bestpath compare-routerid
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 126

ステップ 2

このパスを最も必要のないパスにするために、この

パス内の不明MED属性の値は無限であると見なす
ように、BGPソフトウェアに指示します。

bgp bestpath med missing-as-worst

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp bestpath
med missing-as-worst

ステップ 3

パスがどの自律システムから受信されたかに関係な

く、すべてのパスの間でプレフィックスについて

bgp bestpath med always

例：

ステップ 4

MEDを比較するように、指定した自律システムの
BGPスピーカーを設定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp bestpath

med always

コンフェデレーションピアから学習したパスについ

てMED値をBGPソフトウェアで比較できるように
します。

bgp bestpath med confed

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp bestpath
med confed

ステップ 5

最適パスを選択するときに、自律システムパスの長

さが無視されるようにBGPソフトウェアを設定しま
す。

bgp bestpath as-path ignore

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp bestpath
as-path ignore

ステップ 6

類似パスのルータ IDを比較するように自律システ
ムの BGPスピーカーを設定します。

bgp bestpath compare-routerid

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp bestpath
compare-routerid

commitステップ 8
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BGPバックドアルートの指定
外部ボーダーゲートウェイプロトコル（eBGP）のアドミニストレーティブディスタンスに、
ローカルにソースされたBGPルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定し、Interior
Gateway Protocol（IGP）ルートよりも推奨度を低くするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. network { ip-address / prefix-length | ip-address mask } backdoor
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定されたネットワークを作成してアドバタイズす

るようにローカルルータを設定します。

network { ip-address / prefix-length | ip-address mask
} backdoor

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# network
172.20.0.0/16

commitステップ 5

集約アドレスの設定

BGPルーティングテーブルに集約エントリを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
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3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. aggregate-address address/mask-length [ as-set ] [ as-confed-set ] [ summary-only ] [ route-policy

route-policy-name ]
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

集約アドレスを作成します。このルートにアドバタ

イズされたパスは、集約されるすべてのパスに含ま

aggregate-address address/mask-length [ as-set ] [
as-confed-set ] [ summary-only ] [ route-policy
route-policy-name ]

ステップ 4

れるすべての要素で構成された自律システムセット

です。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
aggregate-address 10.0.0.0/8 as-set

• as-set キーワードは、関係するパスから自律シ
ステムセットパス情報およびコミュニティ情

報を生成します。

• as-confed-set キーワードは、関係するパスから
自律システムコンフェデレーションセットパ

ス情報を生成します。

• summary-only キーワードは、アップデートか
ら具体的なルートをすべてフィルタリングしま

す。

• route-policy route-policy-name キーワードおよ
び引数は、集約ルートの属性の設定に使用され

るルートポリシーを指定します。

commitステップ 5
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IGPへの iBGPルートの再配布
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）や Open Shortest Path First（OSPF）など、内
部ゲートウェイプロトコル（IGP）に iBGPルートを再配布するには、次の作業を実行します。

bgp redistribute-internalコマンドを使用するには、すべての BGPルートを IPルーティング
テーブルに再インストールするために、clear route *コマンドを発行する必要があります。

（注）

IGPへの iBGPルートの再配布は、自律システム内にルーティングループが作成される原因と
なる可能性があります。このコマンドの使用には注意が必要です。

注意

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp redistribute-internal
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IGP（IS-ISや OSPFなど）への iBGPルートの再配
布を許可します。

bgp redistribute-internal

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp
redistribute-internal

commitステップ 4

過剰パスの破棄の設定

BGP最大プレフィックス過剰パスの破棄を設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
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2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
5. maximum-prefix maximum discard-extra-paths
6. commit

手順の詳細

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

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 10

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.1

ステップ 3

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 4

許可されるプレフィックス数の制限を設定します。maximum-prefix maximum discard-extra-paths

例：

ステップ 5

最大プレフィックスの制限を超えると過剰パスを破

棄するように過剰パスの破棄を設定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
maximum-prefix 1000 discard-extra-paths

commitステップ 6

ネイバー単位の TCP MSSの設定
ネイバーによって継承されるネイバーグループに TCP MSSを設定するには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family ipv4 unicast
4. exit
5. neighbor-group name

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
109

BGPの実装

ネイバー単位の TCP MSSの設定



6. tcp mss segment-size
7. address-family ipv4 unicast
8. exit
9. exit
10. neighbor ip-address
11. remote-as as-number
12. use neighbor-group group-name
13. address-family ipv4 unicast
14. commit

手順の詳細

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

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 10

ステップ 2

IPv4アドレスファミリユニキャストを指定し、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 unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了し、BGPコンフィギュレーションモー
ドに戻ります。

exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

ステップ 4

ネイバーグループコンフィギュレーションモード

を開始します。

neighbor-group name

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
neighbor-group n1

TCP最大セグメントサイズを設定します。範囲は
68～ 10000です。

tcp mss segment-size

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# tcp
mss 500

IPv4アドレスファミリユニキャストを指定し、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 unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

ルータ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

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)#
exit

ネイバーグルー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 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.2

ステップ 10

ネイバーを作成し、リモート自律（AS）システム
番号を割り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 11

• 2バイト自律システム番号（ASN）の範囲は 1
～ 65535です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#

remote-as 1

• asplain形式の 4バイト自律システム番号
（ASN）の範囲は、1～ 4294967295です。

• asdot形式の4バイト自律システム番号（ASN）
の範囲は、1.0～ 65535.65535です。

BGPネイバーが指定されたネイバーグループから
設定を継承することを指定します。

use neighbor-group group-name

例：

ステップ 12

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use
neighbor-group n1

IPv4アドレスファミリユニキャストを指定し、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 unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 13

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#

commitステップ 14

ネイバー単位の TCP MSSの無効化
ネイバーグループの特定のネイバーに対する TCP MSSを無効にするには、このタスクを実行
します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family ipv4 unicast
4. exit
5. neighbor-group name
6. tcp mss segment-size
7. address-family ipv4 unicast
8. exit
9. exit
10. neighbor ip-address
11. remote-as as-number
12. use neighbor-group group-name
13. tcp mss inheritance-disable
14. address-family ipv4 unicast
15. commit

手順の詳細

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

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 10

ステップ 2

IPv4アドレスファミリユニキャストを指定し、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 unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了し、BGPコンフィギュレーションモー
ドに戻ります。

exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

ステップ 4

ネイバーグループコンフィギュレーションモード

を開始します。

neighbor-group name

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
neighbor-group n1

TCP最大セグメントサイズを設定します。範囲は
68～ 10000です。

tcp mss segment-size

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# tcp
mss 500

IPv4アドレスファミリユニキャストを指定し、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 unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 7

ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)#
exit

ネイバーグルー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 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.2

ステップ 10

ネイバーを作成し、リモート自律（AS）システム
番号を割り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 11

• 2バイト自律システム番号（ASN）の範囲は 1
～ 65535です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#

remote-as 1

• asplain形式の 4バイト自律システム番号
（ASN）の範囲は、1～ 4294967295です。

• asdot形式の4バイト自律システム番号（ASN）
の範囲は、1.0～ 65535.65535です。

BGPネイバーが指定されたネイバーグループから
設定を継承することを指定します。

use neighbor-group group-name

例：

ステップ 12

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use
neighbor-group n1

ネイバーに対する TCP MSSを無効にします。tcp mss inheritance-disable

例：

ステップ 13

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# tcp mss
inheritance-disable
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目的コマンドまたはアクション

IPv4アドレスファミリユニキャストを指定し、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 unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 14

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#

commitステップ 15

マルチプロトコル BGPへのプレフィックスの再配布
別のプロトコルからマルチプロトコル BGPへプレフィックスを再配布するには、次のタスク
を実行します。

再配布とは、あるルーティングプロトコルから別のルーティングプロトコルへプレフィック

スを挿入するプロセスです。ここでは、別のルーティングプロトコルのプレフィックスをマル

チプロトコル BGPに挿入する方法について説明します。具体的には、redistributeコマンドを
使用してマルチプロトコル BGPに再配布されるプレフィックスは、ユニキャストデータベー
スまたはマルチキャストデータベース、あるいはその両方に挿入されます。

BGPは、VRFでの ISISルートの再配布をサポートしていません。（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. 次のいずれかを実行します。

• redistribute connected [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]
• redistribute eigrp process-id [ match { external | internal }] [ metric metric-value ]
[ route-policy route-policy-name ]

• redistribute ospf process-id [match { external [ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 |
2 ]]} [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• redistribute ospfv3 process-id [ match { external [ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [
1 | 2 ]]} [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• redistribute rip [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]
• redistribute static [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

5. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定したインスタンスからのルートがBGPに再配布
されるようにします。

次のいずれかを実行します。ステップ 4

• redistribute connected [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• redistribute eigrp process-id [match { external
| internal }] [ metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• redistribute ospf process-id [ match { external
[ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]]} [
metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• redistribute ospfv3 process-id [match { external
[ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]]} [
metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• redistribute rip [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• redistribute static [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
redistribute ospf 110

commitステップ 5

BGPルートダンプニングの設定
BGPルートダンプニングを設定してモニタするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. bgp dampening [ half-life [ reuse suppress max-suppress-time ] | route-policy

route-policy-name ]
5. commit
6. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast

| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics

7. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics regexp
regular-expression

8. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] route-policy route-policy-name

9. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] { mask | /prefix-length }}

10. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics { ip-address [{
mask | /prefix-length } [ longer-prefixes

11. clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics

12. clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics regexp
regular-expression

13. clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] route-policy route-policy-name

14. clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics network / mask-length

15. clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics ip-address /
mask-length

16. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] dampened-paths

17. clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] dampening ip-address / mask-length
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定したアドレスファミリに対してBGPダンプニ
ングを設定します。

bgp dampening [ half-life [ reuse suppress
max-suppress-time ] | route-policy route-policy-name
]

ステップ 4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# bgp
dampening 30 1500 10000 120

commitステップ 5

BGPフラップ統計情報を表示します。show bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast

ステップ 6

| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast
[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp flap statistics

正規表現に一致するすべてのパスの BGPフラップ
統計情報を表示します。

show bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 7

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics regexp regular-expression

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp flap-statistics
regexp _1$
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目的コマンドまたはアクション

指定されたルートポリシーのBGPフラップ統計情
報を表示します。

show bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 8

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# show bgp
flap-statistics route-policy policy_A

指定されたプレフィックスの BGPフラップを表示
します。

show bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 9

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] { mask
| /prefix-length }}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp flap-statistics
172.20.1.1

指定された IPアドレスのより具体的なエントリの
BGPフラップ統計情報を表示します。

show bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 10

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics { ip-address [{ mask | /prefix-length
} [ longer-prefixes

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp flap-statistics
172.20.1.1 longer-prefixes

すべてのルートの BGPフラップ統計情報をクリア
します。

clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 11

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp all all
flap-statistics

指定された正規表現に一致するすべてのパスのBGP
フラップ統計情報をクリアします。

clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 12

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
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目的コマンドまたはアクション

unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics regexp regular-expression

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
flap-statistics regexp _1$

指定されたルートポリシーのBGPフラップ統計情
報をクリアします。

clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 13

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
flap-statistics route-policy policy_A

指定されたネットワークの BGPフラップ統計情報
をクリアします。

clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 14

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics network / mask-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
flap-statistics 192.168.40.0/24

指定されたネイバーから受信したルートの BGPフ
ラップ統計情報をクリアします。

clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 15

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
flap-statistics ip-address / mask-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
flap-statistics 172.20.1.1

抑制が解除されるまでの時間を含む、ダンプニング

されたルートを表示します。

show bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 16

[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
dampened-paths

例：
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp dampened-paths

ルートダンプニング情報をクリアし、抑制された

ルートを抑制解除します。

clear bgp [ ipv4 { unicast | multicast |
labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast

ステップ 17

clear bgp dampeningコマンドは常に個々
のアドレスファミリに対して使用してく

ださい。システムの通常動作中は、clear
bgp dampeningでアドレスファミリに対
してallオプションを絶対に使用しないで
ください。たとえば clear bgp ipv4

unicast dampening prefix x.x.x./yを使

用してください。

注意[ rd rd-address ] | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 {
unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]]
dampening ip-address / mask-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp dampening

ルーティングテーブル更新時のポリシー適用

ルーティングテーブルにインストールされるルートにルーティングポリシーを適用するには、

次の作業を実行します。

始める前に

テーブルポリシーのフィルタリングに使用可能なサポートされている属性と操作のリストにつ

いては、 Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers（本書）の「でのルーティ
ングポリシーの実装 Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュールを参照してください。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. table-policy policy-name
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120.6

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ルーティングテーブルにインストールされるルート

に、指定されたポリシーを適用します。

table-policy policy-name

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
table-policy tbl-plcy-A

commitステップ 5

BGPアドミニストレーティブディスタンスの設定
あるルートのクラスよりも別のルートのクラスを優先するために使用できるアドミニストレー

ティブディスタンスを使用することを指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. distance bgp external-distance internal-distance local-distance
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

あるルートのクラスよりも別のルートのクラスを優

先するために外部、内部、およびローカルのアドミ

distance bgp external-distance internal-distance
local-distance

例：

ステップ 4

ニストレーティブディスタンスを設定します。値が

高いほど、信頼性のランクは低くなります。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# distance
bgp 20 20 200

commitステップ 5

BGPネイバーグループおよびネイバーの設定
BGPネイバーグループを設定し、ネイバーにネイバーグループの設定を適用するには、次の
作業を実行します。ネイバーグループは、ネイバーに関連するアドレスファミリから独立し

た設定とアドレスファミリ固有の設定を持つテンプレートです。

ネイバーグループを設定すると、各ネイバーは、useコマンド経由で設定を継承できるように
なります。ネイバーグループを使用するように設定されているネイバーは、デフォルトでネイ

バーグループの設定すべて（アドレスファミリに依存しない設定とアドレスファミリ固有の

設定を含む）を継承します。継承された設定を上書きするには、ネイバーに対して直接コマン

ドを設定するか、またはuseコマンドを使用して、セッショングループ、またはアドレスファ
ミリグループを設定します。

ネイバーグループではアドレスファミリに依存しない設定を行うことができます。アドレス

ファミリ固有の設定では、アドレスファミリサブモードを開始するようにネイバーグループ

のアドレスファミリを設定する必要があります。

ネイバーグループコンフィギュレーションモードでは、ネイバーグループについて、アドレ

スファミリに依存しないパラメータを設定できます。ネイバーグループコンフィギュレーショ

ンモードで address-familyコマンドを使用します。

neighborgroupコマンドを使用してネイバーグループ名を指定した後で、オプションをそのネ
イバーグループに割り当てることができます。

指定されたネイバーグループで設定できるコマンドはすべて、ネイバーでも設定できます。（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. exit
5. neighbor-group name
6. remote-as as-number
7. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
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8. route-policy route-policy-name { in | out }
9. exit
10. exit
11. neighbor ip-address
12. use neighbor-group group-name
13. remote-as as-number
14. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリ
ユニキャストを指定し、アドレスファミリのコン

フィギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

現在の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 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

ルータをネイバーグループコンフィギュレーショ

ンモードにします。

neighbor-group name

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
neighbor-group nbr-grp-A

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)#
remote-as 2002

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリ
ユニキャストを指定し、アドレスファミリのコン

フィギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 7

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）指定したポリシーを着信 IPv4ユニキャス
トルートに適用します。

route-policy route-policy-name { in | out }

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)#
route-policy drop-as-1234 in

現在の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 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp-af)#
exit

現在の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

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)# exit

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 11

（任意）BGPネイバーが指定されたネイバーグルー
プから設定を継承することを指定します。

use neighbor-group group-name

例：

ステップ 12

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# use
neighbor-group nbr-grp-A

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 13

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

commitステップ 14

BGPのルートリフレクタの設定
BGPのルートリフレクタを設定するには、次の作業を実行します。

route-reflector-clientコマンドで設定されるネイバーはすべてクライアントグループのメンバー
であり、その他の iBGPピアはローカルルータリフレクタの非クライアントグループのメン
バーです。

ルートリフレクタは、そのクライアントとあわせてクラスタを形成します。クライアントから

なるクラスタには通常、ルートリフレクタが1つ存在します。このようなインスタンスでは、
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クラスタはソフトウェアにより、ルートリフレクタのルータ IDと認識されます。冗長性を高
め、ネットワークでのシングルポイント障害を回避するために、クラスタに複数のリフレクタ

が含まれていることもあります。この場合、このクラスタのルートリフレクタはすべて、同じ

4バイトのクラスタ IDを使って設定する必要があります。これはルートリフレクタが、同じ
クラスタに属する別のルートリフレクタからのアップデートを認識できるようにするためで

す。クラスタに複数のルータリフレクタがある場合にクラスタIDを設定するには、bgpcluster-id
コマンドを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp cluster-id cluster-id
4. neighbor ip-address
5. remote-as as-number
6. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
7. route-reflector-client
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

クラスタに対応するルートリフレクタの 1つとし
て、ローカルルータを設定します。クラスタを識別

するために、指定したクラスタ IDを設定します。

bgp cluster-id cluster-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp
cluster-id 192.168.70.1

ステップ 3

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor

ステップ 4

172.168.40.24

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
2003
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 6

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

BGPルートリフレクタとしてルータを設定し、その
クライアントとしてネイバーを設定します。

route-reflector-client

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
route-reflector-client

commitステップ 8

ルートポリシーによる BGPルートフィルタリングの設定
ルートポリシーによる BGPルーティングフィルタリングを設定するには、次の作業を実行し
ます。

始める前に

インバウンドおよびアウトバウンドのネイバーポリシーフィルタリングで使用可能なサポー

トされている属性と操作のリストについては、『Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーション
サービスルータルーティング設定ガイド』（本書）の「Cisco IOS XRソフトウェア Cisco ASR
9000シリーズルータ」のモジュールを参照してください。

手順の概要

1. configure
2. route-policy name
3. end-policy
4. router bgp as-number
5. neighbor ip-address
6. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
7. route-policy route-policy-name { in | out }
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ルートポリシーを作成し、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを開始します。この

モードではルートポリシーを定義できます。

route-policy name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy

ステップ 2

drop-as-1234
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if as-path
passes-through '1234' then
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# apply

check-communities
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# else
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# endif

（任意）ルートポリシーの定義を終了し、ルート

ポリシーコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

end-policy

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

ステップ 3

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 4

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 5

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 6

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定されたポリシーをインバウンドルートに適用し

ます。

route-policy route-policy-name { in | out }

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy drop-as-1234 in

commitステップ 8

BGP属性フィルタリングの設定
BGP属性フィルタリングを設定するには、次のタスクを実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. attribute-filter group attribute-filter group name
4. attribute attribute code { discard | treat-as-withdraw }

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

属性フィルタグループ名を指定し、属性フィルタ

グループコンフィギュレーションモードを開始す

attribute-filter group attribute-filter group name

例：

ステップ 3

ることで、BGPネイバーに特定の属性フィルタグ
ループを設定できます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#

attribute-filter group ag_discard_med

単一またはある範囲の属性コードと関連するアク

ションを指定します。実行できるアクションには次

のものがあります。

attribute attribute code { discard |
treat-as-withdraw }

例：

ステップ 4

• Treat-as-withdraw：アップデートメッセージを
取り消すかを検討します。対応する IPv4ユニ

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-attrfg)#
attribute 24 discard

キャストまたはMP_REACHNLRIがあれば、ネ
イバーの Adj-RIB-Inから取り消します。

• Discard Attribute：この属性を廃棄します。一致
した部分の属性は廃棄され、アップデートメッ

セージの残りの部分は正常に処理されます。

BGPネクストホップトリガー遅延の設定
BGPネクストホップトリガー遅延を設定するには、次の作業を実行します。ルーティング情
報ベース（RIB）では変更の重大度に基づいてダンプニング通知が分類されます。イベント通
知はクリティカルおよび非クリティカルとして分類されます。この作業では、クリティカルイ

ベントと非クリティカルイベントの最小バッチ間隔を指定できます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
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3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. nexthop trigger-delay { critical delay | non-critical delay }
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

重要なネクストホップトリガー遅延を設定します。nexthop trigger-delay { critical delay | non-critical
delay }

ステップ 4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# nexthop
trigger-delay critical 15000

commitステップ 5

BGP更新でのネクストホップ処理の無効化
ネイバーに対するネクストホップの計算をディセーブルにし、BGPアップデートのネクスト
ホップフィールドにユーザ自身のアドレスを挿入するには、次の作業を実行します。ルートを

アドバタイズするときに使用する最適なネクストホップの計算をディセーブルにすると、すべ

てのルートがネットワークデバイスによってネクストホップとしてアドバタイズされます。

ネクストホップ処理は、アドレスファミリグループ、ネイバーグループ、またはネイバーア

ドレスファミリに対して無効にすることができます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
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4. remote-as as-number
5. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
6. next-hop-self
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
206

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 5

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定されたネイバーにアドバタイズされるすべての

ルートのネクストホップ属性をローカルルータの

next-hop-self

例：

ステップ 6

アドレスに設定します。ルートをアドバタイズする

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
next-hop-self

ときに使用する最適なネクストホップの計算をディ

セーブルにすると、すべてのルートがローカルネッ

トワークデバイスによってネクストホップとして

アドバタイズされます。

commitステップ 7
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BGPコミュニティおよび拡張コミュニティアドバタイズメントの設定
コミュニティ属性および拡張コミュニティ属性を eBGPネイバーに送信することを指定するに
は、次の作業を実行します。これらの属性は、デフォルトでは eBGPネイバーに送信されませ
ん。これに対して、iBGPネイバーには常に送信されます。ここでは、コミュニティ属性を送
信できるようにする方法の例を示します。拡張コミュニティを送信できるようにするには、

send-community-ebgp キーワードを send-extended-community-ebgp キーワードで置き換えま
す。

send-community-ebgpコマンドをネイバーグループまたはアドレスファミリグループに対し
て設定すると、このグループを使用するすべてのネイバーが設定を継承します。あるネイバー

に対して特別にこのコマンドを設定すると、継承された値が上書きされます。

BGPコミュニティと拡張コミュニティフィルタリングは、iBGPネイバーには設定できませ
ん。コミュニティと拡張コミュニティは、VPNv4、MDT、IPv4、および IPv6アドレスファミ
リでは常に iBGPネイバーに送信されます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family{ipv4 {labeled-unicast | unicast |mdt |multicast | mvpn | tunnel} | ipv6

{labeled-unicast | mvpn | unicast}}
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• send-community-ebgp
• send-extended-community-ebgp

7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
2002

指定のアドレスファミリに対応しネイバーアドレ

スファミリコンフィギュレーションモードを開始

address-family{ipv4 {labeled-unicast | unicast |mdt |
multicast | mvpn | tunnel} | ipv6 {labeled-unicast |
mvpn | unicast}}

ステップ 5

します。ipv4または ipv6アドレスファミリキーワー
例： ドと、指定したアドレスファミリサブモード IDの

1つを使用します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv6 unicast

IPv6アドレスファミリモードでは、次のサブモー
ドをサポートしています。

• labeled-unicast

• mvpn

• unicast

IPv4アドレスファミリモードでは、次のサブモー
ドをサポートしています。

• labeled-unicast

• mdt

• multicast

• mvpn

• rt-filter

• tunnel

• unicast

アドレスファミリサブモードのサポートの詳細に

ついては、 Routing Command Reference for Cisco ASR
9000 Series Routersの「BGP Commands」のモジュー
ルの address-family (BGP)コマンドを参照してくだ
さい。

ルータが（デフォルトではeBGPネイバーでディセー
ブルにされている）コミュニティ属性と拡張コミュ

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6

• send-community-ebgp
ニティ属性を指定された eBGPネイバーに送信する
ことを指定します。

• send-extended-community-ebgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
send-community-ebgp

または
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
send-extended-community-ebgp

commitステップ 7

BGPコストコミュニティの設定
BGPコストコミュニティを設定するには、次のタスクを実行します。

BGPは同一宛先への複数のパスを受信し、最適パスアルゴリズムを使用してRIBにインストー
ルする最適なパスを決定します。ユーザが部分比較後に出力点を決定できるようにするため、

最適パス選択処理で同等パスのタイブレークのためにコストコミュニティが定義されます。

手順の概要

1. configure
2. route-policy name
3. set extcommunity cost { cost-extcommunity-set-name | cost-inline-extcommunity-set } [ additive

]
4. end-policy
5. router bgp as-number
6. 次のいずれかを実行します。

• default-information originate
• aggregate-address address/mask-length [ as-set ] [ as-confed-set ] [ summary-only ] [
route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4
unicast } redistribute connected [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name
]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4
unicast } redistribute eigrp process-id [ match { external | internal }] [ metric
metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4
unicast } redistribute isis process-id [ level { 1 | 1-inter-area | 2 }] [metric metric-value
] [ route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4
unicast } redistribute ospf process-id [match { external [ 1 | 2 ] | internal | nssa-external
[ 1 | 2 ]}] [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

7. 次のいずれかを実行します。

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast |
ipv6 multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast } redistribute ospfv3 process-id [match
{ external [ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]}] [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast |
ipv6 multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast } redistribute rip [ metric metric-value
] [ route-policy route-policy-name ]
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• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast |
ipv6 multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast } redistribute static [ metric metric-value
] [ route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast |
ipv6 multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast } network { ip-address/prefix-length |
ip-address mask } [ route-policy route-policy-name ]

• neighbor ip-address remote-as as-number address-family { ipv4 unicast | ipv4
multicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast | ipv6 multicast | vpnv4 unicast |
vpnv6 unicast }

• route-policy route-policy-name { in | out }

8. commit
9. show bgp [ vrf vrf-name ] ip-address

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルートポリシーコンフィギュレーションモードに

切り替え、設定するルートポリシーの名前を指定し

ます。

route-policy name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy
costA

ステップ 2

コストのBGP拡張コミュニティ属性を指定します。set extcommunity cost { cost-extcommunity-set-name
| cost-inline-extcommunity-set } [ additive ]

ステップ 3

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# set extcommunity
cost cost_A

ルートポリシーの定義を終了して、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# end-policy

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。
このモードでは BGPルーティングプロセスを設定
できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 5

コストコミュニティを付加ポイント（ルートポリ

シー）に適用します。

次のいずれかを実行します。ステップ 6

• default-information originate
• aggregate-address address/mask-length [ as-set ]
[ as-confed-set ] [ summary-only ] [ route-policy
route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast }
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目的コマンドまたはアクション

redistribute connected [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast }
redistribute eigrp process-id [ match { external
| internal }] [metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast }
redistribute isis process-id [ level { 1 |
1-inter-area | 2 }] [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast }
redistribute ospf process-id [ match { external
[ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]}] [
metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

次のいずれかを実行します。ステップ 7

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast | ipv6
multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
redistribute ospfv3 process-id [match { external
[ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]}] [
metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast | ipv6
multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
redistribute rip [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast | ipv6
multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
redistribute static [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast | ipv6
multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
network { ip-address/prefix-length | ip-address
mask } [ route-policy route-policy-name ]

• neighbor ip-address remote-as as-number
address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 tunnel | ipv4 mdt | ipv6 unicast | ipv6
multicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }

• route-policy route-policy-name { in | out }
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目的コマンドまたはアクション

commitステップ 8

コストコミュニティを次の形式で表示します。show bgp [ vrf vrf-name ] ip-address

例：

ステップ 9

Cost: POI : cost-community-ID : cost-number

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp 172.168.40.24

ネイバーからのソフトウェアツーストア更新の設定

ネイバーからソフトウェアツーストア更新を受信するように設定するには、次の作業を実行し

ます。

ネイバーがルートリフレッシュに対応している場合は、soft-reconfiguration inboundコマンドに
よって、ルートリフレッシュ要求がネイバーに送信されるようになります。ネイバーがルート

リフレッシュに対応していない場合は、ネイバーが受信ルートを再学習するようにするため、

clearbgpsoftコマンドを使用してネイバーをリセットする必要があります。BGPインバウンド
ソフトリセットを使用したネイバーのリセット（170ページ）を参照してください。

ネイバーからのアップデートの保存は、ネイバーがルートリフレッシュに対応しているか、

soft-reconfiguration inboundコマンドが設定されている場合にだけ機能します。ネイバーがルー
トリフレッシュに対応しており、soft-reconfiguration inboundコマンドが設定されていても、
このコマンドで always オプションが使用されていない場合は元のルートは格納されません。
元のルートはルートリフレッシュ要求によって容易に復元できます。ルートリフレッシュは、

ルーティング情報を再送信するためにピアに要求を送信します。soft-reconfiguration inboundコ
マンドは、変更されていない形式でピアから受信したすべてのパスを保存し、クリアする際に

これらの保存されたパスを参照します。ソフト再設定はメモリに負荷がかかる処理です。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
5. soft-reconfiguration inbound [ always]
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 4

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定したネイバーから受信したアップデートを格納

するようにソフトウェアを設定します。ソフト再設

soft-reconfiguration inbound [ always]

例：

ステップ 5

定インバウンドを設定すると、ソフトウェアは変更

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
soft-reconfiguration inbound always

またはフィルタ処理されたルートのほかに、元の変

更されていないルートを格納することになります。

これにより、インバウンドポリシーの変更後に「ソ

フトクリア」を実行できるようになります。

ソフト再設定により、ピアがルートフレッシュに対

応していない場合、ソフトウェアはポリシー適用前

に受信した更新を格納できます（対応している場合

は更新のコピーが格納されます）。alwaysキーワー
ドを使用すると、ルートリフレッシュがピアでサ

ポートされている場合でも、ソフトウェアにコピー

が格納されます。

commitステップ 6

BGPパーシステンス
BGPパーシステンスにより、ローカルルータは、ネイバーセッションがダウンした後でも、設
定されたネイバーから学習したルートを保持できます。BGPパーシステンスは、長期的グレー
スフルリスタート（LLGR）とも呼ばれます。LLGRはグレースフルリスタート（GR）が終了
した後、または GRが有効になっていない場合はただちに有効になります。LLGRは、LLGR
の失効タイマーが期限切れになったとき、またはネイバーがルートを改訂した後にEnd-of-RIB
マーカーを送信したときに終了します。ネイバーのLLGRが終了すると、そのネイバーからの
ルートのうち、失効状態のままであるルートはすべて削除されます。LLGR機能は、ネイバー
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に設定されている場合、BGPOPENメッセージでそのネイバーに通知されます。LLGRは、グ
レースフルリスタートとは次のように異なります。

• GRよりも長時間有効にできます。

• LLGR失効ルートはルート選択（ベストパス計算）時の優先順位が最も低くなります。

• LLGR失効ルートは、ベストパスとして選択されている場合に、接続されている
LLGR_STALEコミュニティを使用してアドバタイズされます。LLGRに対応していない
ルータには、まったくアドバタイズされません。

•ネイバーへの転送パスがダウンしていることが検出された場合、LLGR失効ルートは削除
されません。

•ネイバーがルートを再度アドバタイズしない場合でも、ネイバーへの BGPセッションが
複数回ダウンしても LLGR失効ルートは削除されません。

• NO_LLGRコミュニティを持つルートは保持されません。

BGPは、ネイバーがBGPパーシステンス機能をネゴシエートするまで、コミュニティ65535:6、
65535:7を含む更新をネイバーに渡しません。コミュニティ 65535:6と 65535:7はそれぞれ
LLGR_STALEと NO_LLGR用に予約されていますが、リリース5.2.2より前にこれらのコミュ
ニティを設定している場合は、BGPの動作が予測できない場合があります。コミュニティ
65535:6と 65535:7は設定しないことをお勧めします。

BGPパーシステンス機能は次の AFIでのみサポートされています。

• VPNv4と VPNv6

• RT制約

•フロースペック（IPv4、IPv6、VPNv4、VPNv6）

•プライベート IPv4および IPv6（IPv4/v6アドレスファミリ内部 VRF）

BGP永続化設定：例

次に、BGPネイバー3.3.3.3で長時間グレースフルリスタート（LLGR）の失効時間を16777215
に設定する例を示します。

router bgp 100
neighbor 3.3.3.3
remote-as 30813
update-source Loopback0
graceful-restart stalepath-time 150
address-family vpnv4 unicast
long-lived-graceful-restart capable
long-lived-graceful-restart stale-time send 16777215 accept 16777215
!
address-family vpnv6 unicast
long-lived-graceful-restart capable
long-lived-graceful-restart stale-time send 16777215 accept 16777215
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BGPグレースフルメンテナンス
BGPリンクまたはルータがダウンすると、ネットワーク内の他のルータは、障害が発生した
ルータを通過していたトラフィックに代替パスがある場合は、そのパスを検索します。関係す

るすべてのルータが代替パスに関して一致するまでに必要な時間をコンバージェンス時間とい

います。コンバージェンス時間の間に、ダウンしているルータまたはリンクに送信されるトラ

フィックがドロップされます。BGPグレースフルメンテナンス機能により、ルータまたはリン
クが動作を停止する前に、ネットワークでコンバージェンスを実行できます。ネットワークが

代替パスにトラフィックを再ルーティングする間、ルータまたはリンクはサービス状態に維持

されます。影響を受けるルータまたはリンクにまだ到達していないトラフィックは、以前と同

様に引き続き配信されます。すべてのトラフィックが再ルーティングされた後は、ルータまた

はリンクを安全に動作を停止させることができます。

グレースフルメンテナンス機能は、代替パスが存在し、プライマリパスが取り消された時点で

これらの代替パスがルータにとって不明である場合に役立ちます。この機能は、プライマリパ

スが取り消される前に、これらの代替パスを提供します。この機能は、コンバージェンス時間

が長いネットワークに最適です。大規模なルーティングテーブルやルートリフレクタの存在な

どのいくつかの要因によって、コンバージェンス時間が長くなる可能性があります。

BGPルータまたはリンクがサービスに組み込まれると、コンバージェンス中にトラフィックが
失われる可能性もありますが、ルータまたはリンクが動作を停止した場合よりも低くなりま

す。BGPグレースフルメンテナンス機能はこのシナリオでも使用できます。

BGPグレースフルメンテナンスの制約事項

BGPグレースフルメンテナンスには、次の制約事項が適用されます。

•影響を受けるルータが GSHUTコミュニティ属性を送信するように設定されている場合、
そのルータを受信するネットワーク内の他のルータは、それを解釈するように設定する必

要があります。コミュニティとルーティングポリシーを一致させ、より低い優先順位を設

定する必要があります。

• LOCAL_PREF属性は別の ASには送信されません。そのため、eBGPリンクでは
LOCAL_PREFオプションを使用できません。

この制約事項は、ASコンフェデレーションのメンバと AS間の
eBGPリンクには適用されません。

（注）

•代替ルートがネットワーク内に存在している必要があります。存在していない場合は、低
い優先順位をアドバタイズしても効果はありません。たとえば、代替ルートを持たないシ

ングルホーム接続のカスタマールータのグレースフルメンテナンスを設定する利点はあり

ません。

•送信側ルータの出力または受信側ルータの入力のいずれかで、時間を消費するポリシーが
存在する場合は、グレースフルメンテナンス動作は時間がかかることがあります。
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• eBGP ASBRネイバーを設定すると、BGPを介して直接接続されたルートに対して暗黙的
ヌルラベルがアドバタイズされます。ユーザが eBGPネイバーをシャットダウンした場
合、システムの取り消しがネイバー状態の変更を書き換えるため、ラベルは再プログラミ

ングされません。暗黙的ヌルラベル機能のサポートにより、ネイバーフラップの上書きの

追加または削除の観点から、チャーンを回避するのに役立ちます。

グレースフルメンテナンスの動作

グレースフルメンテナンスがアクティブになると、影響を受けるルートは優先順位を下げて再

度アドバタイズされます。そのため、隣接するルータが代替ルートを選択することになりま

す。次のいずれかの方法を使用して、ルート優先順位の低下を通知します。

• GSHUTコミュニティの追加：リモートルータが優先順位を自由に設定できるようにする
には、この方法を使用します。受信側ルータは、ポリシー内のこのコミュニティと一致し

ており、それ自体の優先順位を設定する必要があります。

• LOCAL_PREF値の低減：内部 BGPネイバーに対して機能します。リモートルータが
GSHUTコミュニティと一致しない場合は、この方法を使用します。

• ASパスを前に付加：内部および外部の両方のBGPネイバーに対して機能します。リモー
トルータが GSHUTコミュニティと一致しない場合は、この方法を使用します。

グレースフルメンテナンスがBGP接続でアクティブになると、次の2つの動作が発生します。

1. 接続から受信したすべてのルートが優先順位の低い他のネイバーに再度アドバタイズされ
ます。これは、実際に他のネイバーにアドバタイズされたルートに対してのみ実行されま

す。受信したルートがベストパスとして選択されていないためアドバタイズされていな

かった可能性があります。この場合、再アドバタイズされません。

2. 接続にアドバタイズされたすべてのルートが優先順位の低いものから再アドバタイズされ
ます。

最初の動作が実行されるようにするために、接続から受信したすべてのルートが graceful-shut
という内部属性でタグ付けされます。この属性は、ルータにのみ内部的に分類され、BGPはア
ドバタイズしません。この属性は、show bgpコマンドを使用してルートを表示した場合に表
示されます。これは GSHUTコミュニティとは異なります。GSHUTコミュニティは BGPに
よってアドバタイズされ、showbgpコマンドを使用してルートを表示したときにコミュニティ
リストに表示されます。

graceful-shut属性を持つすべてのルートには、ルート選択時に最低の優先順位が与えられます。
グレースフルメンテナンスでの BGPセッションで送信または受信した新しいルート更新も、
前述のように処理されます。

相互自律システム

パブリックインターネット内の別の ASに低い優先順位をアドバタイズすると、遠くのネット
ワークで不要なルーティングアドバタイズメントが発生する場合がありますが、これは望まし
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くありません。ルータが GSHUTコミニティから eBGPネイバーへ発信するには、ネイバーア
ドレスファミリへの追加設定（send-community-gshut-ebgp）が必要です。

これは、受信した時点でこのコミュニティをすでに備えているルータのGSHUTコミニュティ
には影響しません。このルータがGSHUTを追加したときにのみ、そのコミニュティに影響を
与えます。

（注）

自動シャットダウンなし

グレースフルメンテナンス機能は、シャットダウンを実行しません。グレースフルメンテナン

スが設定されている場合は、システムの再起動によっても設定されたままになります。これ

は、ルータまたはBGPネイバーのシャットダウンとともに使用することを目的としています。
オペレータは、必要な場合は常に明示的にシャットダウンする必要があります。グレースフル

メンテナンスが不要になったら、オペレータが明示的にグレースフルメンテナンスを非アク

ティブ化する必要があります。グレースフルメンテナンスは、シャットダウンが完了した後

か、または非アクティブ化されたファシリティが再び起動した後に、非アクティブにできま

す。起動操作によってグレースフルメンテナンスを有効にしたままにするかどうかは、起動操

作時に一時的なルーティングが問題であるかどうかによって異なります。

グレースフルメンテナンス後のシャットダウンのタイミング

グレースフルメンテナンスのアクティブ化の結果として、ネットワークが収束した後にルータ

またはリンクをシャットダウンできます。コンバージェンスに 1秒未満しかかからない場合
と、1時間以上かかる場合があります。残念ながら、単一のルータは、ネットワーク全体がい
つ収束したかを認識できません。グレースフルメンテナンスのアクティブ化の後、更新の送信

を開始するまでに数秒かかることがあります。また、show bgp <vrf> <afi> <safi> summaryコ
マンドの出力のネイバーの「InQ」と「OutQ」は、BGPメッセージングのレベルを示していま
す。コンバージェンス後は、InQと OutQの両方が 0になる必要があります。ネイバーはトラ
フィックの送信を停止させる必要があります。ただし、代替パスがない場合、トラフィックの

送信が停止されることはありません。この場合、トラフィック損失を防ぐことはできません。

BGPルータ（すべてのネイバー）でのグレースフルメンテナンスのアクティブ化

グレースフルメンテナンスを BGPルータでアクティブにすることで、すべてのネイバーに対
して graceful-maintenanceに activateが設定されることになります。この 1つの設定で、
graceful-maintenanceが設定されているすべてのネイバーに移動し、そこに activateを追加す
るのと同じ結果が得られます。キーワードの all-neighborsを追加し、それにより
graceful-maintenance activate all-neighborsとなった場合、ルータは、すべてのネイバーに
graceful-maintenance activateを設定したかのように動作します。
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すべてのネイバーのすべてのルートに GSHUTコミュニティの送信ができる場合にのみ、BGP
ルータインスタンスでグレースフルメンテナンスをアクティブにすることをお勧めします。す

べてのネイバーへのすべてのルートを再送信すると、大規模なルータでは著しい時間がかかる

ことがあります。代替ルートを持たないネイバーへのGSHUTの送信は無意味です。ルータに
このようなネイバーが多数ある場合は、それらのネイバーでグレースフルメンテナンスをアク

ティブにしないことによって、多くの時間を節約できます。

（注）

BGPグレースフルメンテナンス機能を使用すると、単一のネイバー、BGPセッション全体の
ネイバーグループ、またはすべてのネイバーで、グレースフルメンテナンスを有効にすること

ができます。ネイバーサブモードでグレースフルメンテナンスを有効にするには、次の2つの
点を考慮します。

1. グレースフルシャットダウン属性を持つこのネイバーにアドバタイズされたすべてのルー
トは、GSHUTコミュニティを使用してそのネイバーにアドバタイズされます。

2. グレースフルメンテナンスコンフィギュレーションモードを開始して、さらに設定がで
きるようにします。

グレースフルメンテナンスで activateキーワードを使用すると、次のようになります。

1. このネイバーから受信したすべてのルートがグレースフルシャットダウン属性を取得しま
す。

2. このネイバーにアドバタイズされたすべてのルートは、GSHUTコミュニティを使用して
そのネイバーに再アドバタイズされます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. graceful-maintenance activate [ all-neighbors | retain-routes ]
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

ネイバーで設定されているように、g-shutコミュニ
ティとその他の属性を持つルートをアナウンスしま

graceful-maintenance activate [ all-neighbors |
retain-routes ]

例：

ステップ 3

す。これにより、ネイバーはこのルータからのルー

トを拒否し、代替を選択します。これにより、ルー
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
タをグレースフルにするか、または非稼働状態にす

ることができます。graceful-maintenance activate
all-neighhbors all-neighborsキーワードを使用した場合、グレース

フルメンテナンスはアクティブ化されていないネイ

バーに対してもアクティブになります。retain-routes
を選択すると、BGPプロセスが停止したときに、
RIBが BGPルートを保持するようになります。

ルータ全体ではなくBGPのみをダウンさせる必要が
ある場合や、ローカルBGPのメンテナンス時に隣接
するルータが動作し続けることがわかっている場合

は、retain-routesオプションを使用します。別のプ
ロトコルまたはデフォルトルートによって提供され

る代替ルートがRIBにある場合は、BGPプロセスが
停止した後にBGPルートを保持しないことを推奨し
ます。

commitステップ 4

次のタスク

グレースフルメンテナンスをアクティブにした後は、すべてのルートが送信されるのを待って

から、隣接しているネイバーが、ルータまたはメンテナンス中のリンクからトラフィックをリ

ダイレクトするようにする必要があります。トラフィックがリダイレクトされた後は、ルータ

またはリンクをサービスに復帰させても差し支えありません。すべてのルートがいつ送信され

たのかを明確に知る方法はありませんが、 show bgp summaryコマンドを使用してネイバーの
OutQを確認できます。OutQが値 0に達すれば、送信されるアップデートはありません。

単一のネイバーでのグレースフルメンテナンスのアクティブ化

単一のネイバーに対してグレースフルメンテナンスをアクティブにするには、次の手順を実行

します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. graceful-maintenance activate
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

グレースフルメンテナンス属性を持つルートをアナ

ウンスします。

graceful-maintenance activate

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
graceful-maintenance
activate

commitステップ 5

ネイバーグループのグレースフルメンテナンスのアクティブ化

ネイバーのグループでグレースフルメンテナンスをアクティブにするには、次の手順を実行し

ます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor-group Neighbor-group name
4. graceful-maintenance activate
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

ルータをネイバーグループコンフィギュレーショ

ンモードにします。

neighbor-group Neighbor-group name

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
neighbor-group AS_1

グレースフルメンテナンス属性を持つルートをアナ

ウンスします。

graceful-maintenance activate

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbrgrp)#
graceful-maintenance
activate

commitステップ 5

次のタスク

GSHUTコミュニティを追加するには、このルータの eBGPネイバーのネイバーアドレスファ
ミリに、 send-community-gshut-ebgpコマンドを設定する必要があります。

GSHUTコミュニティの送信は、eBGPネイバーのすべてのアドレスファミリでも望ましいとは
限りません。特定のアドレスファミリセットをGSHUTコミュニティの対象にするには、 send
community-gshut-ebgpコマンドを使用します。

（注）

ルートの優先順位を下げるためのルータへの指示

BGPグレースフルメンテナンス機能は、代替パスの可用性がある場合にのみ動作します。代替
ルートがリンクまたはルータを停止する前に引き継ぐことができるように、より低い優先順位

のルートをアドバタイズする必要があります。ルートの優先順位を変更するには、次の手順を

実行します。

グレースフルメンテナンスの属性は、アウトバウンドポリシーが適用された後に、ルート更新

メッセージに追加されます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. graceful-maintenance as-prepends value| local-preference value
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
2002

ローカル AS番号がルートの ASパスの先頭に追加
され、ルートに指定されたローカルの優先順位の値

graceful-maintenance as-prepends value|
local-preference value

例：

ステップ 5

を使用して GSHUTコミュニティをアドバタイズす
る回数を指定します。ルータがGSHUTコミュニティ

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# をアドバタイズするときにルートに追加するとき
graceful-maintenance
local-preference 4

に、LOCAL_PREF属性も変更して、コマンドに指
定されているローカルAS番号を先頭に追加します。
GSHUTを送信することで、ネイバールータが低い
優先順位を処理する方法に柔軟性がもたらされま

す。そのため、ルートポリシーで照合したうえで、

最適な処理を行うことができます。一方、単純な

ネットワークでは、他の場所でルートポリシーを作

成するよりも、ローカルの優先順位を 0に設定する
方が簡単です。

LOCAL_PREFは実際の eBGPネイバーに
は送信されませんが、コンフェデレーショ

ン AS eBGPネイバーに送信されます。
eBGPネイバーの優先順位を下げるには、
as-prependsの値を入力する必要がありま
す。

（注）
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例：ルートポリシーと一致するGSHUTコミュニティを設定してルートの優先順位を下
げる

route-policy gshut
if community matches-any gshut then
set local-preference 0

endif
pass

end-policy

neighbor 666.0.0.3
address-family ipv4 unicast
route-policy gshut in

GSHUTネイバーから受信したルートは、GSHUT属性でマークされ、GSHUTコミュ
ニティを使用して受信したルートと区別されます。ネイバーがメンテナンスから除外

されると、そのパスの属性は削除されますが、コミュニティでは削除されません。こ

の属性は内部的なものであり、BGPメッセージでは送信されません。パス選択時に
ルートを拒否するために使用されます。

（注）

ルータまたはリンクの動作の再開

ルータまたはリンクの動作を再開させる前に、グレースフルメンテナンスを最初にアクティブ

にしてから、activate設定を削除する必要があります。

BGPグレースフルメンテナンスを確認するための showコマンドの出力

この項では、BGPグレースフルメンテナンスがアクティブになっていることを確認し、関連す
る属性を確認するために使用できる showコマンドを示します。

BGPグレースフルメンテナンスがアクティブになっている場合にグレースフルシャットダウン
コミュニティとグレースフルシャットパスの属性を表示するには、showbgp<IPaddress>コマ
ンドを使用します。

RP/0/0/CPU0:R4#show bgp 5.5.5.5
...
10.10.10.1 from 10.10.10.1 (192.168.0.5)
Received Label 24000
Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal, best, group-best,
import-candidate
Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 4
Community: graceful-shutdown
Originator: 192.168.0.5, Cluster list: 192.168.0.1

次の show bgp community graceful-shutdownコマンドの出力例には、グレースフルメンテナン
ス機能が表示されています。

RP/0/0/CPU0:R4#show bgp community graceful-shutdown
BGP router identifier 192.168.0.4, local AS number 4
BGP generic scan interval 60 secs
BGP table state: Active
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Table ID: 0xe0000000 RD version: 18
BGP main routing table version 18
BGP scan interval 60 secs
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best
i - internal, r RIB-failure, S stale, N Nexthop-discard
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 5.5.5.5/32 10.10.10.1 88 0 1 ?
Processed 1 prefixes, 1 paths

次に、グレースフルメンテナンス機能の属性を表示するために、IPアドレスと設定引数および
キーワードを指定した show bgp neighborsコマンドの出力例を示します
RP/0/0/CPU0:R1#show bgp neighbor 12.12.12.5
...
Graceful Maintenance locally active, Local Pref=45, AS prepends=3
...
For Address Family: IPv4 Unicast
...
GSHUT Community attribute sent to this neighbor
...
**************************************************************************
RP/0/0/CPU0:R1#show bgp neighbor 12.12.12.5 configuration
neighbor 12.12.12.5
remote-as 1 []
graceful-maintenance 1 []
gr-maint local-preference 45 []
gr-maint as-prepends 3 []
gr-maint activate []

次に、グレースフルメンテナンス機能の属性が表示される show rpl community-setコマンドの
出力例を示します。

RP/0/0/CPU0:R5#show rpl community-set
Listing for all Community Set objects
community-set gshut
graceful-shutdown
end-set

次に、グレースフルメンテナンスがアクティブになっている BGPネイバーが起動したときに
発行されるsyslogの例を示します。これは、コンバージェンス後にグレースフルメンテナンス
を非アクティブ化するように通知する警告テキストです。

RP/0/0/CPU0:Jan 28 22:01:36.356 : bgp[1056]: %ROUTING-BGP-5-ADJCHANGE : neighbor 10.10.10.4
Up (VRF: default) (AS: 4)
WARNING: Graceful Maintenance is Active

L3VPN iBGP PE-CE
L3VPN iBGP PE-CE機能は、プロバイダーエッジ（PE）デバイスとカスタマーエッジ（CE）
デバイス間でBGPルーティング情報を交換する iBGP（内部BorderGatewayProtocol）セッショ
ンの確立に役立ちます。2つの BGPピア間の BGPセッションは、それらの BGPピアが同じ自
律システム内に存在する場合に、iBGPセッションと呼ばれます。

L3VPN iBGP PE-CEの概要

プロバイダーエッジ（PE）またはカスタマーエッジ（CE）のルーティングプロトコルとして
BGPを使用すると、VPNプロバイダー自律システム（AS）とカスタマーネットワーク自律シ
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ステム間の外部ピアリングとしてピエアリングセッションが設定されます。L3VPNiBGPPE-CE
機能では、PEデバイスと CEデバイスが、PEと CE間で広く使用されている外部 BGPピアリ
ングの代わりに内部ボーダーゲートウェイプロトコル（iBGP）としてピアリングを行って
Border Gateway Protocol（BGP）ルーティング情報を交換できます。このメカニズムは、VRF
ベースのCEが iBGPとして設定されている各 PEデバイスで適用されます。これにより、サー
ビスプロバイダー（SP）は、CEに自律システムのオーバーライドを設定する必要がなくなり
ます。この機能を有効にした場合は、異なる自律システムを使用した仮想プライベートネット

ワーク（VPN）サイトの設定は不要です。

neighbor internal-vpn-clientコマンドを使用すると、PEデバイスが VPNクラウド全体を CE
デバイスに対して内部 VPNクライアントとして動作させることができます。これらの CEデ
バイスは、VRF内部の iBGP PE-CE接続を通じて VPNクラウドに内部的に接続されます。こ
の接続が確立されると、PEデバイスは CE-learnedパスを ATTR_SETという属性内にカプセル
化し、それを VPNコアからリモートの PEデバイスまで iBGP-sourcedパスで伝送します。リ
モートの PEデバイスでは、この属性に個別の属性が割り当てられ、送信元 CEパスが抽出さ
れてリモート CEデバイスに送信されます。

ATTR_SETはオプションの遷移属性で、受け取った CEパス属性を伝送します。ATTR_SET属
性は、次のように BGP更新メッセージ内にエンコードされます。

+------------------------------+
| Attr Flags (O|T) Code = 128 |
+------------------------------+
| Attr. Length (1 or 2 octets) |
+------------------------------+
| Origin AS (4 octets) |
+------------------------------+
| Path attributes (variable) |
+------------------------------+

Origin ASは、ATTR_SETが生成される VPNカスタマーの ASです。ATTR_SETの最小長は 4
バイト、最大長は BGP更新メッセージの必須フィールドと属性を考慮した後のパス属性でサ
ポートされる最大値です。最大長は 3,500バイトまでにすることをお勧めします。ATTR_SET
には、属性のMP_REACH、MP_UNREACH、NEW_AS_PATH、NEW_AGGR、NEXT_HOP、
およびATTR_SET自体を含めること（ATTR_SET内にATTR_SET）はできません。ATTR_SET
の中にこれらの属性が見つかった場合、ATTR_SETは無効と見なされ、対応するエラー処理メ
カニズムが呼び出されます。

L3VPN iBGP PE-CEの制限

次に、L3VPN iBGP PE-CEの設定に適用される制限を示します。

• IBGP PE CE機能を切り替えてネイバーが route-refreshまたは soft-reconfiguration inboundを
サポートしなくなった場合は、手動のセッションフラップを実行して変更を確認する必要

があります。これが発生した場合は、次のメッセージが表示されます。

RP/0/0/CPU0: %ROUTING-BGP-5-CFG_CHG_RESET: Internal VPN client configuration change
on neighbor 10.10.10.1 requires HARD reset
(clear bgp 10.10.10.1) to take effect.

• iBGP PECECLI設定は、ネイバー/セッショングループを除き、デフォルトVRFのピアに
は使用できません。
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•この機能は、通常のVPNクライアント（eBGPVPNクライアント）上では動作しません。

• ATTR_SET内にパックされた属性は、iBGP CE上の inbound route-policyで加えられた変更
を反映し、指定した VRFの export route-policyで加えられた変更は反映しません。

• iBGP PE-CEピアリングセッションで設定された同じ VPNの異なる VRF（つまり、異な
る PEルータ内）は、それぞれの VRFで異なるルート識別子（RD）を使用する必要があ
ります。iBGP PE CE機能は、RD値が入力 VRFと出力 VRFで同じである場合は機能しま
せん。

L3VPN iBGP PE-CEの設定

L3VPN iBGP PE-CEは、ネイバー、ネイバーグループ、またはセッショングループで有効に
することができます。L3VPN iBGP PE-CEを設定するには、次のステップを実行します。

始める前に

CEは、内部 BGPピアである必要があります。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. vrf vrf-name
4. neighbor ip-address internal-vpn-client
5. commit
6. show bgp vrf vrf-name neighbors ip-address
7. show bgp {vpnv4|vpnv6 } unicast rd

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf blue

ルーティング情報を交換する相手の CEネイバーデ
バイスを設定します。neighbor internal-vpn-clientコ

neighbor ip-address internal-vpn-client

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

マンドは VPN属性セット内の iBGP-CEネイバーパ
スをスタックします。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# neighbor
10.0.0.0 internal-vpn-client

commitステップ 5

VRF CEピアの iBGP PE-CE機能が有効かどうかが
表示されます。

show bgp vrf vrf-name neighbors ip-addressステップ 6

L3VPN iBGP PE-CEが CE上で有効になっている場
合は、コマンドの出力にATTR_SET属性が表示され
ます。

show bgp {vpnv4|vpnv6 } unicast rdステップ 7

例

例：L3VPN iBGP PE-CEの設定

次の例は、L3VPN iBGP PE-CEの設定方法を示しています。

R1(config-bgp-vrf-nbr)#neighbor 10.10.10.1 ?
. . .
internal-vpn-client Preserve iBGP CE neighbor path in ATTR_SET across VPN core
. . .
R1(config-bgp-vrf-nbr)#neighbor 10.10.10.1 internal-vpn-client
router bgp 65001
bgp router-id 100.100.100.2
address-family ipv4 unicast
address-family vpnv4 unicast
!
vrf ce-ibgp
rd 65001:100
address-family ipv4 unicast
!
neighbor 10.10.10.1
remote-as 65001
internal-vpn-client

次に、L3VPN iBGP PE-CEが CEピアで有効になっている場合の show bgp vrf vrf-name
neighbors ip-addressコマンドの出力例を示します。
R1#show bgp vrf ce-ibgp neighbors 10.10.10.1
BGP neighbor is 10.10.10.1, vrf ce-ibgp
Remote AS 65001, local AS 65001, internal link
Remote router ID 100.100.100.1
BGP state = Established, up for 00:00:19
. . .
Multi-protocol capability received
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised (old + new) and received (old + new)
4-byte AS: advertised and received
Address family IPv4 Unicast: advertised and received

CE attributes will be preserved across the core
Received 2 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 2 messages, 0 notifications, 0 in queue
. . .
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次に、L3VPN iBGP PE-CEが CEピアで有効になっている場合の show bgp vpn4/vpn6
unicast rdコマンドの出力例を示します。
BGP routing table entry for 1.1.1.0/24, Route Distinguisher: 200:300
Versions:
Process bRIB/RIB SendTblVer
Speaker 10 10

Last Modified: Aug 28 13:11:17.000 for 00:01:00
Paths: (1 available, best #1)
Advertised to update-groups (with more than one peer):
0.2

Path #1: Received by speaker 0
Advertised to update-groups (with more than one peer):
0.2

Local, (Received from a RR-client)
20.20.20.2 from 20.20.20.2 (100.100.100.2)
Received Label 24000
Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best, group-best, import-candidate,
not-in-vrf Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 10
Extended community: RT:228:237
ATTR-SET [

Origin-AS: 200
AS-Path: 51320 52325 59744 12947 21969 50346 18204 36304 41213

23906 33646
Origin: incomplete
Metric: 204
Local-Pref: 234
Aggregator: 304 34.3.3.3
Atomic Aggregator

Community: 1:60042 2:41661 3:47008 4:9280 5:39778 6:1069 7:15918
8:8994 9:52701
10:10268 11:26276 12:8506 13:7131 14:65464 15:14304 16:33615 17:54991
18:40149 19:19401

Extended community: RT:100:1 RT:1.1.1.1:1]

フロータグの伝達

フロータグ伝達機能では、ルートポリシーとユーザポリシー間に相関関係を構築できます。

BGPを使用したフロータグ伝達では、AS番号、プレフィックスリスト、コミュニティ文字
列、および拡張コミュニティなどのルーティング属性に基づいてユーザ側でトラフィックをス

テアリングできます。フロータグは論理数値識別子で、FIBルックアップテーブル内の FIB
エントリのルーティング属性の 1つとして RIBを通じて配布されます。フロータグは、RPL
からの「set」操作を使用してインスタンス化され、フロータグ値に対してアクション（ポリ
シールール）が関連付けられている C3PL PBRポリシーで参照されます。

フロータグの伝達は次の場合に使用できます。

•宛先 IPアドレス（コミュニティ番号を使用）またはプレフィックス（コミュニティ番号
または AS番号を使用）に基づいてトラフィックを分類する。

•カスタマーサイトのサービスレベル契約（SLA）に基づくサービスエッジに到達するパ
スのコストに合致する TEグループを選択する。
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• SLAとそのクライアントに基づいて、特定のカスタマーにトラフィックポリシー（TEグ
ループの選択）を適用する。

•アプリケーションサーバまたはキャッシュサーバにトラフィックを迂回させる。

フロータグ伝達のコマンドの詳細については、 Routing Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routersの「BGP Commands」のモジュールを参照してください。

フロータグ伝達の制限

Border Gateway Protocolを使用したQoSポリシー伝達（QPPB）とフロータグ機能のASR9Kプ
ラットフォームでの併用については、いくつかの制約事項があります。次の作業を行います。

•ルートポリシーには、「set qos-group」または「set flow-tag」のいずれかを使用できます
が、prefix-setに両方は使用できません。

• qos-groupと route policy flow-tagのルートポリシーに重複するルートは使用できません。
QPPBとフロータグの機能は、それらが使用するルートポリシーに重複するルートがない
場合に限り、（同じインターフェイス上でも、異なるインターフェイス上でも）共存でき

ます。

•ルートポリシーとポリシーマップに qos-groupと flow-tagを混在させて使用することはお
勧めしません。

ソースベースと宛先ベースのフロータグ

ソースベースのフローのタグ機能では、着信パケットの発信元アドレスに割り当てられている

フロータグに基づいてパケットを照合できます。一致した場合は、このポリシーでサポートさ

れている PBRアクションを適用できます。

送信元と送信先ベースのフロータグの設定

指定したインターフェイスにフロータグを適用するには、このタスクを実行します。パケット

は、着信パケットの発信元アドレスに割り当てられているフロータグに基づいて照合されま

す。

インターフェイスでQPPBとフロータグ機能の両方を同時にイネーブルにすることはできませ
ん。

（注）

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. ipv4 | ipv6 bgp policy propagation input flow-tag{destination |source}
4. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをVRFに
関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# interface
GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 2

送信元または送信先の IPアドレスのフロータグポ
リシーの伝達をインターフェイスで有効にします。

ipv4 | ipv6 bgp policy propagation input
flow-tag{destination |source}

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 bgp
policy propagation input flow-tag source

commitステップ 4

例

次の showコマンドは、ルータに適用された RBPポリシーを使用して出力を表示しま
す。

show running-config interface gigabitEthernet 0/0/0/12
Thu Feb 12 01:51:37.820 UTC
interface GigabitEthernet0/0/0/12
service-policy type pbr input flowMatchPolicy
ipv4 bgp policy propagation input flow-tag source
ipv4 address 192.5.1.2 255.255.255.0
!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9K-0#show running-config policy-map type pbr flowMatchPolicy
Thu Feb 12 01:51:45.776 UTC
policy-map type pbr flowMatchPolicy
class type traffic flowMatch36
transmit
!
class type traffic flowMatch38
transmit
!
class type traffic class-default
!
end-policy-map
!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9K-0#show running-config class-map type traffic flowMatch36
Thu Feb 12 01:52:04.838 UTC
class-map type traffic match-any flowMatch36
match flow-tag 36
end-class-map
!
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BGPでの VPNルーティングおよび転送インスタンスの設定
機能を設定するラインカードスロットに使用可能なレイヤ 3 VPNライセンスがある場合に限
り、レイヤ 3（仮想プライベートネットワーク）を設定できます。拡張 IPライセンスが有効
になっている場合、インターフェイスで 4096レイヤ 3 VPNルーティングおよび転送インスタ
ンス（VRF）を設定できます。インフラストラクチャVRFのライセンスが有効な場合は、8つ
のレイヤ 3 VRFをラインカードに設定できます。

拡張 IPライセンスの詳細については、 SystemManagementConfigurationGuide forCiscoASR9000
Series Routersの「Software Entitlement on Cisco IOS XR Software」のモジュールを参照してくだ
さい。

適切なライセンスが有効になっていないと、次のエラーメッセージが表示されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#LC/0/0/CPU0:Dec 15 17:57:53.653 : rsi_agent[247]:
%LICENSE-ASR9K_LICENSE-2-INFRA_VRF_NEEDED : 5 VRF(s) are configured without license
A9K-iVRF-LIC in violation of the Software Right To Use Agreement.
This feature may be disabled by the system without the appropriate license.
Contact Cisco to purchase the license immediately to avoid potential service interruption.

L2VPNサービスの設定に AIPライセンスは必要ありません。（注）

次の作業は、BGPに VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを設定する場合に実
行します。

プロバイダーエッジルータでの仮想ルーティングおよび転送テーブルの定義

プロバイダーエッジ（PE）ルータに VPNルーティングおよび転送（VRF）テーブルを定義す
るには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. vrf vrf-name
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. maximum prefix maximum [ threshold ]
5. import route-policy policy-name
6. import route-target [ as-number : nn | ip-address : nn ]
7. export route-policy policy-name
8. export route-target [ as-number : nn | ip-address : nn ]
9. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# vrf vrf_pe

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

VRFテーブルで許可するプレフィックスの数に制限
を設定します。

maximum prefix maximum [ threshold ]

例：

ステップ 4

ルートの最大数はダイナミックルーティングプロ

トコルと、スタティックまたは接続されたルートに

適用されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf-af)# maximum
prefix 2300

mid-threshold 引数を使用して、プレフィックスを制
限するしきい値のパーセンテージを指定できます。

（任意）VRFにインポートする内容をより細かく制
御します。このインポートフィルタでは、指定され

import route-policy policy-name

例：

ステップ 5

た policy-name 引数に一致しないプレフィックスは
破棄されます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf-af)# import

route-policy policy_a

ルートターゲット（RT）拡張コミュニティのリス
トを指定します。指定されたインポートルートター

import route-target [ as-number : nn | ip-address : nn
]

例：

ステップ 6

ゲット拡張コミュニティと関連付けられているプレ

フィックスだけが VRFにインポートされます。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf-af)# import
route-target 234:222

（任意）VRFにエクスポートする内容をより細かく
制御します。このエクスポートフィルタでは、指定

export route-policy policy-name

例：

ステップ 7

された policy-name 引数に一致しないプレフィック
スは破棄されます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf-af)# export

route-policy policy_b

ルートターゲット拡張コミュニティのリストを指定

します。エクスポートルートターゲットコミュニ

export route-target [ as-number : nn | ip-address : nn
]

例：

ステップ 8

ティは、リモート PEにアドバタイズされる際にプ
レフィックスと関連付けられます。リモートPEは、

RP/0/RSP0/cpu 0: routerr(config-vrf-af)# export
route-target 123;234

これらのエクスポートルートターゲットコミュニ

ティと一致するインポートRTを持つVRFに、これ
らのプレフィックスをインポートします。
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目的コマンドまたはアクション

commitステップ 9

ルート識別子の設定

ルート識別子（RD）により、複数のVPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスにお
いてプレフィックスが固有になります。

L3VPNマルチパス同一ルート識別子（RD）環境では、プレフィックスをRIBにインストール
するかどうかは、プレフィックスの最適パスに基づいて決まります。稀に設定が誤っている場

合（最適パスが RIBにインストールできる有効なパスではない場合）、BGPはプレフィック
スをドロップし、その他のパスを考慮しません。この動作はRDのセットアップによって異な
ります。最適マルチパスがRIBにインストールするパスとして無効な場合には、非最適マルチ
パスがインストールされます。

RDを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp router-id ip-address
4. vrf vrf-name
5. rd { as-number : nn | ip-address : nn | auto }
6. 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。
このモードでは BGPルーティングプロセスを設定
できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPスピーキングルータの固定ルータ IDを設定し
ます。

bgp router-id ip-address

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bgp router-id
10.0.0.0

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_pe

ルート識別子を設定します。rd { as-number : nn | ip-address : nn | auto }

例：

ステップ 5

ルータが自動的に一意のRDをVRFに割り当てるよ
うにする場合は、 auto キーワードを使用します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# rd
345:567 ルータコンフィギュレーションモードで bgp

router-idコマンドを使用してルータ IDが設定され
ている場合にのみ、RDを自動で割り当ることがで
きます。これにより、自動 RD生成に使用できるグ
ローバルで固有のルータ IDを設定できます。VRF
のルータ IDはグローバルで固有である必要はあり
ません。また、自動 RD生成で VRFルータ IDを使
用することは正しくありません。ルータ IDを 1つ
にすると、いつ再起動してもルータ IDが固定であ
るため、BGPグレースフルリスタートでRD情報の
チェックポイントも行いやすくなります。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 6

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。• commit

例：
Uncommitted changes found, commit them

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# end

• yesを入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# commit フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECコンフィギュレーショ
ン モードに戻ります。

• noを入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECコ
ンフィギュレーションモードに戻ります。

変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を
保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。
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PE-PEまたは PE-RR内部 BGPセッションの設定

BGPがプロバイダーエッジ（PE）ルータ間でVPN到着達可能性情報を送信できるようにする
には、PE-PE内部BGP（iBGP）セッションを設定する必要があります。PEはリモートPEルー
タから送信されるVPN情報を使用してVPN接続と使用するラベル値を判別します。これによ
り、リモート（出力）ルータはパケット転送で正しいVPNへのパケットを逆多重化できます。

PEルータで設定されている VPNに接続するすべての PEおよび RRルータに対して PE-PE、
PEルートリフレクタ（RR）iBGPセッションが定義されます。

PE-PE iBGPセッションを設定し、PEでグローバル VPNオプ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. configure
2. router bgp as-number
3. address-family vpnv4 unicast
4. exit
5. neighbor ip-address
6. remote-as as-number
7. description text
8. password { clear | encrypted } password
9. shutdown
10. timers keepalive hold-time
11. update-source type interface-id
12. address-family vpnv4 unicast
13. route-policy route-policy-name in
14. route-policy route-policy-name out
15. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

VPN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 vpnv4 unicast

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family vpvn4 unicast

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
159

BGPの実装

PE-PEまたは PE-RR内部 BGPセッションの設定



目的コマンドまたはアクション

現在の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 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

PEの iBGPネイバーを設定します。neighbor ip-address

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.16.1.1

ネイバーをリモート自律システム番号に割り当てま

す。

remote-as as-number

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
remote-as 1

（任意）ネイバーの説明を指定します。description
は、コメントを保存するために使用されます。ソフ

トウェアの機能には影響しません。

description text

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
description neighbor 172.16.1.1

ステップ 7

2つの BGPネイバーの間の TCP接続上でMessage
Digest 5（MD5）認証をイネーブルにします。

password { clear | encrypted } password

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# password
encrypted 123abc

指定されたネイバーのあらゆるアクティブセッショ

ンを終了し、すべての関連するルーティング情報を

削除します。

shutdown

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# shutdown

ステップ 9

BGPネイバーのタイマーを設定します。timers keepalive hold-time

例：

ステップ 10

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# timers
12000 200

ネイバーとの iBGPセッションを形成するときに、
iBGPセッションが特定のインターフェイスのプラ

update-source type interface-id

例：

ステップ 11

イマリ IPアドレスをローカルアドレスとして使用
できるようにします。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#

update-source gigabitEthernet 0/1/5/0
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目的コマンドまたはアクション

VPNネイバーアドレスファミリ設定モードを開始
します。

address-family vpnv4 unicast

例：

ステップ 12

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family vpvn4 unicast

着信ルートのルーティングポリシーを指定します。

ポリシーを使用すると、ルートのフィルタリングや

ルート属性の変更ができます。

route-policy route-policy-name in

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy pe-pe-vpn-in in

ステップ 13

発信ルートのルーティングポリシーを指定します。

ポリシーを使用すると、ルートのフィルタリングや

ルート属性の変更ができます。

route-policy route-policy-name out

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy pe-pe-vpn-out out

ステップ 14

commitステップ 15

RTコミュニティの定義済みセットがあるルートを保持するためのルートリフレクタの設
定

プロバイダーエッジ（PE）は、設定されている VPNのインポートルートターゲット（RT）
に一致するルートを保持している必要があります。PEルータは、他の VPNv4ルートをすべて
破棄できます。ただし、ルートリフレクタ（RR）はすべてのVPNv4ルートを維持する必要が
あります。これは、RRは PEルータとピアになる可能性があり、別の PEが別の RTタグ付き
VPNv4ルートを要求する（RRをスケーラブルにしない）場合があるためです。RRは RTコ
ミュニティの定義済みのセットを持つルートだけを保持するように設定できます。また、一部

の RRは、別の VPNセットを提供するように設定することもできます（これによりスケーラ
ビリティが高まります）。PEで設定された VRFにサービスを提供するすべての RRとピアに
なるように PEを設定します。PEがまだルートを保持していない RTを使用して、新しいVRF
を設定すると、この PEはRRに対してルートリフレッシュ要求を発行し、関連するVPNルー
トを取得します。

PE-RRのセッションで拡張コミュニティの Outbound Route Filter（ORF）をサポートしている
場合には、このプロセスの効率が高まる場合があることに注意してください。

（注）

特定の RTでタグ付けされたルートを保持するようにリフレクタを設定するには、次のタスク
を実行します。

手順の概要

1. configure
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2. router bgp as-number
3. address-family vpnv4 unicast
4. retain route-target { all | route-policy route-policy-name }
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

VPN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 vpnv4 unicast

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family vpvn4 unicast

特定の RTでタグ付けされたルートを保持するよう
にリフレクタを設定します。 route-policy-name 引数

retain route-target { all | route-policy
route-policy-name }

例：

ステップ 4

には、RRがパスを保持するためにそのパスに含ま
れている必要がある拡張コミュニティをリストする

ポリシー名を指定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# retain
route-target route-policy rr_ext-comm

これがルートリフレクタのデフォルトの動

作であるため、 all キーワードは不要で
す。

（注）

commitステップ 5

PE-CEプロトコルとしての BGPの設定

PEでBGPを設定し、BGPを使用したPE-CE通信を確立するには、次のタスクを実行します。
このタスクは、VRFと VRF以外の両方の設定で実行できます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. vrf vrf-name
4. bgp router-id ip-address
5. label mode per-ce
6. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
7. network { ip-address / prefix-length | ip-address mask }
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8. aggregate-address address / mask-length
9. exit
10. neighbor ip-address
11. remote-as as-number
12. password { clear | encrypted } password
13. ebgp-multihop [ ttl-value ]
14. 次のいずれかを実行します。

• address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
• address-family {ipv4 {unicast | labeled-unicast} | ipv6 unicast}

15. site-of-origin [ as-number : nn | ip-address : nn ]
16. as-override
17. allowas-in [ as-occurrence-number ]
18. route-policy route-policy-name in
19. route-policy route-policy-name out
20. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

PEルータで特定の VRFの BGPルーティングをイ
ネーブルにします。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_pe_2

BGPスピーキングルータの固定ルータ IDを設定し
ます。

bgp router-id ip-address

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# bgp
router-id 172.16.9.9

label mode per-ceステップ 5 • CE単位のラベルモードを設定して PEルータ
での追加ルックアップを回避し、ラベルスペー例：
スを節約します（デフォルトのラベルモードは

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# label
mode per-ce

プレフィックス単位です）。このモードでは、

PEルータは、すべての即時ネクストホップ
（ほとんどの場合、これはCEルータ）に 1個
のラベルを割り当てます。このラベルはネクス

トホップに直接マップされるため、データ転

送中にVRFルートルックアップが実行される
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目的コマンドまたはアクション

ことはありません。ただし、割り当てられるラ

ベルの数は、各 VRFに 1つではなく、各 CE
に 1個です。BGPはすべてのネクストホップ
を認識するため、各ネクストホップにラベル

を割り当てます（各 PE-CEインターフェイス
ではありません）。発信インターフェイスがマ

ルチアクセスインターフェイスで、ネイバー

のメディアアクセスコントロール（MAC）ア
ドレスが不明な場合は、アドレス解決プロトコ

ル（ARP）がパケット転送の間にトリガーされ
ます。

• per-vrf キーワードは、一意のVRFからアドバ
タイズされたすべてのルートに同じラベルを使

用するように設定します。

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリ
ユニキャストを指定し、アドレスファミリのコン

フィギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 6

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

VRFのコンテキストでアドレスファミリのテーブ
ルのネットワークプレフィックスを発信します。

network { ip-address / prefix-length | ip-address mask
}

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#
network 172.16.5.5/24

コアに保持されている状態を削減するためルーティ

ング情報を集約するようにVRFアドレスファミリ
aggregate-address address / mask-length

例：

ステップ 8

コンテキストで集約を設定します。この集約によ

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#
aggregate-address 10.0.0.0/24

り、PEエッジでの効率がいくらか低下します。こ
れはパケットの最終ネクストホップを決定するた

めに、さらにルックアップが必要になるためです。

設定すると、一連のコンポーネントプレフィック

スの代わりにサマリープレフィックスがアドバタ

イズされます。これはより詳細な集約です。PEは
集約のラベルを1つだけアドバタイズします。コン
ポーネントプレフィックスでは CEへのネクスト
ホップが異なることがあるため、データ転送時に追

加のルックアップを実行する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

現在の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 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# exit

CEネイバーを設定します。 ip-address 引数は、プ
ライベートアドレスにする必要があります。

neighbor ip-address

例：

ステップ 10

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# neighbor
10.0.0.0

CEネイバーのリモート ASを設定します。remote-as as-number

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr)#
remote-as 2

2つのBGPネイバー間のTCP接続でMessageDigest
5（MD5）認証をイネーブルにします。

password { clear | encrypted } password

例：

ステップ 12

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr)#
password encrypted 234xyz

直接接続していないネットワーク上の外部ピアへの

BGP接続を受け入れて試行するようにCEネイバー
を設定します。

ebgp-multihop [ ttl-value ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr)#
ebgp-multihop 55

ステップ 13

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリ
ユニキャストを指定し、アドレスファミリのコン

フィギュレーションサブモードを開始します。

次のいずれかを実行します。ステップ 14

• address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
• address-family {ipv4 {unicast | labeled-unicast} |
ipv6 unicast} このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf)#
address-family ipv4 unicast

site-of-origin（SoO）拡張コミュニティを設定しま
す。このCEネイバーから学習されたルートは、そ

site-of-origin [ as-number : nn | ip-address : nn ]

例：

ステップ 15

の他の PEにアドバタイズされる前に SoO拡張コ
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
site-of-origin 234:111

ミュニティのタグが付けられます。PEルータで
as-overrideが設定されている場合にループを検出す
る目的で SoOが使用されることがよくあります。
プレフィックスが同じサイトにループする場合、
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目的コマンドまたはアクション

PEはこのことを検出して CEに更新を送信しませ
ん。

PEルータで ASオーバーライドを設定します。こ
れにより PEルータは CEの ASNをそれ自体の
（PE）ASNに置き換えます。

as-override

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
as-override

ステップ 16

この情報が失われることが原因でルーティ

ングループが発生することがあります。

as-overrideによって引き起こされるルー
プを防ぐには、as-overrideと site-of-origin
を組み合わせて使用します。

（注）

PE自律システム番号（ASN）を持つ ASパスを指
定された回数だけ許可します。

allowas-in [ as-occurrence-number ]

例：

ステップ 17

ハブアンドスポーク型VPNネットワークは、HUB
CEを通じて、HUBPEへのルーティング情報のルーRP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)#

allowas-in 5
プバックを必要とします。この場合、PEASNが存
在するために HUB PEによってループバック情報
がドロップされます。これを回避するため、PEASN
が指定された回数に達していてもallowas-inコマン
ドを使用してプレフィックスを許可します。

着信ルートのルーティングポリシーを指定します。

ポリシーを使用すると、ルートのフィルタリングや

ルート属性の変更ができます。

route-policy route-policy-name in

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
route-policy pe_ce_in_policy in

ステップ 18

発信ルートのルーティングポリシーを指定します。

ポリシーを使用すると、ルートのフィルタリングや

ルート属性の変更ができます。

route-policy route-policy-name out

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
route-policy pe_ce_out_policy out

ステップ 19

commitステップ 20

IGPの BGPへの再配布

VRFアドレスファミリへのプロトコルの再配布を設定するには、次の作業を実行します。

内部ゲートウェイプロトコル（IGP）がPE-CEプロトコルとして使用されている場合でも、イ
ンポートロジックは BGPを経由して実行されます。したがって、すべての IGPルートを BGP
VRFテーブルにインポートする必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
5. 次のいずれかを実行します。

• redistribute connected [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]
• redistribute eigrp process-id [ match { external | internal }] [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• redistribute isis process-id [ level { 1 | 1-inter-area | 2 }] [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• redistribute ospf process-id [ match { external [ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 |
2 ]}] [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• redistribute ospfv3 process-id [ match { external [ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [
1 | 2 ]}] [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• redistribute rip [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]
• redistribute static [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

PEルータで特定の VRFの BGPルーティングをイ
ネーブルにします。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf_a

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 4

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

VRFアドレスファミリコンテキストでプロトコル
の再配布を設定します。

次のいずれかを実行します。ステップ 5

• redistribute connected [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ] redistributeコマンドは、PE-CEルータ間でBGPが使

用されていない場合に使用します。PE-CEルータ間
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目的コマンドまたはアクション

で BGPが使用されている場合は、使用されている
IGPを BGPに再配布して、他方の PEサイトとの

• redistribute eigrp process-id [match { external
| internal }] [ metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ] VPN接続を確立する必要があります。テーブル間で

• redistribute isis process-id [ level { 1 |
1-inter-area | 2 }] [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

のインポートおよびエクスポートにも再配布が必要

です。

• redistribute ospf process-id [ match { external
[ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]}] [
metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• redistribute ospfv3 process-id [match { external
[ 1 | 2 ] | internal | nssa-external [ 1 | 2 ]}] [
metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• redistribute rip [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• redistribute static [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#
redistribute eigrp 23

commitステップ 6

BGPのキーチェーンの設定
キーチェーンは、さまざまなMAC認証アルゴリズムをサポートして安全な認証を実現し、円
滑なキーロールオーバーを実装します。BGPのキーチェーンを設定するには、次の作業を実
行します。このタスクはオプションです。

ネイバーグループまたはセッショングループのキーチェーンが設定されている場合、そのグ

ループを使用するネイバーはキーチェーンを継承します。あるネイバーのために特別に設定さ

れたコマンドの値は、継承された値を上書きします。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. keychain name
6. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割

り当てます。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
2002

キーチェーンに基づく認証を設定します。keychain name

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# keychain
kych_a

commitステップ 6

BGPネイバーの無効化
設定を削除せずにネイバーを管理シャットダウンするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. shutdown
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 127

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3

指定されたネイバーのすべてのアクティブセッショ

ンをディセーブルにします。

shutdown

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# shutdown

commitステップ 5

BGPインバウンドソフトリセットを使用したネイバーのリセット
指定されたグループまたはネイバーの指定アドレスファミリに対してインバウンドソフトリ

セットをトリガーするには、次の作業を実行ます。グループは、 *、 ip-address、 as-number
、または external キーワードおよび引数によって指定されます。

ネイバーのインバウンドポリシーまたはアウトバウンドポリシーを変更する場合、またはルー

ティングアップデートの送信または受信に影響を与えるその他の設定を変更する場合には、ネ

イバーのリセットが便利です。インバウンドソフトリセットがトリガーされた場合、ネイバー

が ROUTE_REFRESH機能をアドバタイズしていれば、BGPはデフォルトでこのネイバーに
REFRESH要求を送信します。ネイバーが ROUTE_REFRESH機能をアドバタイズしているか
どうかを判別するには、show bgp neighborsコマンドを使用します。

手順の概要

1. show bgp neighbors
2. clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel } | ipv6 unicast | all { unicast | multicast

| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast } {
* | ip-address | as as-number | external } soft [ in [ prefix-filter ] | out ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ネイバーから受信したルートリフレッシュ機能がイ

ネーブルであることを確認します。

show bgp neighbors

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors
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目的コマンドまたはアクション

BGPネイバーをソフトリセットします。clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel
} | ipv6 unicast | all { unicast | multicast | all |

ステップ 2

• *キーワードを指定すると、すべてのBGPネイ
バーがリセットされます。

tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } {
ipv4 unicast | ipv6 unicast } { * | ip-address | as
as-number | external } soft [ in [ prefix-filter ] | out
] • ip-address 引数では、リセットするネイバーの

アドレスを指定します。
例：

• as-number 引数では、自律システム番号に一致
するすべてのネイバーがリセットされることを

指定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
10.0.0.1 soft in

• external キーワードは、すべての外部ネイバー
がリセットされることを指定します。

BGPアウトバウンドソフトリセットを使用したネイバーのリセット
指定されたグループまたはネイバーの指定アドレスファミリに対してアウトバウンドソフト

リセットをトリガーするには、次の作業を実行します。グループは、*、 ip-address、as-number
、または external キーワードおよび引数によって指定されます。

ネイバーのアウトバウンドポリシーまたはアウトバウンドポリシーを変更する場合、または

ルーティングアップデートの送信または受信に影響を与えるその他の設定を変更する場合に

は、ネイバーのリセットが便利です。

アウトバウンドソフトリセットがトリガーされると、BGPは、このアドレスファミリに対す
るルートをすべて、指定されたネイバーに再送信します。

ネイバーが ROUTE_REFRESH機能をアドバタイズしているかどうかを判別するには、show
bgp neighborsコマンドを使用します。

手順の概要

1. show bgp neighbors
2. clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel } | ipv6 unicast | all { unicast | multicast

| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast } { *
| ip-address | as as-number | external } clear bgp { ipv4 | ipv6} { unicast | labeled-unicast
} soft [ in [ prefix-filter ] | ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ネイバーから受信したルートリフレッシュ機能がイ

ネーブルであることを確認します。

show bgp neighbors

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors
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目的コマンドまたはアクション

BGPネイバーをソフトリセットします。clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel
} | ipv6 unicast | all { unicast | multicast | all |

ステップ 2

• *キーワードを指定すると、すべてのBGPネイ
バーがリセットされます。

tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } {
ipv4 unicast | ipv6 unicast } { * | ip-address | as
as-number | external } clear bgp { ipv4 | ipv6} {

• ip-address 引数では、リセットするネイバーの
アドレスを指定します。

unicast | labeled-unicast } soft [ in [ prefix-filter ] |
]

例： • as-number 引数では、自律システム番号に一致
するすべてのネイバーがリセットされることを

指定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
10.0.0.2 soft out

• external キーワードは、すべての外部ネイバー
がリセットされることを指定します。

BGPハードリセットを使用したネイバーのリセット
ハードリセットを使用してネイバーをリセットするには、次の作業を実行します。ハードリ

セットにより、ネイバーへの TCP接続が削除され、ネイバーから受信したすべてのルートが
BGPテーブルから削除され、その後このネイバーとのセッションが再確立されます。 graceful
キーワードを指定すると、ネイバーからのルートは BGPテーブルから即座に削除されず、古
い（stale）ルートとしてマークされます。セッションの再確立後、ネイバーから再受信されな
かった古いルートはすべて削除されます。

手順の概要

1. clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel } | ipv6 unicast | all { unicast | multicast
| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast } | { *
| ip-address | as as-number | external } [ graceful ] soft [ in [ prefix-filter ] | out ] clear
bgp { ipv4 | ipv6} { unicast | labeled-unicast }

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

BGPネイバーをクリアします。clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel
} | ipv6 unicast | all { unicast | multicast | all |

ステップ 1

• *キーワードを指定すると、すべてのBGPネイ
バーがリセットされます。

tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } {
ipv4 unicast | ipv6 unicast } | { * | ip-address | as
as-number | external } [ graceful ] soft [ in [

• ip-address 引数では、リセットするネイバーの
アドレスを指定します。

prefix-filter ] | out ] clear bgp { ipv4 | ipv6} { unicast
| labeled-unicast }

例： • as-number 引数では、自律システム番号に一致
するすべてのネイバーがリセットされることを

指定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 unicast
10.0.0.3 graceful soft out
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目的コマンドまたはアクション

• external キーワードは、すべての外部ネイバー
がリセットされることを指定します。

graceful キーワードはグレースフルリスタートを指
定します。

キャッシュ、テーブル、およびデータベースのクリア

特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除するには、次のタス

クを実行します。clearbgpコマンドは、指定されたネイバーグループのセッションをリセット
（ハードリセット）します。これにより、ネイバーへの TCP接続が削除され、ネイバーから
受信したすべてのルートが BGPテーブルから削除され、その後このネイバーとのセッション
が再確立されます。キャッシュ、テーブル、またはデータベースは、特定の構造が無効になっ

たり、無効になるおそれのあるときに、クリアすることが必要になります。

手順の概要

1. clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel } | ipv6 unicast | all { unicast | multicast
| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast }
ip-address

2. clear bgp external
3. clear bgp *

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定されたネイバーをクリアします。clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel
} | ipv6 unicast | all { unicast | multicast | all |

ステップ 1

tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } {
ipv4 unicast | ipv6 unicast } ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp ipv4 172.20.1.1

すべての外部ピアをクリアします。clear bgp external

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp external

すべての BGPネイバーをクリアします。clear bgp *

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bgp *
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システムおよびネットワーク統計情報の表示

特定の統計情報（BGPルーティングテーブル、キャッシュ、およびデータベースの内容など）
を表示するには、次のタスクを実行します。提供される情報は、リソースの使用状況を判定し

てネットワークの問題を解決するために使用されます。さらに、ノードの到達可能性に関する

情報を表示し、そのパケットが経由するネットワーク内のルーティングパスを検出することも

できます。

手順の概要

1. show bgp cidr-only
2. show bgp community community-list [ exact-match ]
3. show bgp regexp regular-expression
4. show bgp
5. show bgp neighbors ip-address [ advertised-routes | dampened-routes | flap-statistics |

performance-statistics | received prefix-filter | routes ]
6. show bgp paths
7. show bgp neighbor-group group-name configuration
8. show bgp summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

不自然なネットワークマスク（クラスレスドメイ

ン間ルーティング（CIDR））を持つルートを表示し
ます。

show bgp cidr-only

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp cidr-only

ステップ 1

指定されたBGPコミュニティに一致するルートを表
示します。

show bgp community community-list [ exact-match ]

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp community 1081:5
exact-match

指定した自律システムパスの正規表現と一致する

ルートを表示します。

show bgp regexp regular-expression

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp regexp "^3 "

BGPルーティングテーブル内のエントリを表示しま
す。

show bgp

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp
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目的コマンドまたはアクション

指定したネイバーへのBGP接続に関する情報を表示
します。

show bgp neighbors ip-address [ advertised-routes |
dampened-routes | flap-statistics |
performance-statistics | received prefix-filter | routes
]

ステップ 5

• advertised-routesキーワードを指定すると、ルー
タがネイバーにアドバタイズするすべてのルー

トが表示されます。
例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbors
10.0.101.1

• dampened-routes キーワードを指定すると、ネ
イバーから学習したダンプ済みのルートが表示

されます。

• flap-statistics キーワードを指定すると、ネイ
バーから学習したルートのフラップ統計情報が

表示されます。

• performance-statistics キーワードを指定する
と、このネイバーのBGPプロセスによって実行
された作業に関連するパフォーマンス統計情報

が表示されます。

• received prefix-filter キーワードと引数を指定
すると、プレフィックスリストフィルタが表

示されます。

• routes キーワードを指定すると、ネイバーから
学習したルートが表示されます。

データベース内のすべてのBGPパスを表示します。show bgp paths

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp paths

指定したネイバーグループによって継承された設定

を含む、ネイバーグループの有効な設定を表示しま

す。

show bgp neighbor-group group-name configuration

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp neighbor-group
group_1 configuration

ステップ 7

BGP接続すべての状況を表示します。show bgp summary

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp summary

BGPプロセス情報の表示
特定の BGPプロセス情報を表示するには、次のタスクを実行します。
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手順の概要

1. show bgp process
2. show bgp ipv4 unicast summary
3. show bgp vpnv4 unicast summary
4. show bgp vrf ( vrf-name | all }
5. show bgp process detail
6. show bgp summary
7. show placement program bgp
8. show placement program brib

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

BGPプロセスのステータスと要約情報を表示しま
す。出力には、さまざまなグローバルおよびアドレ

show bgp process

例：

ステップ 1

スファミリ固有の BGP設定が表示されます。プロ
RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp process セスによって送受信されたネイバー、アップデート

メッセージ、および通知メッセージの数の要約も表

示されます。

IPv4ユニキャストアドレスファミリのネイバーの
要約を表示します。

show bgp ipv4 unicast summary

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp ipv4 unicast
summary

VPNv4ユニキャストアドレスファミリのネイバー
の要約を表示します。

show bgp vpnv4 unicast summary

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp vpnv4 unicast
summary

BGPVPN仮想ルーティングおよび転送（VRF）情報
を表示します。

show bgp vrf ( vrf-name | all }

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp vrf vrf_A

さまざまな内部構造タイプによって使用されている

メモリなど、詳細なプロセス情報を表示します。

show bgp process detail

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp processes detail

BGP接続すべての状況を表示します。show bgp summary

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp summary
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目的コマンドまたはアクション

BGPプログラムの情報を表示します。show placement program bgp

例：

ステップ 7

•「拒否された場所」としてプログラムが表示さ
れる場合（プログラムの場所を特定できないな

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show placement program
bgp ど）、show placement program bgpコマンドを

使用して、その場所を表示できます。

•プログラムが配置されても起動されない場合、
プログラムが配置されてから経過した時間の長

さが [Waiting to start]列に表示されます。

bRIBプログラムの情報を表示します。show placement program brib

例：

ステップ 8

•「拒否された場所」としてプログラムが表示さ
れる場合（プログラムの場所を特定できないな

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show placement program
brib ど）、show placement program bgpコマンドを

使用して、その場所を表示できます。

•プログラムが配置されても起動されない場合、
プログラムが配置されてから経過した時間の長

さが [Waiting to start]列に表示されます。

BGPアップデートグループのモニタリング
この作業では、BGPアップデートグループの処理に関する情報を表示します。

手順の概要

1. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel } | ipv6 { unicast | all } | all { unicast
| multicast | all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } [ ipv4 unicast ]
update-group [ neighbor ip-address | process-id.index [ summary | performance-statistics
]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

BGPアップデートグループの情報を表示します。show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel
} | ipv6 { unicast | all } | all { unicast | multicast |

ステップ 1

• ip-address引数を指定すると、そのネイバーが属
するアップデートグループが表示されます。

all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all
} [ ipv4 unicast ] update-group [ neighbor
ip-address | process-id.index [ summary |
performance-statistics ]] • process-id.index 引数では、表示する特定のアッ

プデートグループを選択します。この引数は
例： 「プロセス ID（ドット）インデックス」の形式

で指定します。プロセス IDの範囲は 0～ 254

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
177

BGPの実装

BGPアップデートグループのモニタリング



目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bgp update-group
0.0

です。インデックスの範囲は 0～ 4294967295
です。

• summaryキーワードを指定すると、特定のアッ
プデートグループに含まれているネイバーに関

する要約情報が表示されます。

•このコマンドに引数を指定しないと、（指定し
たアドレスファミリの）すべてのアップデート

グループの情報が表示されます。

• performance-statisticsキーワードを指定すると、
アップデートグループのパフォーマンス統計情

報が表示されます。

BGPノンストップルーティングの設定
BGPノンストップルーティング（BGP NSR）はデフォルトで有効になっています。また、無
効になっている BGP NSRを有効に戻すには、no nsr disableコマンドを使用します。

BGPノンストップルーティングの無効化
BGPノンストップルーティング（NSR）を無効にするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. nsr disable
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGPルーティングプロセスを設定するため、BGP
AS番号を指定して BGP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：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPノンストップルーティングを無効にします。nsr disable

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# nsr disable

commitステップ 4

BGPノンストップルーティングの再有効化
BGPノンストップルーティング（NSR）が無効になっている場合、次のステップを使用して
BGP NSRを有効にします。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. no nsr disable
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGPルーティングプロセスを設定するため、BGP
AS番号を指定して BGP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：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

BGPノンストップルーティングを有効にします。no nsr disable

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# nsr disable

commitステップ 4

Prefix Independent Convergence（PIC）のプライマリバックアップパス
のインストール

転送テーブルにバックアップパスをインストールし、PE-CEリンク障害が発生した場合にPrefix
Independent Convergence（PIC）を提供するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. 次のいずれかを実行します。
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address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}•

• vrf vrf-name {ipv4 unicast | ipv6 unicast}

4. additional-paths selection route-policy route-policy-name
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

アドレスファミリまたはVRFアドレスファミリを指
定して、アドレスファミリまたはVRFアドレスファ

次のいずれかを実行します。ステップ 3

• address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}
ミリのコンフィギュレーションサブモードを開始し

ます。• vrf vrf-name {ipv4 unicast | ipv6 unicast}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family vpnv4 unicast

プレフィックスの追加パス選択モードを設定しま

す。

additional-paths selection route-policy route-policy-name

例：

ステップ 4

additional-paths selectionコマンドを適切
なルートポリシーとともに使用して、バッ

クアップパスを計算し、プレフィックス独

立コンバージェンス（PIC）機能を有効に
します。

（注）RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
additional-paths selection route-policy ap1

ルートポリシーの設定は、プレフィックスの追加パ

ス選択モードを設定するための前提条件です。追加

選択コマンドで使用するルートポリシー設定の例を

次に示します。

route-policy ap1
set path-selection backup 1 install

end-policy

commitステップ 5

プライマリパスのローカルラベル割り当ての保持

プライマリPEで以前にプライマリパスに割り当てられたローカルラベルを、再コンバージェ
ンス後に設定期間にわたって保持するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
4. retain local-label minutes
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

アドレスファミリを指定し、アドレスファミリの

コンフィギュレーションサブモードを開始します。

address-family { vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family vpnv4 unicast

プライマリ PEで以前にプライマリパスに割り当て
られたローカルラベルを、再コンバージェンス後

10分間保持します。

retain local-label minutes

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# retain
local-label 10

ステップ 4

commitステップ 5

BGP追加パスの設定
BGP追加パス機能を設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure
2. route-policy route-policy-name
3. if conditional-expression then action-statement else
4. pass endif
5. end-policy
6. router bgp as-number
7. address-family {ipv4 {unicast |multicast} | ipv6 {unicast |multicast | l2vpn vpls-vpws | vpnv4

unicast | vpnv6 unicast }
8. additional-paths receive
9. additional-paths send
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10. additional-paths selection route-policy route-policy-name
11. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルートポリシーを定義して、ルートポリシーコン

フィギュレーションモードを開始します。

route-policy route-policy-name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router (config)#route-policy
add_path_policy

特定のルートのアクションとディスポジションを決

定します。

if conditional-expression then action-statement else

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router (config-rpl)#if community
matches-any (*) then

set path-selection all advertise
else

処理のためにルートを渡し、ifステートメントを終
了します。

pass endif

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-else)#pass
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-else)#endif

ルートポリシーの定義を終了して、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#end-policy

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router bgp 100

ステップ 6

アドレスファミリを指定し、アドレスファミリの

コンフィギュレーションサブモードを開始します。

address-family {ipv4 {unicast |multicast} | ipv6
{unicast |multicast | l2vpn vpls-vpws | vpnv4 unicast
| vpnv6 unicast }

ステップ 7

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp)#address-family ipv4 unicast

対応ピアのプレフィックスのマルチパス受信機能を

設定します。

additional-paths receive

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-af)#additional-paths receive

対応ピアのプレフィックスのマルチパス送信機能を

設定します。

additional-paths send

例：

ステップ 9
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-af)#additional-paths send

プレフィックスの追加パス選択機能を設定します。additional-paths selection route-policy
route-policy-name

ステップ 10

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-af)#additional-paths selection
route-policy add_path_policy

commitステップ 11

iBGPマルチパスロードシェアリングの設定
iBGPマルチパスロードシェアリングを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family {ipv4|ipv6} {unicast|multicast}
4. maximum-paths ibgp number
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family {ipv4|ipv6} {unicast|multicast}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp)# address-family ipv4 multicast

ステップ 3

ロードシェアリング用の iBGPパスの最大数を設定
します。

maximum-paths ibgp number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-af)# maximum-paths ibgp 30

commitステップ 5
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AiGPによるプレフィックスの生成
AiGPメトリックを使用したルートの生成を設定するには、次の作業を実行します。

始める前に

Accumulated Interior Gateway Protocol（AiGP）メトリックを使用したルートの生成は設定によ
り制御されます。次の条件を満たす再配布ルートに AiGP属性が付加されます。

• AiGPでルートを再配布するプロトコルがイネーブルに設定されている。

•このルートは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）に再配布された InteriorGateway
Protocol（iGP）ルートです。AiGP属性に割り当てられた値はルートの iGPネクストホッ
プの値か、または route-policyによって設定された値です。

•このルートは BGPに再配布されたスタティックルートです。割り当てられた値はルート
のネクストホップの値か、route-policyによって設定された値です。

•このルートはネットワークステートメントによって BGPにインポートされます。割り当
てられた値はルートのネクストホップの値か、route-policyによって設定された値です。

手順の概要

1. configure
2. route-policy aigp_policy
3. set aigp-metricigp-cost
4. exit
5. router bgp as-number
6. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
7. redistribute ospf osp route-policy plcy_namemetric value
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルートポリシーコンフィギュレーションモードを

開始してルートポリシーを設定します。

route-policy aigp_policy

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy
aip_policy

内部ルーティングプロトコルコストをaigpメトリッ
クとして設定します。

set aigp-metricigp-cost

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set
aigp-metric igp-cost
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目的コマンドまたはアクション

ルートポリシー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 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# exit

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 5

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを
指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンサブモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast

ステップ 6

OSPFへの AiBGPメトリックの再配布を許可しま
す。

redistribute ospf osp route-policy plcy_namemetric value

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-bgp-af)#redistribute ospf osp
route-policy aigp_policy metric 1

commitステップ 8

BGP Accept Ownの設定
BGP Accept Ownを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. update-source type interface-path-id
6. address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}
7. accept-own [inheritance-disable]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

Router(config)#router bgp 100

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

Router(config-bgp)#neighbor 10.1.2.3

ステップ 3

ネイバーにリモート自律システム番号を割り当てま

す。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

Router(config-bgp-nbr)#remote-as 100

ネイバーでセッションを形成するとき、特定のイン

ターフェイスからのプライマリ IPアドレスをローカ
ルアドレスとしてセッションで使用できます。

update-source type interface-path-id

例：

Router(config-bgp-nbr)#update-source Loopback0

ステップ 5

アドレスファミリをVPNv4または IPv6として指定
し、ネイバーアドレスファミリのコンフィギュレー

ションモードを開始します。

address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}

例：

Router(config-bgp-nbr)#address-family vpnv6
unicast

ステップ 6

Accept_Ownコミュニティが含まれる自動送信 VPN
ルートの処理をイネーブルにします。

accept-own [inheritance-disable]

例：

ステップ 7

「Accept Own」設定をディセーブルにし、親コン
フィギュレーションから「Accept Own」が継承され

Router(config-bgp-nbr-af)#accept-own

ないようにするには、 inheritance-disableキーワー
ドを使用します。

BGPリンク状態の設定

BGPリンク状態の設定

BGPリンクステート（LS）情報を BGPネイバーと交換するには、次のステップを実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family link-state link-state
6. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

CEネイバーを設定します。ip-address引数は、プラ
イベートアドレスである必要があります。

neighbor ip-address

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.2

CEネイバーのリモート ASを設定します。remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
1

BGPリンクステート情報を指定されたネイバーに配
布します。

address-family link-state link-state

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family link-state link-state

commitステップ 6

ドメイン識別子の設定

固有識別子 4オクテット ASNを設定するには、次のステップを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family link-state link-state
4. domain-distinguisher unique-id
5. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

アドレスファミリリンクステートコンフィギュレー

ションモードを開始します。

address-family link-state link-state

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family link-state link-state

固有識別子 4オクテット ASNを設定します。範囲
は 1～ 4294967295です。

domain-distinguisher unique-id

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
domain-distinguisher 1234

commitステップ 5

BGPパーマネントネットワークの設定

BGPパーマネントネットワークの設定

BGPパーマネントネットワークを設定するには、次のタスクを実行します。パーマネントネッ
トワーク（パス）が設定されるプレフィックス（ネットワーク）のセットを識別するには、少

なくとも 1つのルートポリシーを設定する必要があります。

手順の概要

1. configure
2. prefix-set prefix-set-name
3. exit
4. route-policy route-policy-name
5. end-policy
6. router bgp as-number
7. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
8. permanent-network route-policy route-policy-name
9. commit
10. show bgp {ipv4 | ipv6} unicast prefix-set
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

プレフィックスセットコンフィギュレーション

モードを開始し、連続したビットセットと非連続

prefix-set prefix-set-name

例：

ステップ 2

のビットセットに対しプレフィックスセットを定

義します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# prefix-set
PERMANENT-NETWORK-IPv4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 1.1.1.1/32,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 2.2.2.2/32,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 3.3.3.3/32
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# end-set

プレフィックスセット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

ンモードを開始します。

exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# exit

ステップ 3

ルートポリシーを作成し、ルートポリシーコン

フィギュレーションモードを開始します。このモー

ドではルートポリシーを定義できます。

route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy

ステップ 4

POLICY-PERMANENT-NETWORK-IPv4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if
destination in PERMANENT-NETWORK-IPv4 then
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# endif

ルートポリシーの定義を終了して、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

自律システム番号を指定して、BGP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 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリ
ユニキャストを指定し、アドレスファミリのコン

フィギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#

ステップ 7

address-family ipv4 unicast
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目的コマンドまたはアクション

ルートポリシーで定義されているプレフィックス

のセットに対しパーマネントネットワーク（パス）

を設定します。

permanent-network route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#

ステップ 8

permanent-network route-policy
POLICY-PERMANENT-NETWORK-IPv4

commitステップ 9

（オプション）プレフィックスセットが BGPで
パーマネントネットワークであるかどうかを表示

します。

show bgp {ipv4 | ipv6} unicast prefix-set

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: routershow bgp ipv4 unicast

ステップ 10

パーマネントネットワークのアドバタイズ方法

固定パスがアドバタイズされる必要があるピアを識別するには、このタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
6. advertise permanent-network
7. commit
8. show bgp {ipv4 | ipv6} unicast neighbor ip-address

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定して、BGP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 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

10.255.255.254

ネイバーをリモート自律システム番号に割り当てま

す。

remote-as as-number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
4713

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#

ステップ 5

address-family ipv4 unicast

パーマネントネットワーク（パス）がアドバタイズ

されるピアを指定します。

advertise permanent-network

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
advertise permanent-network

commitステップ 7

（オプション）ネイバーが BGPパーマネントネッ
トワークを受信できるかどうかを表示します。

show bgp {ipv4 | ipv6} unicast neighbor ip-address

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: routershow bgp ipv4 unicast
neighbor 10.255.255.254

BGP不等コストの連続ロードバランシングの有効化
外部BGP（eBGP）、内部BGP（iBGP）、および eiBGPの不等コストの連続ロードバランシン
グを有効にし、BGPが非武装地帯（DMZ）リンクのリンク帯域幅属性を送信できるようにす
るには、次のタスクを実行します。

マルチプロトコル内部 BGP（MP-iBGP）セッション（IPv4または VPNv4）を介した、リモー
ト PEへの PEルータのアップデートにリンク帯域幅拡張コミュニティが含まれている場合、
maximum-pathsコマンドが有効になっていれば、リモートPEが自動的にロードバランシング
を実行します。

不等コストの連続ロードバランシングは、最大で 8つのパスに対してのみ行われます。
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BGP不等コスト連続ロードバランシング機能の有効化は、CPPベースのカードではサポートさ
れていません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. maximum-paths { ebgp | ibgp | eibgp } maximum [ unequal-cost ]
5. exit
6. neighbor ip-address
7. dmz-link-bandwidth
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリスト

を参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

BGPによりルーティングテーブルにインストールさ
れるパラレルルートの最大数を設定します。

maximum-paths { ebgp | ibgp | eibgp } maximum
[ unequal-cost ]

例：

ステップ 4

•最大パスの有効な値は、ASR9000イー
サネットラインカードの場合は 8、
ASR9000拡張イーサネットラインカー
ドの場合は 32です。

• ASR 9000イーサネットラインカード
は、設定されている最大パス値が8を
超える場合でも、転送ハードウェアに

インストールするルートの数を8に制
限します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)#
maximum-paths ebgp 3
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目的コマンドまたはアクション

• ebgp maximum：マルチパスに eBGPパスのみ
を考慮します。

• ibgp maximum [ unequal-cost ]：iBGP学習パス
間でのロードバランシングを考慮します。

• eibgp maximum：eBGPおよび iBGP学習パスの
両方のロードバランシングを考慮します。eiBGP
は常に不等コストロードバランシングを実行

します。

eiBGPが適用されると eBGPロードバランシングま
たは iBGPロードバランシングは設定できません
が、eBGPロードバランシングと iBGPロードバラ
ンシングは共存できます。

現在の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 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

CEネイバーを設定します。 ip-address 引数は、プ
ライベートアドレスにする必要があります。

neighbor ip-address

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.0

eBGPおよび iBGPネイバーへのリンクのために、非
武装地帯（DMZ）リンク帯域幅拡張コミュニティを
開始します。

dmz-link-bandwidth

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
dmz-link-bandwidth

ステップ 7

commitステップ 8

VRFダイナミックルートのリークの設定
次のステップを実行して、デフォルト VRFから非デフォルト VRFにルートをインポートする
か、または非デフォルト VRFからデフォルト VRFにルートをインポートします。

始める前に

ダイナミックルートリークを設定するには、ルートポリシーが必要です。ルートポリシーを

設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードでroute-policy route-policy-nameコ
マンドを使用します。
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手順の概要

1. configure
2. vrf vrf_name
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. 次のいずれかのオプションを使用します。

• import from default-vrf route-policy route-policy-name [advertise-as-vpn]
• export to default-vrf route-policy route-policy-name

5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

VRFコンフィギュレーションモードを開始します。vrf vrf_name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/CPU0:PE51_ASR-9010(config)#vrf vrf_1

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 | ipv6} unicast

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf)#address-family
ipv6 unicast

デフォルト VRFから非デフォルト VRFにルートを
インポートするか、または非デフォルトVRFからデ
フォルト VRFにルートをインポートします。

次のいずれかのオプションを使用します。ステップ 4

• import from default-vrf route-policy
route-policy-name [advertise-as-vpn]

• export to default-vrf route-policy
route-policy-name

• import from default-vrf：デフォルト VRFから
非デフォルト VRFへのインポートを設定しま
す。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf-af)#import from
default-vrf route-policy rpl_dynamic_route_import

advertise-as-vpnオプションが設定されている場
合、デフォルト VRFから非デフォルト VRFに

または インポートしたパスは、PEとCEにアドバタイ
ズされます。advertise-as-vpnオプションが設定RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-vrf-af)#export to

default-vrf route-policy rpl_dynamic_route_export されていない場合、デフォルト VRFから非デ
フォルトVRFにインポートされたパスは PEに
アドバタイズされません。ただし、この場合も

CEにはパスがアドバタイズされます。

• export to default-vrf：非デフォルトVRFからデ
フォルトVRFへのインポートを設定します。デ
フォルトVRFからインポートされたパスが他の
PEにアドバタイズされます。

commitステップ 5
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次のタスク

次の show bgpコマンドの出力には、ダイナミックルートリーク設定の情報が表示されます。

• show bgp prefixコマンドを使用すると、インポートしたパスの送信元 RDと送信元 VRF
が表示されます。これには、IPv4または IPv6ユニキャストプレフィックスにインポート
したパスがある場合も含まれます。

• show bgp imported-routesコマンドを使用すると、デフォルト VRFの IPv4ユニキャスト
および IPv6ユニキャストのアドレスファミリが表示されます。

選択的 VRFダウンロードの有効化
選択的 VRFダウンロードを有効にするには、svd platform enableコマンドの後にルータのリ
ロードを設定します。

デフォルトでは、選択的 VRFダウンロードは無効になっています。（注）

手順の概要

1. admin
2. configure
3. svd platform enable
4. commit
5. show svd state
6. admin
7. reload location all
8. exit
9. show svd role

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

管理 EXECモードを開始します。admin

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# admin

管理コンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin)#configure

選択的 VRFダウンロードを有効にします。svd platform enable

例：

ステップ 3

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
195

BGPの実装

選択的 VRFダウンロードの有効化



目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin-config)#svd platform
enable

commitステップ 4

選択的VRFダウンロード機能の状態情報を表示しま
す。

show svd state

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show svd state
Selective VRF Download (SVD) Feature State:
SVD Configuration State Enabled
SVD Operational State Enabled

管理者モードを開始します。admin

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router#admin

シャーシをリロードします。reload location all

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin)#reload loc all
Tue Feb 12 07:51:25.279 UTC

Preparing system for backup. This may take a few
minutes especially for large
configurations.

Status report: node0_RSP0_CPU0: START TO
BACKUP

Status report: node0_RSP0_CPU0: BACKUP
HAS COMPLETED SUCCESSFULLY
[Done]
Proceed with reload? [confirm]RP/0/RSP0/CPU0::This
node received reload

管理者 EXECモードを終了し、EXECモードを開始
します。

exit

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin)#exit

VRFインターフェイスがあるラインカードに SVD
ロールが「カスタマー向け」であることを確認する

show svd role

例：

ステップ 9

ことで、選択的 VRFダウンロードがアクティブに
なっているかどうかを確認します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show svd role
Tue Feb 12 07:50:26.908 UTC

Codes: (C) : user Configured role
Node Name IPv4 Role IPv6
Role
--------------------------------------------------------------------
0/RSP0/CPU0 Standard Standard
0/0/CPU0 Customer Facing Not
Interested
0/1/CPU0 Customer Facing Not
Interested
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次のタスク

svd platform enableコマンドを使用して SVDを有効にした後に selective-vrf-download disable
を使用して SVDをオフにしないでください。

選択的 VRFダウンロードの無効化
デフォルトでは、選択的VRFダウンロードは無効になっています。ただし、SVDが有効になっ
ている場合は、次のタスクを実行して機能を無効にします。

手順の概要

1. admin
2. configure
3. no svd platform enable
4. commit
5. show svd state
6. admin
7. reload location all
8. exit
9. show svd role

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

管理 EXECモードを開始します。admin

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# admin

管理コンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin)#configure

選択的 VRFダウンロードを無効にします。no svd platform enable

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/CPU0:PE51_ASR-9010(admin-config)#no svd
platform enable

commitステップ 4

選択的VRFダウンロード機能の状態情報を表示しま
す。

show svd state

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show svd state
Selective VRF Download (SVD) Feature State:
SVD Configuration State Unsupported
SVD Operational State Unsupported
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目的コマンドまたはアクション

管理者モードを開始します。admin

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router#admin

シャーシをリロードします。reload location all

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin)#reload loc all
Tue Feb 12 07:51:25.279 UTC

Preparing system for backup. This may take a few
minutes especially for large
configurations.

Status report: node0_RSP0_CPU0: START TO
BACKUP

Status report: node0_RSP0_CPU0: BACKUP
HAS COMPLETED SUCCESSFULLY
[Done]
Proceed with reload? [confirm]RP/0/RSP0/CPU0::This
node received reload

管理者 EXECモードを終了し、EXECモードを開始
します。

exit

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(admin)#exit

VRFインターフェイスがあるラインカードに SVD
ロールが「標準」であることを確認することで、選

show svd role

例：

ステップ 9

択的VRFダウンロードが非アクティブになっている
かどうかを確認します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show svd role

Codes: (C) : user Configured role
Node Name IPv4 Role IPv6
Role
--------------------------------------------------------------------
0/RSP0/CPU0 Standard Standard
0/0/CPU0 Standard Standard
0/1/CPU0 Standard Standard

復元力のある CE単位のラベルモードの設定

VRFアドレスファミリでの復元力のある CE単位のラベルモードの設定

VRFアドレスファミリに復元力のあるCE単位のラベルモードを設定するには、次のタスクを
実行します。

復元力のあるCE単位の 6PEラベル割り当ては、CRS-1ルータとCRS-3ルータではサポートさ
れていません。ASR 9000ルータでのみサポートされています。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. vrfvrf-instance
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. label mode per-ce
6. 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#

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。

ステップ 2 router bgpas-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 666
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 vrfvrf-instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf-pe
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)#

VRFインスタンスを設定します。

ステップ 4 address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 5 label mode per-ce
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# label mode per-ce
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)#

復元力のある CE単位のラベルモードを設定します。

ステップ 6 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# end

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィギュレー
ションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを継続す
るには、commitコマンドを使用します。

ルートポリシーを使用した復元力のある CE単位のラベルモードの設定

ルートポリシーを使用して復元力のある CE単位のラベルモードを設定するには、次のタスク
を実行します。

復元力のあるCE単位の 6PEラベル割り当ては、CRS-1ルータとCRS-3ルータではサポートさ
れていません。ASR 9000ルータでのみサポートされています。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. route-policy policy-name
3. set label mode per-ce
4. 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#

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。

ステップ 2 route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy route1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#

ルートポリシーを作成し、ルートポリシーコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 set label mode per-ce

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set label mode per-ce
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#

復元力のある CE単位のラベルモードを設定します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• end
• commit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。
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Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィギュレー
ションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを継続す
るには、commitコマンドを使用します。

BGPの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

BGPのイネーブル化：例
次に、BGPをイネーブルにする例を示します。

prefix-set static
2020::/64,
2012::/64,
10.10.0.0/16,
10.2.0.0/24

end-set

route-policy pass-all
pass

end-policy
route-policy set_next_hop_agg_v4
set next-hop 10.0.0.1

end-policy

route-policy set_next_hop_static_v4
if (destination in static) then
set next-hop 10.1.0.1

else
drop

endif
end-policy

route-policy set_next_hop_agg_v6
set next-hop 2003::121

end-policy

route-policy set_next_hop_static_v6
if (destination in static) then

set next-hop 2011::121
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else
drop

endif
end-policy

router bgp 65000
bgp fast-external-fallover disable
bgp confederation peers
65001
65002

bgp confederation identifier 1
bgp router-id 1.1.1.1
address-family ipv4 unicast
aggregate-address 10.2.0.0/24 route-policy set_next_hop_agg_v4
aggregate-address 10.3.0.0/24
redistribute static route-policy set_next_hop_static_v4

address-family ipv4 multicast
aggregate-address 10.2.0.0/24 route-policy set_next_hop_agg_v4
aggregate-address 10.3.0.0/24
redistribute static route-policy set_next_hop_static_v4

address-family ipv6 unicast
aggregate-address 2012::/64 route-policy set_next_hop_agg_v6
aggregate-address 2013::/64
redistribute static route-policy set_next_hop_static_v6

address-family ipv6 multicast
aggregate-address 2012::/64 route-policy set_next_hop_agg_v6
aggregate-address 2013::/64
redistribute static route-policy set_next_hop_static_v6

neighbor 10.0.101.60
remote-as 65000
address-family ipv4 unicast
address-family ipv4 multicast

neighbor 10.0.101.61
remote-as 65000
address-family ipv4 unicast
address-family ipv4 multicast

neighbor 10.0.101.62
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

address-family ipv4 multicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

neighbor 10.0.101.64
remote-as 5
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

address-family ipv4 multicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

BGPアップデートグループの表示：例
次に、EXECコンフィギュレーション モードで実行された show bgp update-groupコマンドの
出力例を示します。
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show bgp update-group

Update group for IPv4 Unicast, index 0.1:
Attributes:
Outbound Route map:rm
Minimum advertisement interval:30

Messages formatted:2, replicated:2
Neighbors in this update group:
10.0.101.92

Update group for IPv4 Unicast, index 0.2:
Attributes:
Minimum advertisement interval:30

Messages formatted:2, replicated:2
Neighbors in this update group:
10.0.101.91

BGPネイバー設定：例
情報を共有するように自律システムの BGPネイバーを設定する例を次に示します。この例で
はBGPルータを自律システム109に割り当て、自律システムの送信元として2つのネットワー
クのリストが表示される例を示します。3つのリモートルータ（とその自律システム）のアド
レスのリストが表示されます。設定したルータは、ネットワーク 172 .16 .0.0と 192.168 .7.0と
隣接ルータに関する情報を共有します。リストの1番目のルータは別の自律システムにあり、
2番目の neighborおよび remote-asコマンドによってアドレス 172 .26 .234.2;の内部ネイバー
が（同じ自律システム番号を使用して）指定され、3番目の neighborおよび remote-asコマン
ドによって別の自律システムのネイバーが指定されます。

route-policy pass-all
pass
end-policy
router bgp 109
address-family ipv4 unicast
network 172.16.0.0 255.255.0.0
network 192.168.7.0 255.255.0.0
neighbor 172.16.200.1
remote-as 167
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-out out
neighbor 172.26.234.2
remote-as 109
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 172.26.64.19
remote-as 99
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
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BGPコンフェデレーション：例
次に、コンフェデレーションのいくつかのピアを表示する設定の例を示します。このコンフェ

デレーションは、自律システム番号 6001、6002、および 6003の 3つの内部自律システムから
構成されています。コンフェデレーション外のBGPスピーカーには、このコンフェデレーショ
ンは（bgp confederation identifierコマンドによって指定される）自律システム番号 666を持つ
通常の自律システムのように見えます。

自律システム 6001の BGPスピーカーで、bgp confederation peersコマンドは、自律システム
6002および6003からのピアを特別な eBGPピアとしてマークします。したがって、ピア171.16
.232.55および 171。16 .232.56は、この更新でローカルプリファレンス、ネクストホップ、お
よび未変更のMEDを取得します。171のルータ。19 .69.1のルータは通常の eBGPスピーカー
であり、このピアからの更新は、自律システム 666のピアから受け取る通常の eBGP更新と
まったく同じです。

router bgp 6001
bgp confederation identifier 666
bgp confederation peers
6002
6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.16.232.55
remote-as 6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.16.232.56
remote-as 6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.69.1
remote-as 777

自律システム 6002の BGPスピーカーでは、自律システム 6001および 6003からのピアは特別
な eBGPピアとして設定されます。ピア 171。17 .70.1のピアは通常の iBGPピアであり、ピア
199.99.99.2は自律システム 700の通常の eBGPピアです。

router bgp 6002
bgp confederation identifier 666
bgp confederation peers
6001
6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.17.70.1
remote-as 6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.57
remote-as 6001
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.56
remote-as 6003
exit

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
205

BGPの実装

BGPコンフェデレーション：例



address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.99.2
remote-as 700
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

自律システム 6003の BGPスピーカーでは、自律システム 6001および 6002からのピアは特別
な eBGPピアとして設定されます。ピア 192。168 .200.200のピアは、自律システム 701の通
常の eBGPピアです。

router bgp 6003
bgp confederation identifier 666
bgp confederation peers
6001
6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.57
remote-as 6001
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.55
remote-as 6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.200.200
remote-as 701
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

下記は、同じ例の自律システム 701のBGPスピーカー 192 .168 .200.205から受信する設定の一
部を示します。ネイバー 171.16 .232.56は自律システム 666の通常の eBGPスピーカーとして
設定されます。コンフェデレーション外部のピアは、この自律システムが複数の自律システム

に内部分割されることを認識しません。

router bgp 701
address-family ipv4 unicast
neighbor 172.16.232.56
remote-as 666
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.200.205
remote-as 701
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BGPルートリフレクタ：例
次に、アドレスファミリを使用して、内部BGPピア10.1.1.1をユニキャストプレフィックスと
マルチキャストプレフィックスの両方のルートリフレクタクライアントとして設定する例を

示します。

router bgp 140
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.1.1.1
remote-as 140
address-family ipv4 unicast
route-reflector-client
exit
address-family ipv4 multicast
route-reflector-client

BGPノンストップルーティング設定：例
次に、BGP NSRを有効にする例を示します。

configure
router bgp 120
nsr
end

次に、BGP NSRをディセーブルにする例を示します。

configure
router bgp 120
no nsr
end

プライマリバックアップパスのインストール：例

次に、プライマリバックアップパスのインストールを有効にする例を示します。

router bgp 120
address-family ipv4 unicast
additional-paths receive
additional-paths send
additional-paths selection route-policy bgp_add_path
!
!
end
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ローカルラベル割り当ての保持：例

次に、プライマリPEのプライマリパスに以前に割り当てたローカルラベルを再コンバージェ
ンス後 10分にわたって維持する例を示します。

router bgp 100
address-family l2vpn vpls-vpws
retain local-label 10

end

iBGPマルチパス負荷共有設定：例
次に、負荷共有に 30のパスが使用されている設定の例を示します。

router bgp 100
address-family ipv4 multicast
maximum-paths ibgp 30
!
!
end

過剰パスの破棄の設定：例

次に、IPv4アドレスファミリに対する過剰パスの破棄機能を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# maximum-prefix 1000 discard-extra-paths
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# commit

過剰パス情報の破棄の表示：例

次の画面出力では、過剰パスの破棄オプションの詳細を示しています。

RP/0/0/CPU0:ios# show bgp neighbor 10.0.0.1

BGP neighbor is 10.0.0.1
Remote AS 10, local AS 10, internal link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle (No best local address found)
Last read 00:00:00, Last read before reset 00:00:00
Hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Configured hold time: 180, keepalive: 60, min acceptable hold time: 3
Last write 00:00:00, attempted 0, written 0
Second last write 00:00:00, attempted 0, written 0
Last write before reset 00:00:00, attempted 0, written 0
Second last write before reset 00:00:00, attempted 0, written 0
Last write pulse rcvd not set last full not set pulse count 0
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Last write pulse rcvd before reset 00:00:00
Socket not armed for io, not armed for read, not armed for write
Last write thread event before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Last KA expiry before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Last KA error before reset 00:00:00, KA not sent 00:00:00
Last KA start before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Precedence: internet
Multi-protocol capability not received
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 0 secs

For Address Family: IPv4 Unicast
BGP neighbor version 0
Update group: 0.1 Filter-group: 0.0 No Refresh request being processed
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes, 0 are bestpaths
Cumulative no. of prefixes denied: 0.
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
Maximum prefixes allowed 10 (discard-extra-paths) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Threshold for warning message 75%, restart interval 0 min
AIGP is enabled
An EoR was not received during read-only mode
Last ack version 1, Last synced ack version 0
Outstanding version objects: current 0, max 0
Additional-paths operation: None
Send Multicast Attributes

Connections established 0; dropped 0
Local host: 0.0.0.0, Local port: 0, IF Handle: 0x00000000
Foreign host: 10.0.0.1, Foreign port: 0
Last reset 00:00:00

ネイバー単位の TCP MSSの設定：例
次に、ネイバー単位の TCP MSSを設定する方法、ネイバー単位の TCP MSSを無効にする方
法、および TCP MSSの設定を解除する方法の例を示します。

トポロジのシナリオ

次の図に、ネイバー単位の TCP MSS設定の基本的なシナリオを示します。

R1の設定は次のようになります。

router bgp 1
bgp router-id 10.0.0.1
address-family ipv4 unicast
!
neighbor-group n1
tcp mss 100
address-family ipv4 unicast

!
!
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neighbor 10.0.0.2
remote-as 1
use neighbor-group n1
address-family ipv4 unicast

!
!
!

R2の設定は次のようになります。

router bgp 1
bgp router-id 10.0.0.2
address-family ipv4 unicast
!
neighbor 10.0.0.1
remote-as 1
address-family ipv4 unicast

!
!
!

ネイバー単位の TCP MSSの設定:例

次に、ネイバーグループにネイバー単位の TCP MSSを設定する例を示します。

router bgp 1
bgp router-id 10.0.0.1
address-family ipv4 unicast
!
neighbor-group n1
tcp mss 500
address-family ipv4 unicast
!
!
neighbor 10.0.0.2
remote-as 1
use neighbor-group n1
address-family ipv4 unicast
!
!
!
!
end

ネイバー単位の TCP MSSの無効化：例

次に、ネイバーグループに TCPMSSを設定し、TCPMSS値を継承するネイバーのいずれかで
継承の無効化を設定する例を示します。

router bgp 1
bgp router-id 10.0.0.1
address-family ipv4 unicast
!
neighbor-group n1
tcp mss 500
address-family ipv4 unicast
!
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!
neighbor 10.0.0.2
remote-as 1
use neighbor-group n1
tcp mss inheritance-disable
address-family ipv4 unicast
!
!
!
!
end

TCP MSSの設定解除：例

次に、TCP MSSの設定を解除する例を示します。

RP/0/0/CPU0:ios(config)#router bgp 1
RP/0/0/CPU0:ios(config-bgp)#neighbor-group n1
RP/0/0/CPU0:ios(config-bgp-nbrgrp)#no tcp mss 500
RP/0/0/CPU0:ios(config-bgp-nbrgrp)#commit

ネイバー単位の TCP MSSの確認：例
次に、ルータのネイバー単位の TCP MSS機能を確認する例を示します。

RP/0/0/CPU0:ios#show bgp neighbor 10.0.0.2

BGP neighbor is 10.0.0.2
Remote AS 1, local AS 1, internal link
Remote router ID 10.0.0.2
BGP state = Established, up for 00:09:17
Last read 00:00:16, Last read before reset 00:00:00
Hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Configured hold time: 180, keepalive: 60, min acceptable hold time: 3
Last write 00:00:16, attempted 19, written 19
Second last write 00:01:16, attempted 19, written 19
Last write before reset 00:00:00, attempted 0, written 0
Second last write before reset 00:00:00, attempted 0, written 0
Last write pulse rcvd Dec 7 11:58:42.411 last full not set pulse count 23
Last write pulse rcvd before reset 00:00:00
Socket not armed for io, armed for read, armed for write
Last write thread event before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Last KA expiry before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Last KA error before reset 00:00:00, KA not sent 00:00:00
Last KA start before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Precedence: internet
Multi-protocol capability received
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised (old + new) and received (old + new)
Graceful Restart (GR Awareness): advertised and received
4-byte AS: advertised and received
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received 12 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 12 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 0 secs
TCP Maximum Segment Size 500

For Address Family: IPv4 Unicast
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BGP neighbor version 4
Update group: 0.2 Filter-group: 0.1 No Refresh request being processed
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes, 0 are bestpaths
Cumulative no. of prefixes denied: 0.
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
Maximum prefixes allowed 1048576
Threshold for warning message 75%, restart interval 0 min
AIGP is enabled
An EoR was received during read-only mode
Last ack version 4, Last synced ack version 0
Outstanding version objects: current 0, max 0
Additional-paths operation: None
Send Multicast Attributes

次に、TCP MSSの設定を確認する例を示します。

RP/0/0/CPU0:ios#show bgp neighbor 10.0.0.2 configuration

neighbor 10.0.0.2
remote-as 1 []
tcp-mss 400 [n:n1]
address-family IPv4 Unicast []

次に、TCP接続エンドポイントの情報を表示する例を示します。

RP/0/0/CPU0:ios#show tcp brief

PCB VRF-ID Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
0x08789b28 0x60000000 0 0 :::179 :::0
LISTEN
0x08786160 0x00000000 0 0 :::179 :::0
LISTEN
0xecb0c9f8 0x60000000 0 0 10.0.0.1:12404 10.0.0.2:179 ESTAB
0x0878b168 0x60000000 0 0 11.0.0.1:179 11.0.0.2:61177 ESTAB
0xecb0c6b8 0x60000000 0 0 0.0.0.0:179 0.0.0.0:0
LISTEN
0x08781590 0x00000000 0 0 0.0.0.0:179 0.0.0.0:0
LISTEN

次に、特定の PCB値について TCP接続情報を表示する例を示します。

RP/0/0/CPU0:ios#show tcp pcb 0xecb0c9f8

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0
Established at Sun Dec 7 11:49:39 2014

PCB 0xecb0c9f8, SO 0xecb01b68, TCPCB 0xecb01d78, vrfid 0x60000000,
Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 1322
Local host: 10.0.0.1, Local port: 12404 (Local App PID: 19840)
Foreign host: 10.0.0.2, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)
Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768) mis-ordered: 0 bytes
Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer Starts Wakeups Next(msec)
Retrans 17 2 0
SendWnd 0 0 0
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TimeWait 0 0 0
AckHold 13 5 0
KeepAlive 1 0 0
PmtuAger 0 0 0
GiveUp 0 0 0
Throttle 0 0 0

iss: 1728179225 snduna: 1728179536 sndnxt: 1728179536
sndmax: 1728179536 sndwnd: 32517 sndcwnd: 1000
irs: 2055835995 rcvnxt: 2055836306 rcvwnd: 32536 rcvadv: 2055868842

SRTT: 206 ms, RTTO: 300 ms, RTV: 59 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 10 ms, maxRTT: 230 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec
Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE
Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: none
Feature flags: Win Scale, Nagle
Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 500, peer MSS 1460, min MSS 500, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0
Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0
Sack blocks {start, end}: none
Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO
Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV
Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP
Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP
Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768
Socket send buffer : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:
#PDU's in buffer: 0
FIB Lookup Cache: IFH: 0x200 PD ctx: size: 0 data:
Num Labels: 0 Label Stack:

AiGPによるプレフィックスの生成：例
次に、AiGPメトリック属性を使用してプレフィックスを生成するための設定例を示します。

route-policy aigp-policy
set aigp-metric 4
set aigp-metric igp-cost

end-policy
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
network 10.2.3.4/24 route-policy aigp-policy
redistribute ospf osp1 metric 4 route-policy aigp-policy
!
!
end
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BGP Accept Ownの設定：例
次に、BGP Accept Ownを PEルータに設定する例を示します。
router bgp 100
neighbor 45.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
route-policy pass-all in
accept-own
route-policy drop_111.x.x.x out
!
address-family vpnv6 unicast
route-policy pass-all in
accept-own
route-policy drop_111.x.x.x out
!
!

次の例は、BGP Accept Ownのための InterAS-RRの設定を示しています。
router bgp 100
neighbor 45.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
route-policy rt_stitch1 in
route-reflector-client
route-policy add_bgp_ao out
!
address-family vpnv6 unicast
route-policy rt_stitch1 in
route-reflector-client
route-policy add_bgp_ao out
!
!
extcommunity-set rt cs_100:1
100:1

end-set
!
extcommunity-set rt cs_1001:1
1001:1

end-set
!
route-policy rt_stitch1
if extcommunity rt matches-any cs_100:1 then
set extcommunity rt cs_1000:1 additive

endif
end-policy
!
route-policy add_bgp_ao
set community (accept-own) additive

end-policy
!

BGP不等コストの連続ロードバランシング：例
次に、不等コストの連続ロードバランシングの設定例を示します。
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interface Loopback0
ipv4 address 20.20.20.20 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0
ipv4 address 8.43.0.10 255.255.255.0
!
interface TenGigE0/3/0/0
bandwidth 8000000
ipv4 address 11.11.11.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:1::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/1
bandwidth 7000000
ipv4 address 11.11.12.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:2::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/2
bandwidth 6000000
ipv4 address 11.11.13.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:3::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/3
bandwidth 5000000
ipv4 address 11.11.14.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:4::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/4
bandwidth 4000000
ipv4 address 11.11.15.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:5::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/5
bandwidth 3000000
ipv4 address 11.11.16.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:6::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/6
bandwidth 2000000
ipv4 address 11.11.17.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:7::11/64
!
interface TenGigE0/3/0/7
bandwidth 1000000
ipv4 address 11.11.18.11 255.255.255.0
ipv6 address 11:11:0:8::11/64
!
interface TenGigE0/4/0/0
description CONNECTED TO IXIA 1/3
transceiver permit pid all
!
interface TenGigE0/4/0/2
ipv4 address 9.9.9.9 255.255.0.0
ipv6 address 9:9::9/64
ipv6 enable
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
202.153.144.0/24 8.43.0.1
!
!
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router bgp 100
bgp router-id 20.20.20.20
address-family ipv4 unicast
maximum-paths eibgp 8
redistribute connected
!
neighbor 11.11.11.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.12.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.13.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.14.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.15.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.16.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.17.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.18.12
remote-as 200
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dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
end

VRFダイナミックルートの設定：例
次に、VRFダイナミックルートリークを設定する例を示します。

デフォルトの VRFからデフォルト以外の VRFへのルートのインポート

vrf vrf_1
address-family ipv6 unicast
import from default-vrf route-policy rpl_dynamic_route_import
!
end

非デフォルト VRFからデフォルト VRFへのルートのインポート：

vrf vrf_1
address-family ipv6 unicast

export to default-vrf route-policy rpl_dynamic_route_export
!
end

復元力のある CE単位のラベルモードの設定：例

VRFアドレスファミリでの復元力のある CE単位のラベルモードの設定：例

次に、VRFアドレスファミリに復元力のある CE単位のラベルモードを設定する例を示しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 666
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# vrf vrf-pe
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# label mode per-ce
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-vrf-af)# end

ルートポリシーを使用した復元力のある CE単位のラベルモードの設定：例

次に、ルートポリシーを使用してふぐ元力のある CE単位のラベルモードを設定する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy route1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set label mode per-ce
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end
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フロータグの伝達
フロータグ伝達機能では、ルートポリシーとユーザポリシー間に相関関係を構築できます。

BGPを使用したフロータグ伝達では、AS番号、プレフィックスリスト、コミュニティ文字
列、および拡張コミュニティなどのルーティング属性に基づいてユーザ側でトラフィックをス

テアリングできます。フロータグは論理数値識別子で、FIBルックアップテーブル内の FIB
エントリのルーティング属性の 1つとして RIBを通じて配布されます。フロータグは、RPL
からの「set」操作を使用してインスタンス化され、フロータグ値に対してアクション（ポリ
シールール）が関連付けられている C3PL PBRポリシーで参照されます。

フロータグの伝達は次の場合に使用できます。

•宛先 IPアドレス（コミュニティ番号を使用）またはプレフィックス（コミュニティ番号
または AS番号を使用）に基づいてトラフィックを分類する。

•カスタマーサイトのサービスレベル契約（SLA）に基づくサービスエッジに到達するパ
スのコストに合致する TEグループを選択する。

• SLAとそのクライアントに基づいて、特定のカスタマーにトラフィックポリシー（TEグ
ループの選択）を適用する。

•アプリケーションサーバまたはキャッシュサーバにトラフィックを迂回させる。

フロータグ伝達の制限

Border Gateway Protocolを使用した QoSポリシー伝達（QPPB）とフロータグ機能の併用につ
いては、いくつかの制限があります。次の作業を行います。

•ルートポリシーには、「set qos-group」または「set flow-tag」のいずれかを使用できます
が、prefix-setに両方は使用できません。

• qos-groupと route policy flow-tagのルートポリシーに重複するルートは使用できません。
QPPBとフロータグの機能は、それらが使用するルートポリシーに重複するルートがない
場合に限り、（同じインターフェイス上でも、異なるインターフェイス上でも）共存でき

ます。

•ルートポリシーとポリシーマップに qos-groupと flow-tagを混在させて使用することはお
勧めしません。

次の作業
BGPコマンドの詳細については、 Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routers
を参照してください。

その他の参考資料
ここでは、BGPの実装に関する関連資料について説明します。
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関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routers

BGPコマンド：コマンド構文の詳細、コ
マンドモード、コマンド履歴、デフォル

ト設定、使用上のガイドライン、および

例

IP Addresses and Services Command Reference for Cisco
ASR 9000 Series Routers

シスコエクスプレスフォワーディング

（CEF）コマンド：詳細なコマンド構文、
コマンドモード、コマンド履歴、デフォ

ルト、使用上のガイドライン、および例

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560
Series Routers

MPLS VPN設定情報。

Interface andHardware Component ConfigurationGuide
for Cisco ASR 9000 Series Routersおよび Interface
and Hardware Component Command Reference for
Cisco ASR 9000 Series Routers

双方向フォワーディング検出（BFD）

System Security ConfigurationGuide for Cisco ASR 9000
Series Routersの「ConfiguringAAAServices on Cisco
ASR 9000 Series Router」のモジュール

タスク ID情報。

標準

タイトル標準

『Authentication for TCP-based Routing and Management
Protocols』（R. Bonica、B.Weis、S. Viswanathan、A. Lange、
O. Wheeler）

draft-bonica-tcp-auth-05.txt

『ABorder Gateway Protocol 4』（Y. Rekhter、T.Li、S. Hares）draft-ietf-idr-bgp4-26.txt

『Definitions of Managed Objects for the Fourth Version of Border
Gateway Protocol (BGP-4)』（J. Hass、S. Hares）

draft-ietf-idr-bgp4-mib-15.txt

『Subcodes for BGPCease NotificationMessage』（Enke Chen、
V. Gillet）

draft-ietf-idr-cease-subcode-05.txt

『Avoid BGPBest Path Transitions fromOne External to Another』
（Enke Chen、Srihari Sangli）

draft-ietf-idr-avoid-transition-00.txt

『BGP Support for Four-octet AS Number Space』（Quaizar
Vohra、Enke Chen）

draft-ietf-idr-as4bytes-12.txt
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MIB

MIBのリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにあるCiscoMIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。 https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—

RFC

タイトルRFC

『Assigned Numbers』RFC
1700

『BGP Communities Attribute』RFC
1997

『Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option』RFC
2385

『BGP Route Flap Damping』RFC
2439

『Use of BGP-4Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing』RFC
2545

『BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP』RFC
2796

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』RFC
2858

『Route Refresh Capability for BGP-4』RFC
2918

『Autonomous System Confederations for BGP』RFC
3065

『Capabilities Advertisement with BGP-4』RFC
3392

『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』RFC
4271

『BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)』RFC
4364

『Graceful Restart Mechanism for BGP』RFC
4724
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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/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 3 章

BGPフロースペックの実装

フロースペックは、任意のアプリケーションで使用できるボーダーゲートウェイプロトコル

のネットワーク層到達可能性情報（BGPNLRI）としてBGPを介してフロー仕様ルールを配布
する手順を指定し、フロー仕様ルールを符号化するための手順を定義します。また、（分散

型）サービス妨害攻撃を軽減するためのパケットフィルタリングを目的とするアプリケーショ

ンも定義します。

このモジュールに示されている BGPフロースペックの詳細と BGPフロースペックのコマンド
に関する詳細な説明については、 Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersの
「BGP Flowspec Commands」の章を参照してください。

（注）

BGPフロースペックの実装の機能履歴

この機能が導入されました。リリース
5.2.0

BGPフロースペックでのNLRIポリシーのサポートリリース
5.3.2

• BGPフロー仕様（223ページ）

BGPフロー仕様
BGPフロー仕様（フロースペック）機能を使用すると、多数の BGPピアルータ間でフィルタ
リングおよびポリシング機能を迅速に展開および伝達して、ネットワーク上で分散型サービス

妨害（DDoS）攻撃の影響を軽減できます。

RTBH（リモートでトリガーされたブラックホール）などの DDoS攻撃の軽減に対する従来の
方法では、特別なコミュニティを使用して攻撃を受けているWebサイトのアドレスのアドバ
タイズに BGPルートが挿入されます。境界ルータ上のこの特別なコミュニティは、ネクスト
ホップを破棄またはヌルにするための特殊なネクストホップに設定します。これにより、疑わ
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しい送信元からネットワークへのトラフィックが防止されます。これによって優れた保護がも

たらされますが、サーバは完全に到達不能になります。

一方、BGPフロースペックでは、よりきめ細やかなアプローチを可能にし、送信元、宛先、L4
パラメータ、および長さ、フラグメントなどのパケットの詳細と特定のフローを照合するため

の手順を効果的に構築できるようにします。フロースペックでは、境界ルータで次のいずれか

のアクションを動的にインストールできます。

•トラフィックをドロップする

•分析のために別の VRFにトラフィックを挿入する、または

•トラフィックを許可する一方で、定義された特定のレートでポリシングする

そのため、ルートポリシー言語でドロップするために境界ルータをネクストホップに関連付け

る必要がある特別なコミュニティを使用してルートを送信する代わりに、BGPフロースペック
は特定のフロー形式を境界ルータに送信し、クラスマップとポリシーマップを使用してある種

の ACLを作成するように指示して、アドバタイズするルールを実装します。これを実現する
ため、BGPフロースペックは BGPプロトコルに新しい NLRI（ネットワーク層到達可能性情
報）を追加します。BGPフロースペックの実装に関する情報（226ページ）に、フロー仕様、
サポートされている一致基準、およびトラフィックのフィルタリングアクションの詳細を示し

ます。

フロースペックは、RPLを使用したフロースペックNLRIの送信元と宛先に基づいてフィルタ
リングでき、また、ネイバーの接続点に適用できます。

制限事項

BGPフロースペックには、次の制限が適用されます。

•フロースペックは、次のCiscoASR 9000第 1世代イーサネットラインカードではサポート
されていません。

• A9K-40G（40ポート 10/100/1000）

• A9K-4T（4ポート 10GE）

• A9K-2T20G（コンボカード）

• A9K-8T/4

• A9K-8T

• A9K-16T/8（16ポート 10GE）

•フロースペックは、サブスクライバとサテライトインターフェイスではサポートされてい
ません。

•フロースペックルールでは、最大 5つの複数値の範囲を指定できます。

•フロースペックルールでは、アドレスファミリを混在させることはできません。
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•複数の一致シナリオでは、最初に一致したフロースペックルールのみが適用されます。

•
• QoSは BGPフロースペックよりも優先されます。

• BGPフロースペックは、マルチキャストまたはMPLSトラフィックをサポートしていま
せん。

BGPフロースペックの概念アーキテクチャ
次の図では、フロースペックルータ（コントローラ）はフロー（一致基準とアクション）を使

用してプロバイダーエッジ上に設定されています。フロースペックルータは、これらのフロー

を他のエッジルータとAS（つまり、Transit 1、Transit 2、および PE）にアドバタイズします。
これらの中継ルータは、フローをハードウェアにインストールします。フローがハードウェア

にインストールされると、中継ルータはルックアップを実行して、着信トラフィックが定義さ

れたフローと一致するかどうかを確認し、適切なアクションを実行することができます。この

シナリオでのアクションは、ネットワーク自体のエッジにあるDDoSトラフィックを「ドロッ
プ」し、カスタマーエッジにクリーンで正当なトラフィックのみを配信することです。

この項では、フロースペックの機能に関するCLI設定の例を示します。最初に、フロースペッ
クルータで、着信トラフィックに対して実行する一致アクションの基準を定義します。これに

は、設定の PBRの部分が含まれています。service-policy typeで、実際の PBRポリシーを定義
し、フロースペックに追加する必要がある一致とアクション基準の組み合わせを含んでいま

す。この例では、ポリシーはアドレスファミリ IPv4の下に追加されるため、IPv4フロースペッ
クルールとして伝達されます。

Flowspec router CLI example:

class-map type traffic match-all cm1
match source-address ipv4 100.0.0.0/24

policy-map type pbr pm1
class type traffic cm1
drop
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flowspec
address-family ipv4

service-policy type pbr pm0

Transient router CLI:

flowspec
address-family ipv4

service-policy type pbr pm1

フロースペックの設定に使用する手順の詳細とコマンドについては、ePBRを使用したBGPフ
ロースペックの設定（235ページ）を参照してください。

BGPフロースペックの実装に関する情報
BGPフロースペックを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

フロー仕様

フロー仕様は、IPトラフィックに適用可能な複数の一致基準から成る nタプルです。特定の
IPパケットは、指定されたすべての基準に一致する場合に、定義されたフローと一致している
と見なされます。特定のフローは、特定のアプリケーションに応じて、属性のセットに関連付

けることができます。このような属性には、到達可能性情報（つまり、NEXT_HOP）が含まれ
ている場合と含まれていない場合があります。

どのフロー固有ルートも、実質的にはルールであり、一致部分（NLRIフィールドで符号化）
とアクション部分（BGP拡張コミュニティとして符号化）から構成されています。BGPフロー
スペックルールは、一致パラメータとアクションパラメータを表す同等の C3PLポリシーに内
部的に変換されます。一致とアクションのサポートは、基盤となるプラットフォームハード

ウェア機能によって異なります。サポートされている一致基準とアクション（226ページ）お
よびトラフィックフィルタリングアクション（231ページ）で、サポートされている一致（タ
プル定義）パラメータとアクションパラメータについて説明します。

サポートされている一致基準とアクション

フロー仕様 NLRIタイプには、宛先プレフィックス、送信元プレフィックス、プロトコル、
ポートなどの複数のコンポーネントが含まれている場合があります。この NLRIは、BGPに
よって不透明ビット文字列プレフィックスとして処理されます。各ビット文字列は、一連の属

性を関連付けることができるデータベースエントリのキーを識別します。このNLRI情報は、
MP_REACH_NLRI属性とMP_UNREACH_NLRI属性を使用してエンコードされます。対応す
るアプリケーションがネクストホップ情報を必要としない場合は常に、MP_REACH_NLRI属
性で 0オクテット長のネクストホップとしてエンコードされ、受信時に無視されます。
MP_REACH_NLRIとMP_UNREACH_NLRIのNLRIフィールドは、その後に可変長NLRI値が
続く 1オクテットまたは 2オクテットのNLRI長フィールドとしてエンコードされます。NLRI
の長さはオクテットで表されます。

フロー仕様NLRIタイプはオプションの複数のサブコンポーネントで構成されます。特定のパ
ケットがフロースペックと一致すると見なされるのは、そのスペック内に存在するすべてのコ
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ンポーネントの共通点（AND）に合致する場合です。定義できるサポート対象コンポーネント
のタイプまたはタプルを次に示します。

タプル定義の可能性

値の入力方法説明とシンタックスの構築QoS一致フィール
ド

BGPフロー
スペック

NLRIタイプ

プレフィックス長照合する宛先プレフィックスを定義し

ます。プレフィックスは、BGP
UPDATEメッセージで、プレフィック
ス情報を格納するための十分なオクテッ

トが続く長さでエンコードされます。

エンコーディング：<type (1 octet), prefix
length (1 octet), prefix>

構文：

match destination-address {ipv4 |
ipv6} address/mask length

IPv4または IPv6
の宛先アドレス

タイプ 1

プレフィックス長照合する送信元プレフィックスを定義

します。

エンコーディング：<type (1 octet),
prefix-length (1 octet), prefix>

構文：

match source-address {ipv4 | ipv6}
address/mask length

IPv4または IPv6
の送信元アドレス

タイプ 2

複数値の範囲IPパケットの IPプロトコル値バイトと
の照合に使用する {operator, value}ペア
のセットが含まれています。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

タイプ 3： match protocol
{protocol-value |min-value -max-value}

IPv4最終ネクスト
ヘッダーまたは

IPv6プロトコル

タイプ 3
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複数値の範囲送信元または宛先のTCP/UDPポートと
照合する {operation, value}ペアのリス
トを定義します。値は、1バイトまた
は 2バイトの数量としてエンコードさ
れます。パケットの IPプロトコル
フィールドに TCPまたは UDP以外の
値がある場合、パケットがフラグメン

ト化されていて最初のフラグメントで

はない場合、またはシステムがトラン

スポートヘッダーを見つけることがで

きない場合は、ポート、送信元ポート、

および宛先ポートの各コンポーネント

は、FALSEと評価されます。

1つの一致文字列でサポートされるポー
ト番号は最大 5つです。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

match source-port {source-port-value
|min-value -max-value}

match destination-port
{destination-port-value |min-value
-max-value}

IPv4または IPv6
の送信元ポートま

たは宛先ポート

タイプ 4

複数値の範囲TCPパケットまたはUDPパケットの宛
先ポートの照合に使用する {operation,
value}ペアのリストを定義します。値
は、1バイトまたは 2バイトの数量と
してエンコードされます。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

match destination-port
{destination-port-value |[min-value -
max-value]}

IPv4または IPv6
の宛先ポート

タイプ 5
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複数値の範囲TCPパケットまたはUDPパケットの送
信元ポートの照合に使用する{operation,
value}ペアのリストを定義します。値
は、1バイトまたは 2バイトの数量と
してエンコードされます。

1つの一致文字列でサポートされるポー
ト番号は最大 5つです。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

match source-port {source-port-value
|[min-value - max-value]}

IPv4または IPv6
の送信元ポート

タイプ 6

単一の値

複数の値

の範囲は

サポート

されてい

ません。

（注）

ICMPパケットのタイプフィールドの照
合に使用する {operation, value}ペアの
リストを定義します。値は、1バイト
を使用してエンコードされます。ICMP
タイプとコード指定子は、プロトコル

値が ICMPではない場合は常に FALSE
と評価されます。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

match{ipv4 | ipv6}icmp-type {value
|min-value -max-value}

IPv4または IPv6
の ICMPタイプ

タイプ 7

単一の値

複数の値

の範囲は

サポート

されてい

ません。

（注）

ICMPパケットのコードフィールドの照
合に使用する {operation, value}ペアの
リストを定義します。値は、1バイト
を使用してエンコードされます。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

match {ipv4 | ipv6}icmp-code {value
|min-value -max-value}

IPv4または IPv6
の ICMPコード

タイプ 8
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ビットマスクビットマスク値は、1バイトまたは 2
バイトのビットマスクとしてエンコー

ドできます。1バイトが指定されてい
る場合は、TCPヘッダーのバイト13に
一致します。これには、4番目の 32
ビットワードのビット 8～ 15が含まれ
ています。2バイトエンコーディング
が使用されている場合、TCPヘッダー
のバイト 12と 13は、「don't care」値
を持つデータオフセットフィールドと

一致します。ポート指定子と同様に、

このコンポーネントは、TCPパケット
ではないパケットについてはFALSEと
評価します。このタイプは、ビットマ

スクオペランド形式を使用します。こ

れは、下位ニブルの数値演算子形式と

は異なります。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
bitmask]+>

構文：

match tcp-flag value bit-mask
mask_value

IPv4または IPv6
の TCPフラグ（2
バイトに予約ビッ

トを含む）

予約済

みビッ

トと NS
ビット

はサ

ポート

されて

いませ

ん

（注）

タイプ 9

複数値の範囲IPパケットの合計長（レイヤ 2を除く
が、IPヘッダーを含む）に一致しま
す。値は、1バイトまたは 2バイトの
数量を使用してエンコードされます。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

matchpacket length {packet-length-value
|min-value -max-value}

IPv4または IPv6
のパケット長

タイプ 10
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複数値の範囲6ビット DSCPフィールドの照合に使
用する {operation, value}ペアのリスト
を定義します。値は 1バイトを使用し
てエンコードされます。この場合、最

上位 2ビットがゼロで、最下位 6ビッ
トに DSCP値が含まれています。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
value]+>

構文：

match dscp {dscp-value |min-value
-max-value}

IPv4または IPv6
の DSCP

タイプ 11

ビットマスククラスマップの一致基準としてフラグ

メントタイプを識別します。

エンコーディング：<type (1 octet), [op,
bitmask]+>

構文：

match fragment type [is-fragment]

IPv4または IPv6
のフラグメンテー

ションビット

タイプ 12

特定のフロースペックルールでは、制約事項なしに複数のアクションの組み合わせを指定でき

ます。ただし、一致基準とアクション間でのアドレスファミリの混在は許可されていません。

たとえば、IPv4のマッチングを IPv6のアクションと組み合わせることはできず、その逆も同
様です。

リダイレクト IPネクストホップは、デフォルトの VRFの場合にのみサポートされています。（注）

トラフィックフィルタリングアクション（231ページ）に、フローに関連付けることができる
アクションに関する情報を示します。ePBRを使用したBGPフロースペックの設定（235ペー
ジ）では、必要なタプル定義とアクションシーケンスを使用して BGPフロースペックを設定
する手順について説明します。

トラフィックフィルタリングアクション

トラフィックフィルタリングフロー仕様のデフォルトアクションでは、その特定のルールに

一致する IPトラフィックを受け入れます。次の拡張コミュニティ値を使用して、特定のアク
ションを指定できます。

説明PBRア
クショ

ン

Extended
Community

タイプ
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トラフィックレート拡張コミュニティは、自律システム境

界を越えた非過渡的な拡張コミュニティであり、次の拡張

コミュニティのエンコーディングを使用します。

最初の 2つのオクテットで 2オクテットの IDを伝送しま
す。この IDは 2バイトの AS番号から割り当てることがで
きます。4バイトのAS番号がローカルに存在する場合は、
このような AS番号の最下位 2バイトを使用できます。こ
の値は情報にすぎません。残りの 4オクテットで、IEEE浮
動小数点 [IEEE. 754.1985]形式のレート情報（バイト/秒単
位）を伝送します。トラフィックレートが0の場合は、特定
のフローのすべてのトラフィックが破棄されることになり

ます。

コマンド構文

police rate < > | drop

Drop

ポリシ

ング

traffic-rate 0

traffic-rate
<rate>

0x8006

リダイレクト拡張コミュニティを使用すると、そのインポー

トポリシー内の指定されたルートターゲットをリストする

VRFルーティングインスタンスにトラフィックをリダイレ
クトできます。複数のローカルインスタンスがこの基準に

一致する場合、それらの間でローカルな選択が行われます

（たとえば、ルート識別子値が最も小さいインスタンスを

選択できます）。この拡張コミュニティは、ルートターゲッ

ト拡張コミュニティ [RFC4360]と同じエンコーディングを
使用します。

ルートターゲットに基づくコマンドシンタックス

redirect {ipv6} extcommunity rt <route_target_string>

VRFの
リダイ

レクト

redirect-vrf0x8008

トラフィックマーキング拡張コミュニティは、通過する IP
パケットの DiffServコードポイント（DSCP）ビットを対
応する値に変更するようにシステムに指示します。この拡

張コミュニティは 5つのゼロバイトのシーケンスとしてエ
ンコードされ、その後に 6番目のバイトの最下位 6ビット
でエンコードされた DSCP値が続きます。

コマンド構文

set dscp <6 bit value>

set ipv6 traffic-class <8 bit value>

DSCP
の設定

traffic-marking0x8009
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1つ以上のフロースペックNLRIの到達可能性をアナウンス
します。BGPスピーカーが redirect-to-IP拡張コミュニティ
を使用してUPDATEメッセージを受信した場合、このパス
をベストパスとして持つメッセージ内のすべてのフロース

ペック NLRIにトラフィックフィルタリングルールを作成
することが予想されます。フィルタエントリは、NLRI
フィールドに記述されている IPパケットに一致し、それら
をリダイレクトするか、または関連付けられた

MP_REACH_NLRIの「NetworkAddress ofNext-Hop」フィー
ルドに指定されている IPv4または IPv6アドレスにコピー
します。

redirect-to-IP拡張コミュニティは、そのセットに
redirect-to-VRF拡張コミュニティ（タイプ0x8008）
が含まれており、redirect-to-IP拡張コミュニティ
を無視する必要がある場合を除き、他のすべての

フロースペック拡張コミュニティのセットで有効

です。

（注）

コマンド構文

redirect {ipv6} next-hop <ipv4/v6 address> {ipv4/v6 address}

リダイ

レクト

IPv4ま
たは

IPv6ネ
クスト

ホップ

IP NHのリダ
イレクト

0x0800

クラスマップの作成（237ページ）では、クラスマップの特定の一致基準を設定する方法につ
いて説明します。

BGPフロースペッククライアント/サーバ（コントローラ）モデルと
ePBRを使用した設定

BGPフロースペックモデルは、クライアントとサーバ（コントローラ）で構成されます。コン
トローラは、フロースペック NRLIエントリの送信または挿入を実行します。クライアント
（BGPスピーカーとして機能）はそのNRLIを受信し、コントローラからの指示に従って動作
するようにハードウェア転送をプログラムします。このモデルの図を下に示します。

BGPフロースペッククライアント
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ここでは、左側のコントローラがフロースペックNRLIを挿入し、右側のクライアントが情報
を受信し、フロースペックマネージャに送信し、ePBR（拡張ポリシーベースルーティング）
インフラストラクチャを設定します。これにより、使用中の基盤プラットフォームからハード

ウェアがプログラムされます。

BGPフロースペックコントローラ

コントローラは、CLIを使用して NRLIインジェクション用のそのエントリを提供するように
設定されます。

BGPフロースペックの設定

• BGP側：アドバタイズメント用に新しいアドレスファミリを有効にする必要があります。
この手順は、クライアントとコントローラの両方に適用されます。BGPフロースペックの
有効化（235ページ）でその手順を説明します。

クライアント側：フロースペック対応ピアの可用性を除き、固有の設定はありません。

•コントローラ側：これにはポリシーマップ定義が含まれており、ePBR設定への関連付け
は、クラス定義とアクションを定義するための ePBRでのそのクラスの使用という 2つの
手順で構成されます。以降のトピックで手順を説明します。
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•ポリシーマップの設定（239ページ）

•クラスマップの作成（237ページ）

• ePBRポリシーへの BGPフロースペックのリンク （240ページ）

ePBRを使用した BGPフロースペックの設定
以降の項では、ePBRを使用して BGPフロースペックを設定する手順について説明します。

BGPフロースペック機能を有効にして設定するには、次の手順を実行します。

• BGPフロースペックの有効化（235ページ）
•クラスマップの作成（237ページ）
•ポリシーマップの設定（239ページ）
• ePBRポリシーへの BGPフロースペックのリンク （240ページ）

設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）

BGPフロースペックの有効化

次の手順を実行して、クライアントとサーバの両方に BGPフロースペックポリシーを伝達す
るためのアドレスファミリを有効にする必要があります。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6 } flowspec
4. exit
5. neighbor ip-address
6. remote-as as-number
7. address-family { ipv4 | ipv6 } flowspec

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

IPv4、IPv6、vpn4または vpn6アドレスファミリの
いずれかを指定し、アドレスファミリコンフィギュ

address-family { ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6 }
flowspec

例：

ステップ 3

レーションサブモードを開始して、フロースペック

ポリシーのマッピングを行うグローバルアドレス

ファミリを初期化します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 flowspec

ルータを BGPコンフィギュレーションモードに戻
します。

exit

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-af)# exit

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#neighbor
1.1.1.1

ステップ 5

ネイバーにリモート自律システム番号を割り当てま

す。

remote-as as-number

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#remote-as
100

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サブモードを開始して、フ

address-family { ipv4 | ipv6 } flowspec

例：

ステップ 7

ロースペックポリシーのマッピングを行うグローバ

ルアドレスファミリを初期化します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#
address-family ipv4 flowspec

フロースペックポリシーマッピング用のアドレスファミリの設定：例

router bgp 100

address-family ipv4 flowspec

! Initializes the global address family

address-family ipv6 flowspec

!

neighbor 1.1.1.1

remote-as 100

address-family ipv4 flowspec

! Ties it to a neighbor configuration

address-family ipv6 flowspec
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!

クラスマップの作成

ePBR設定を BGPフロースペックに関連付けるには、クラスを定義し、そのクラスを ePBRに
使用してアクションを定義するためのサブステップを実行する必要があります。クラスを定義

するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. class-map [type traffic] [match-all] class-map-name
3. match match-statement
4. end-class-map

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

名前を指定したクラスとパケットの照合に使用する

クラスマップを作成し、クラスマップコンフィギュ

class-map [type traffic] [match-all] class-map-name

例：

ステップ 2

レーションモードを開始します。match-anyを指定
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# class-map type した場合、トラフィッククラスで受信したトラフィッ

クがトラフィッククラスの一部と分類されるには、traffic match all classc1

一致基準の 1つを満たす必要があります。これはデ
フォルトです。match-all を指定した場合は、トラ
フィックがすべての一致基準を満たす必要がありま

す。

指定したステートメントに基づいてクラスマップに

対して一致基準を設定します。タプル 1～ 13の一
match match-statement

例：

ステップ 3

致ステートメントの任意の組み合わせをここで指定

できます。次に、タプル定義の可能性を示します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-cmap)# match
protocol ipv4 1 60

•タイプ 1：match destination-address {ipv4 |
ipv6} address/mask length

•タイプ 2：match source-address {ipv4 | ipv6}
address/mask length

•タイプ 3： match protocol {protocol-value
|min-value -max-value}

IPv6の場合は、最後のネクストヘッ
ダーにマップされます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

•タイプ 4：1つは送信元ポート、もう 1つは宛
先ポートを持つ 2つのクラスマップを作成しま
す。

• match source-port {source-port-value
|min-value -max-value}

1つの一致文字列でサポートされ
るポート番号は最大 5つです。

（注）

• match destination-port
{destination-port-value |min-value
-max-value}

これらは、TCPプロトコルとUDP
プロトコルにのみ適用されます。

（注）

•タイプ 5：match destination-port
{destination-port-value |[min-value - max-value]}

•タイプ 6：match source-port {source-port-value
|[min-value - max-value]}

•タイプ 7： match {ipv4 | ipv6}icmp-code
{value |min-value -max-value}

•タイプ 8：match{ipv4 | ipv6}icmp-type {value
|min-value -max-value}

•タイプ 9：match tcp-flag value bit-mask
mask_value

•タイプ 10： matchpacket length
{packet-length-value |min-value -max-value}}

•タイプ 11：match dscp {dscp-value |min-value
-max-value}

•タイプ 12： match fragment-type
{dont-fragment is-fragment first-fragment
last-fragment}

•タイプ 13：match ipv6 flow-label ipv4 flow-label
{value |min-value -max-value}

BGPフロースペックコンフィギュレーションで使用
されるさまざまなコマンドの詳細については、
Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routersガイドの「BGP Flowspec Commands」を参照
してください。
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目的コマンドまたはアクション

クラスマップコンフィギュレーションモードを終

了して、ルータをグローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻します。

end-class-map

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-cmap)#

ステップ 4

end-class-map

次のタスク

この手順で定義されたるクラスを、ポリシーマップの設定（239ページ）の説明に従って、
PBRポリシーに関連付けます。

ポリシーマップの設定

この手順では、ポリシーマップを定義し、これまでにクラスマップの作成（237ページ）で設
定したトラフィックと関連付けることができます。

手順の概要

1. configure
2. policy-map type pbr policy-map
3. class class-name
4. class type traffic class-name
5. アクション

6. exit
7. end-policy-map

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

サービスポリシーを指定するために 1つ以上のイン
ターフェイスに付加できるポリシーマップを作成ま

policy-map type pbr policy-map

例：

ステップ 2

たは修正し、ポリシーマップコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# policy-map type
pbr policyp1

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定

します。

class class-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pmap)# class class1
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目的コマンドまたはアクション

これまでに設定したトラフィッククラスをポリシー

マップに関連付け、制御ポリシーマップトラフィッ

class type traffic class-name

例：

ステップ 4

ククラスコンフィギュレーションモードを開始し

ます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pmap)# class type
traffic classc1

要件に従って拡張コミュニティのアクションを定義

します。オプションは次のとおりです。

アクション

例：

ステップ 5

•トラフィックレート： police rate rate
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pmap-c)# set dscp

•リダイレクト VRF：redirect { ipv4ipv6
}extcommunity rt route_target_string

5

•トラフィックマーキング： set { dscp rate |
destination-address {ipv4 | ipv6} 8-bit value}

•リダイレクト IP NH：redirect { ipv4ipv6 }
nexthop ipv4 addressipv6 address { ipv4
addressipv6 address}

ルータをポリシーマップコンフィギュレーション

モードに戻します。

exit

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pmap-c)# exit

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを

終了して、ルータをグローバルコンフィギュレー

ションモードに戻します。

end-policy-map

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-cmap)#

ステップ 7

end-policy-map

次のタスク

で説明されている手順でVRFとフロースペックのポリシーマッピングを実行し、フロースペッ
クルールを配布します。 ePBRポリシーへの BGPフロースペックのリンク （240ページ）

ePBRポリシーへの BGPフロースペックのリンク

BGPフロースペックの場合、ePBRポリシーは VRFごとに適用され、VRFに含まれているす
べてのインターフェイスに適用されます。インターフェイス上に ePBRポリシーがすでに設定
されている場合、そのポリシーは BGPフロースペックポリシーによって上書きされません。
インターフェイスからポリシーを削除すると、ePBRインフラストラクチャは、VRFレベルで
アクティブだった場合は、BGPフロースペックポリシーを自動的に適用します。
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一度に 1つのインターフェイスでアクティブにできる ePBRポリシーは 1つのみです。（注）

手順の概要

1. configure
2. flowspec
3. local-install interface-all
4. address-family ipv4
5. local-install interface-all
6. service-policy type pbr policy-name
7. exit
8. address-family ipv6
9. local-install interface-all
10. service-policy type pbr policy-name
11. vrf vrf-name
12. address-family ipv4
13. local-install interface-all
14. service-policy type pbr policy-name
15. exit
16. address-family ipv6
17. local-install interface-all
18. service-policy type pbr policy-name
19. commit
20. exit
21. show flowspec { afi-all | client | ipv4 | ipv6 | summary | vrf

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

フロースペックコンフィギュレーションモードを

開始します。

flowspec

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# flowspec

（任意）フロースペックポリシーをすべてのイン

ターフェイスにインストールします。

local-install interface-all

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec)#
local-install interface-all
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目的コマンドまたはアクション

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サブモードを開始しま

す。

address-family ipv4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec)#

ステップ 4

address-family ipv4

（任意）フロースペックポリシーをサブアドレス

ファミリのすべてのインターフェイスにインストー

ルします。

local-install interface-all

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-af)#

ステップ 5

local-install interface-all

インターフェイスのサービスポリシーとして使用さ

れるポリシーマップを、IPv4インターフェイスに
付加します。

service-policy type pbr policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-af)#

ステップ 6

service-policy type pbr policys1

ルータをフロースペックコンフィギュレーション

モードに戻します。

exit

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-af)# exit

IPv6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サブモードを開始しま

す。

address-family ipv6

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec)#

ステップ 8

address-family ipv6

（任意）フロースペックポリシーをサブアドレス

ファミリのすべてのインターフェイスにインストー

ルします。

local-install interface-all

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-af)#

ステップ 9

local-install interface-all

インターフェイスのサービスポリシーとして使用さ

れるポリシーマップを、IPv6インターフェイスに
付加します。

service-policy type pbr policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-af)#

ステップ 10

service-policy type pbr policys1
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目的コマンドまたはアクション

VRFインスタンスを設定し、VRFフロースペック
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec)# vrf
vrf1

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サブモードを開始しま

す。

address-family ipv4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf)#

ステップ 12

address-family ipv4

（任意）フロースペックポリシーをサブアドレス

ファミリのすべてのインターフェイスにインストー

ルします。

local-install interface-all

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf-af)#

ステップ 13

local-install interface-all

インターフェイスのサービスポリシーとして使用さ

れるポリシーマップを、IPv4インターフェイスに
付加します。

service-policy type pbr policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf-af)#

ステップ 14

service-policy type pbr policys1

ルータを VRFフロースペックコンフィギュレー
ションサブモードに戻します。

exit

例：

ステップ 15

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf-af)#
exit

IPv6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サブモードを開始しま

す。

address-family ipv6

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf)#

ステップ 16

address-family ipv6

（任意）フロースペックポリシーをサブアドレス

ファミリのすべてのインターフェイスにインストー

ルします。

local-install interface-all

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf-af)#

ステップ 17

local-install interface-all

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
243

BGPフロースペックの実装

ePBRポリシーへの BGPフロースペックのリンク



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのサービスポリシーとして使用さ

れるポリシーマップを、IPv6インターフェイスに
付加します。

service-policy type pbr policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf-af)#

ステップ 18

service-policy type pbr policys1

commitステップ 19

ルータをフロースペックコンフィギュレーション

モードに戻します。

exit

例：

ステップ 20

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-flowspec-vrf-af)#
exit

（任意）インターフェイスに適用されているフロー

スペックポリシーを表示します。

show flowspec { afi-all | client | ipv4 | ipv6
| summary | vrf

例：

ステップ 21

RP/0/RSP0/cpu 0: routershow flowspec vrf vrf1
ipv4 summary

BGPフロースペックの確認
次のさまざまな showコマンドを使用して、フロースペックの設定を確認します。たとえば、
関連付けられた flowspecコマンドと BGP showコマンドを使用して、テーブル内のフロース
ペックルールの有無、存在するルールの数、定義したフロー仕様に基づいてトラフィックに対

して実行されたアクションなどを確認できます。

手順の概要

1. show processes flowspec_mgr location all
2. show flowspec summary
3. show flowspec vrf vrf_name | all { afli-all | ipv4 | ipv6 }
4. show bgp ipv4 flowspec

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

フロースペックプロセスがシステムで実行している

かどうかを指定します。フロースペックマネージャ

show processes flowspec_mgr location all

例：

ステップ 1

は、ハードウェアでのフロースペックルールの作

成、配布、およびインストールを実行します。
# show processes flowspec_mgr location all
node: node0_3_CPU0
-------------------------------------------------------------------------
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目的コマンドまたはアクション

Job Id: 10
PID: 43643169
Executable path:
/disk0/iosxr-fwding-5.2.CSC33695-015.i/bin/flowspec_mgr
Instance #: 1
Version ID: 00.00.0000
Respawn: ON
Respawn count: 331
Max. spawns per minute: 12
Last started: Wed Apr 9 10:42:13 2014
Started on config: cfg/gl/flowspec/
Process group: central-services core: MAINMEM
startup_path: /pkg/startup/flowspec_mgr.startup
Ready: 1.113s
Process cpu time: 0.225 user, 0.023 kernel, 0.248
total
JID TID CPU Stack pri state TimeInState
HR:MM:SS:MSEC NAME
1082 1 0 112K 10 Receive 2:50:23:0508
0:00:00:0241 flowspec_mgr
1082 2 1 112K 10 Sigwaitinfo 2:52:42:0583

0:00:00:0000 flowspec_mgr

ノード全体に存在するフロースペックルールの概要

を表示します。この例では、 2つのテーブルが IPv4
show flowspec summary

例：

ステップ 2

と IPv6が有効になっており、テーブル全体で1つの
フローが定義されていることを示します。

# show flowspec summary

FlowSpec Manager Summary:
Tables: 2
Flows: 1

RP/0/3/CPU0:RA01_R4#

フロースペックでより詳細な情報を取得するため

に、特定のアドレスファミリまたは特定のVRF名に
show flowspec vrf vrf_name | all { afli-all | ipv4
| ipv6 }

例：

ステップ 3

基づいてshowコマンドをフィルタリングできます。
この例では、「vrf default」は、フロースペックがデ

# show flowspec vrf default ipv4 summary フォルトテーブルで定義されていることを示しま

す。「IPv4 summary」には、そのデフォルトテーブ
Flowspec VRF+AFI table summary:

ルに存在する IPv4フロースペックルールが表示されVRF: default

ます。IPv6が設定されていないため、値は、ipv6サAFI: IPv4
Total Flows: 1

マリーの「TableFlows」と「Policies」パラメータにTotal Service Policies: 1
「zero」が表示されます。「VRF all」は、テーブルRP/0/3/CPU0:RA01_R4#

---------------------------------------------------
に設定されているすべてのVRFに関する情報を表示# show flowspec vrf default ipv6 summary
し、afli-allはすべてのアドレスファミリ（IPv4と
IPv6）の情報を表示します。Flowspec VRF+AFI table summary:

VRF: default
AFI: IPv6 detailオプションは、「Matched」フィールド、

「Transmitted」フィールド、および「Dropped」
Total Flows: 0
Total Service Policies: 0

フィールドを表示します。これらを使用して、定義RP/0/3/CPU0:RA01_R4#
---------------------------------------------------

したフロースペックルールが動作中かどうかを確認# show flowspec vrf all afi-all summary

できます。この一致条件を満たすトラフィックがあ
Flowspec VRF+AFI table summary:

る場合は、何らかのアクションが実行されたかどうVRF: default
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目的コマンドまたはアクション

AFI: IPv4
Total Flows: 1

か（つまり、一致したパケットの数と、それらのパ

ケットが送信されたか、ドロップされたか）を示し

ます。
Total Service Policies: 1

VRF: default
AFI: IPv6
Total Flows: 0
Total Service Policies: 0

--------------------------------------------------
# show flowspec vrf default ipv4
Dest:110.1.1.0/24,
Source:10.1.1.0/24,DPort:>=120&<=130,
SPort:>=25&<=30,DSCP:=30 detail

AFI: IPv4
Flow
:Dest:110.1.1.0/24,Source:10.1.1.0/24,
DPort:>=120&<=130,SPort:>=25&<=30,DSCP:=30
Actions :Traffic-rate: 0 bps (bgp.1)
Statistics

(packets/bytes)
Matched : 0/0
Transmitted : 0/0
Dropped : 0/0

コントローラルータ上に設定されているフロース

ペックルールがBGP側で使用できるかどうかを確認
show bgp ipv4 flowspec

例：

ステップ 4

するには、このコマンドを使用します。この例で
# show bgp ipv4 flowspec
Dest:110.1.1.0/24,Source:10.1.1.0/24, は、「redistributed」は、フロースペックルールが内

部では発信されていないが、フロースペックプロセDPort:>=120&<=130,SPort:>=25&<=30,DSCP:=30/208
BGP routing table entry for Dest:110.1.1.0/24,

スから BGPに再配布されていることを示していまSource:10.1.1.0/24,Proto:=47,DPort:>=120&<=130,SPort:>=25&<=30,DSCP:=30/208

す。設定されている拡張コミュニティ（一致および<snip>
Paths: (1 available, best #1)

アクション基準をピアルータに送信するために使用Advertised to update-groups (with more than one
されるBGP属性）もここに表示されます。この例でpeer):

0.3 は、定義されたアクションはトラフィックのレート

制限です。
Path #1: Received by speaker 0
Advertised to update-groups (with more than one
peer):

0.3
Local
0.0.0.0 from 0.0.0.0 (3.3.3.3)
Origin IGP, localpref 100, valid,

redistributed, best, group-best
Received Path ID 0, Local Path ID 1, version

42
Extended community: FLOWSPEC

Traffic-rate:100,0

リダイレクトネクストホップの保持

ルート指定の一部としてリダイレクトネクストホップを明示的に設定できます。リダイレクト

ネクストホップは、関連する拡張コミュニティとともに、BGPフロースペック NLRIで
MP_REACHネクストホップとしてエンコードされます。このような flowspecルートが受信さ
れると、リダイレクトネクストホップのFIBルックアップによりトラフィックはリダイレクト
され、ネクストホップは、場合により IPまたはMPLSトンネルを介して解決できます。ネク
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ストホップ接続が複数のASに及ぶ場合、eBGP境界でMP_REACHネクストホップを上書きで
きるため、未変更のノブを使用することでネクストホップを保持できます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 | ipv6 }
5. flowspec next-hop unchanged

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100
neighbor 1.1.1.1

ステップ 3

IPv4または IPv6のいずれかの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

address-family { ipv4 | ipv6 }

例：

ステップ 4

ンサブモードを開始してグローバルアドレスファミ

リを初期化します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# router bgp
100 neighbor 1.1.1.1 address-family ipv4

フロースペックのネクストホップを変更せずに保持

します。

flowspec next-hop unchanged

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# router bgp
100 neighbor 1.1.1.1 address-family ipv4 flowspec
next-hop unchanged

BGPフロースペックの検証
BGPフロースペック検証は、IPv4または IPv6のフロースペック SAFIルートに対してデフォ
ルトで有効になっています。VPNルートは、フロー検証の対象にはなりません。機能を動作さ
せるため、次の条件のいずれかを trueの状態に保持することを確認するためにフロー仕様NLRI
が検証されます。
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•フロー仕様の発信元は、フロー仕様に組み込まれている宛先プレフィックスのベストマッ
チのユニキャストルートの発信元と一致します。

•異なる隣接 ASから受信したフローの宛先プレフィックスを比較した場合、前の条件で決
定されたベストマッチのユニキャストルート以外に特定のユニキャストルートはありませ

ん。

•フロー仕様の AS_PATHと AS4_PATH属性は空です。

•フロー仕様のAS_PATHおよびAS4_PATH属性には、AS_SETセグメントとAS_SEQUENCE
セグメントは含まれていません。

これらの条件を満たさないパスは、BGPによって適切にマーキングされ、フロースペックマ
ネージャにはインストールされません。さらに、BGPでは、EBGPで学習したフロー仕様NLRI
の AS_PATHと AS4_PATH属性内に追加された最後の ASは、フロー仕様に組み込まれた宛先
プレフィックスのベストマッチのユニキャストルートの AS_PATHと AS4_PATH属性内に追
加された最後の ASと一致する必要があります。また、redirect-to-IP拡張コミュニティが存在
する場合、デフォルトでは、BGPは eBGPピアからフロースペックルートを受信すると、次の
チェックを強制的に実行します。

フロースペックルートに IPネクストホップXがあり、redirect-to-IP拡張コミュニティが含まれ
ている場合、BGPスピーカは、最も長いプレフィックス一致の AS_PATHまたは AS4_PATH
属性の最後の ASが eBGPピアの ASと一致しない場合、redirect-to-ip拡張コミュニティを破棄
します（また、フロースペックルートを使用してそれ以降は伝達しません）。

フロースペックリダイレクトと検証の無効化（249ページ）では、BGPフロースペック検証を
無効にする手順について説明します。

BGPフロースペックの無効化
この手順では、インターフェイス上の BGPフロースペックポリシーを無効にします。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. { ipv4 |ipv6 } flowspec disable
4. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure
ステップ 2 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface GigabitEthernet 0/1/1/1
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インターフェイスを設定して、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。

ステップ 3 { ipv4 |ipv6 } flowspec disable

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 flowspec disable

選択したインターフェイス上のフロースペックポリシーを無効にします。

ステップ 4 commit

インターフェイスでのフロースペックの無効化

次に、インターフェイス上の BGPフロースペックを無効にし、別の PBRポリシーを
適用する例を示します。

Interface GigabitEthernet 0/0/0/0
flowspec [ipv4/ipv6] disable
int g0/0/0/1
service policy type pbr test_policy
!
!

フロースペックリダイレクトと検証の無効化

明示的なノブを設定することによって、フロースペック検証を eBGPセッションの全体で無効
にすることができます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 | ipv6 }
5. flowspec validation { disable | redirect disable }

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 100
neighbor 1.1.1.1

ステップ 3

IPv4または IPv6のいずれかの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

address-family { ipv4 | ipv6 }

例：

ステップ 4

ンサブモードを開始してグローバルアドレスファミ

リを初期化します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# router bgp
100 neighbor 1.1.1.1 address-family ipv4

すべての eBGPセッションの全体に対してフロース
ペック検証を無効にするか、またはリダイレクトネ

flowspec validation { disable | redirect disable }

例：

ステップ 5

クストホップの検証を無効にするかを選択できま

す。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# router bgp
100 neighbor 1.1.1.1 address-family ipv4 flowspec
validation disable

BGPフロースペックの設定例

フロースペックルールの設定

フロースペックルールの設定例

この例では、2つの異なる VRFに対して 2つのフロースペックルールが作成されてい
ます。これは、192/8から 10.0.1/24へと宛先ポート（範囲 137、139）または 8080への
すべてのパケットと対象とし、レート制限を blue vrfで 500 bpsとし、デフォルトの
VRFでドロップすることを目標としています。これは、gig 0/0/0/0で有効になってい
るフロースペックを無効にすることも目標としています。

class-map type traffic match-all fs_tuple

match destination-address ipv4 10.0.1.0/24

match source-address ipv4 192.0.0.0/8

match destination-port 137-139 8080

end-class-map

!

!

policy-map type pbr fs_table_blue

class type traffic fs_tuple

police rate 500 bps
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!

!

class class-default

!

end-policy-map

policy-map type pbr fs_table_default

class type traffic fs_tuple

drop

!

!

class class-default

!

end-policy-map

flowspec

local-install interface-all

address-family ipv4

service-policy type pbr fs_table_default

!

!

vrf blue

address-family ipv4

service-policy type pbr fs_table_blue local

!

!

!

!

Interface GigabitEthernet 0/0/0/0

vrf blue

ipv4 flowspec disable

ドロップパケット長

次に、ドロップパケット長アクションの設定例を示します。
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class-map type traffic match-all match-pkt-len
match packet length 100-150
end-class-map
!
policy-map type pbr test2
class type traffic match-pkt-len
drop
!
class type traffic class-default
!
end-policy-map
!

特定のクラスに属するパケットを破棄するようにトラフィッククラスを設定するには、ポリ

シーマップコンフィギュレーションモードで dropコマンドを使用します。この例では、100
～150の複数範囲のパケット長値が定義されています。着信トラフィックのパケット長がこの
条件に一致した場合、このパケットを「ドロップ」するようにアクションが定義されていま

す。

リダイレクトトラフィックとレート制限：例

class-map type traffic match-all match-src-ipv6-addr
match source-address ipv6 3110:1::/48
end-class-map
!
policy-map type pbr test5
class type traffic match-src-ipv6-addr
redirect nexthop 3010:10:11::
police rate 20 mbps
!
!
class type traffic class-default
!
end-policy-map
!

この例では、特定の送信元 IPアドレス（3110:1::/48）からのすべてのトラフィックをネクスト
ホップアドレスにリダイレクトするために、フロースペックルールにアクションが定義されて

います。また、この送信元アドレスで着信するすべてのトラフィックについて、送信元アドレ

スのレート制限は 20メガビット/秒になります。

グローバルからの VRF（vrf1）へのトラフィックのリダイレクト

次に、トラフィックをグローバルトラフィックリンクから個々のVRFインターフェイスへリ
ダイレクトするための設定例を示します。

class-map type traffic match-all match-src-ipv6-addr
match source-address ipv6 3110:1::/48
end-class-map
!
policy-map type pbr test4
class type traffic match-src-ipv6-addr
redirect nexthop route-target 100:1
!
class type traffic class-default
!
end-policy-map
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DSCPのリマーク

次に、set dscpアクションの設定例を示します。
class-map type traffic match-all match-dscp-af11
match dscp 10
end-class-map
!
policy-map type pbr test6
class type traffic match-dscp-af11
set dscp af23
!
class type traffic class-default
!
end-policy-map
!

この例では、トラフィックマーキング拡張コミュニティ（matchdscp）によって、dscp10から
dscp af23へ通過する IPパケットの DSCPビットを変更または設定するようにシステムに指示
します。

BGPフロースペックの追加資料
以降の項では、BGPフロースペックの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco
ASR 9000 Series Routers

BGPフロースペックコマンド：コマンドシンタックス
の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト

設定、使用上の注意事項、および例

標準

タイトル標準

『Dissemination of Flow Specification Rules for IPv6』、

『BGP Flow-Spec Redirect to IP Action』

『BGP Flow-Spec Extended Community for Traffic Redirect
to IP Next Hop』

『Revised Validation Procedure for BGP Flow Specifications』

draft-ietf-idr-flow-spec-v6-05

draft-ietf-idr-flowspec-redirect-ip-01

draft-simpson-idr-flowspec-redirect-02

draft-ietf-idr-bgp-flowspec-oid-02

RFC

タイトルRFC

『Dissemination of Flow Specification Rules』RFC
5575

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
253

BGPフロースペックの実装

DSCPのリマーク



シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 4 章

BFDの実装

このモジュールでは、CiscoASR9000シリーズルータでの双方向フォワーディング検出（BFD）
の設定について説明します。

双方向フォワーディング検出（BFD）では、隣接する転送エンジン間のパスにおける障害を低
オーバーヘッド、短期間で検出できます。BFDでは、あらゆるメディアおよびあらゆるプロト
コルレイヤでの障害検出に単一のメカニズムを使用でき、広範な検出時間とオーバーヘッドに

対応できます。障害の迅速な検出が可能なため、リンクやネイバーの障害発生時にもただちに

障害に対応することができます。

双方向フォワーディング検出の実装の機能履歴

変更内容リリース

BFDが導入されました。リリース 3.7.2

• BFDでの次のアプリケーションのサポー
トが追加されました。

• Hot Standby Router Protocol（HSRP）

• Virtual Router Redundancy Protocol
（VRRP）

• BFDセッションのフラッピングとセッショ
ンの開始遅延を最小化するために、

dampeningコマンドが追加されました。

•送信元 IPアドレスを指定してデフォルト
を上書きするために、echo ipv4 sourceコ
マンドが追加されました。

• IPv6UDPチェックサムの計算およびBFD
インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを有効および無効にするよう

に、ipv6 checksumコマンドが追加されま
した。

リリース 3.9.0
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次のBFD機能のサポートが追加されました。

• OSPFv3用 BFD

• IPv6用 BFD

BFDのサポートは、次の SPAに追加されまし
た。

• 1ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP
SPA

• 2ポート OC-48c/STM-16 POS/RPR SPA

• 8ポート OC-12c/STM-4 POS SPA

リリース 4.0.0

次のBFD機能のサポートが追加されました。

•リンクバンドルのメンバリンク単位のBFD
のサポートが追加されました。

•非バンドルインターフェイスの BFDエ
コーパケットに対する遅延検出を有効に

するために、echo latency detectコマンド
が追加されました。

•非バンドルインターフェイスのBFDセッ
ションを開始する前にエコーパスを検証

するために、echo startup validateコマン
ドが追加されました。

リリース 4.0.1

次のBFD機能のサポートが追加されました。

• BFDマルチホップグローバルTTLチェッ
ク。

• BGPの BFDマルチホップサポート、お
よび

• IPv4トラフィックの BFDマルチホップ
サポート。

•マルチホップセッション用のパケットの
ドロップを開始するための TTL値を指定
するために、multihop ttl-drop-threshold
コマンドが追加されました。

リリース 4.2.0

ASR9K-SIP-700ラインカードでのBFDマルチ
ホップ機能のサポートが追加されました。

リリース 4.2.1
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論理バンドル上のBFD機能のサポートが追加
されました。

リリース 4.2.3

次の機能のサポートが追加されました。

• GREを介した BFD

• BFD IPv6マルチホップ

•論理バンドル上の BFD

リリース 4.3.0

次の機能のサポートが追加されました。

• MPLSトラフィックエンジニアリングLSP
を介した BFD

•疑似回線ヘッドエンドを介した BFD

•サテライトインターフェイスを介したBFD

リリース 4.3.1

バンドル CISCO/IETFモードを介した BFDの
バンドル単位のサポートが追加されました。

リリース 5.2.4

• BFDの実装の前提条件（257ページ）
• BFDの実装の制約事項（258ページ）
• BFDに関する情報（260ページ）
• BFDの設定方法（287ページ）
• BFDを設定するための設定例（323ページ）
•次の作業（333ページ）
•その他の参考資料（333ページ）

BFDの実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

次に、BFDを実装するための前提条件を示します。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）でBFDを有効にする場合は、MPLSパッ
ケージを含んだインストール済みの複合PIEファイル、または複合パッケージイメージが
必要です。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）、Intermediate System-to-Intermediate
System（IS-IS）、スタティック、Open Shortest Path First（OSPF）の場合は、インストール
済みの Cisco IOS XR IP Unicast Routing Core Bundleイメージが必要です。

• IS-ISまたはOSPFを使用している場合、ルータで内部ゲートウェイプロトコル（IGP）が
アクティブになっていること。
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• Cisco ASR 9000シリーズルータでは、BFDをサポートしている各ラインカードが次のタ
スクを実行できる必要があります。

•エコーパケットを 50ms * 3ごとに送信（通常の状態の最小値として）。

•制御パケットを 150ms * 3ごとに送信（負荷のある状態の最小値として）。

•最大 9600 ppsのユーザデータグラムプロトコル（UDP）を送受信。これにより、15
msエコー間隔で 144セッション（または 150 msエコー間隔で 1440セッション）を
維持します。

•ネイバーの BFDを有効にするには、その隣接ルータが BFDをサポートしている必要があ
ります。

•リリース 3.9.0よりも前の Cisco IOS XRリリースでは、BFDセッションを設定する前に、
グローバルコンフィギュレーションモードで router-idコマンドを使用して、ローカル
ルータ IDを設定することを推奨していました。ローカルルータ IDを設定しなかった場
合、デフォルトでBFDエコーモードでの IPパケットの送信元アドレスが、出力インター
フェイスの IPアドレスとなります。Cisco IOS XR Release 3.9.0以降では、echo ipv4 source
コマンドを使用して、送信元アドレスとして使用する IPアドレスを指定できます。

•バンドルメンバリンクでの BFDをサポートするには、次の要件が満たされていることを
確認してください。

•バンドルの両端にあるルータが、間にレイヤ2スイッチを使用せずにバックツーバッ
クで接続されている。

• BFDセッションを開始する場合、次のいずれかの設定または状態がバンドルメンバ
に存在する。

リンク集約制御プロトコル（LACP）分散状態に到達している、または

EtherChannelまたは POSチャネルが設定されている、または

ホットスタンバイおよび LACP収集状態に到達している。

BFDの実装の制約事項
BFDには、次の制約事項が適用されます。

• Cisco IOS XRソフトウェアではデマンドモードはサポートされません。

•次の機能では、BFDエコーモードはサポートされません。

•バンドル VLANでの IPv4用 BFD

• IPv6用 BFD（グローバルおよびリンクローカルアドレッシング）

• uRPFでの BFD（IPv4または IPv6）
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• BFDバンドルインターフェイスに複数のラックにまたがるメンバリンクがある場合
の、ラックリロードおよび活性挿抜（OIR）

•マルチホップパスの BFD

• IPv6用 BFDには、次の制約事項があります。

• IPv6用 BFDは、バンドル VLANインターフェイスではサポートされません。•

• IPv6用 BFDスタティックルート、OSPFv3、および BGPは、クライアントでサポー
トされます。

•ネクストホップとしてリンクローカルアドレスを持つ IPv6用BFDスタティックルー
トはサポートされません。

•バンドルメンバリンクでの BFDの場合は、IPv4アドレッシングタイプについてのみ、
バンドルメンバリンクごとに 1つの BFDセッションだけが作成、モニタ、および保持さ
れます。バンドルの IPv6および VLANリンクに関する制約事項は、次のとおりです。

• IPv6の状態はバンドルメンバで明示的にモニタされず、そのメンバインターフェイ
スの IPv4 BFDセッションの状態を継承します。

•バンドルメンバの VLANサブインターフェイスはまた、そのメンバインターフェイ
スの IPv4 BFDセッションから BFD状態を継承します。VLANサブインターフェイス
はバンドルメンバで明示的にモニタされません。

•エコー遅延検出およびエコー検証は、バンドルインターフェイスではサポートされませ
ん。

• BFDマルチホップはデフォルト以外の任意のVRFで実行できますが、選択的VRFダウン
ロードが無効になっている必要があります。選択的 VRFダウンロードのための設定およ
びコマンドの詳細については、 Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers
および Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersを参照してください。

• GRE上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700で
はサポートされません。

• BFD IPv6マルチホップ機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッ
サ 700ではサポートされません。

•論理バンドル上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッ
サ 700ではサポートされません。

•イーサネットラインカードでは、BFD MHと BLBのみがサポートされています。このラ
インカードでは、BFDoTE、BFDoIRB、BFDoGREなどの BFDマルチパスセッションはサ
ポートされていません。

•サテライトセッションを介した BFDは、ASR 9000イーサネットラインカードではサポー
トされていません。また、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700
でもサポートされていません。
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•バンドルインターフェイスに明示的なバンドルハッシュが設定されている場合、バンドル
マネージャは送信元または宛先の IPアドレスに基づいてハッシュを実行します。これに
より、すべてのエコーパケットがメンバリンクのいずれかでのみ送信され、他のリンクは

フラッピングを開始します。

BFDエコーには送信元ポートに基づくハッシュが必要なため、IPベースのハッシュでは
メンバーリンク間でエコーパケットが配信されません。

どちらも相互運用できないため、設定されたバンドルの IPベースのハッシュを回避する
か、またはエコーモードを無効にします。

IPベースのハッシュを削除するには、次の手順を実行します。
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface bundle-ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# no bundle load-balancing hash dst-ip

/* or */

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# no bundle load-balancing hash src-ip

設定されたバンドルのエコーを無効にするには、次の手順を実行します。echo disableコ
マンドは、グローバルモードまたはインターフェイスコンフィギュレーションモードの

いずれかで実行されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface bundle-ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# echo disable

*/ or */

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd echo disable

BFDに関する情報

Cisco IOS XRソフトウェアと Cisco IOSソフトウェアでの BFDの違い
すでに Cisco IOSソフトウェアでの BFDの設定に精通している場合は、Cisco IOS XRソフト
ウェア実装での BFDの設定に関する次の違いについて必ず考慮します。

• Cisco IOS XRソフトウェアでは、BFDは OSPFや BGPインスタンスなどのダイナミック
ルーティングプロトコルの下で設定されたアプリケーションです。これは、BFDがイン
ターフェイスでのみ設定されるCisco IOSソフトウェアでのBFDには当てはまりません。

• Cisco IOS XRソフトウェアでは、BFDネイバーはルーティングを介して確立されます。
Cisco IOS bfd neighborインターフェイスコンフィギュレーションコマンドは、Cisco IOS
XRソフトウェアではサポートされていません。

•ダイナミックルーティングプロトコルを使用して BFDネイバーを確立する代わりに、そ
のパスを定義するためのスタティックルーティングの方法を使用して、Cisco IOSXRソフ
トウェアで BFD応答のための特定の BFDピアまたはネイバーを確立することができま
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す。実際には、Cisco IOS XRソフトウェアでダイナミックルーティングプロトコルの下
で BFDを設定しない場合は、BFDのスタティックルートを設定する必要があります。

• Cisco IOSソフトウェアで BFDを実行しているルータは、bfd neighborコマンドを使用し
てピアとして Cisco IOS XRソフトウェアで BFDを実行するルータを指定できます。Cisco
IOS XRルータは、ピア関係を確立するために Cisco IOSルータに戻るダイナミックルー
ティングまたは静的ルートを使用する必要があります。Cisco IOSおよび Cisco IOS XRソ
フトウェアを実行しているルータの BFDピア：例を参照してください。

nVエッジシステムでの BFDマルチパスセッションのサポート
nVエッジシステムでは、次の BFDマルチパスセッションがサポートされています。

• GREを介した BFD

•論理バンドル上の BFD

• IRBを介した BFD

• BFDマルチホップ（5.2.2以降でのみサポート）

• MPLS TEを介した BFD

•サテライト経由の BFD

BFDの動作モード
Cisco IOS XRソフトウェアは、エコーパケットを使用するか否かにかかわらず、非同期動作
モードだけをサポートします。エコーなしの非同期モードでは、ローカルおよびリモートシス

テム上のパケットスイッチングパスのさまざまな部分が関与します。ただし、エコーありの

非同期モードは通常、若干広いテストカバレッジを提供すると認識されています。これは、エ

コーパケットがリモートシステムの通常のトラフィックと同じパケットスイッチングパスを

通過する自分宛てのパケットであるためです。

BFDエコーモードは、次のインターフェイスではデフォルトで有効になっています。

• BFDバンドルインターフェイスのメンバリンク上の IPv4の場合。

•最小間隔が 2秒未満である他の物理インターフェイス上の IPv4の場合。

BFDがエコーパケットなしで非同期で実行されている場合（図35）は、次のようになります。

•各システムが相互に定期的に BFD制御パケットを送信します。BFDルータの「ピア A」
によって BFDルータの「ピア B」に送信されたパケットは、ピア Aからの送信元アドレ
スおよびピア Bの宛先アドレスを保持します。

•制御パケットストリームは互いに独立していて、要求/応答モデルで動作しません。

•連続する多数のパケットが別のシステムによって受信されない場合、セッションがダウン
したと宣言されます。
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図 12 :エコーパケットなしの BFD非同期モード

BFDがエコーパケットありで非同期で実行されている場合（図36）は、次のようになります。

• BFDエコーパケットは、BFDピアのみの転送パス経由でループバックされ、どのプロト
コルスタックでも処理されません。そのため、BFDルータの「ピア A」によって送信さ
れたパケットは、ピア Aの送信元アドレスと宛先アドレスの両方を使用して送信できま
す。

• BFD制御パケットに加えて、BFDエコーパケットが送信されます。

図 13 :エコーパケットありの BFD非同期モード

非同期モードでの制御およびエコーパケットの間隔の詳細については、BFDパケット間隔と障
害検出を参照してください。

BFDパケット情報

BFDの送信元および宛先ポート

BFDペイロード制御パケットは、宛先ポート3784および送信元ポート49152を使用して、UDP
パケットにカプセル化されます。イーサネットのような共有型メディアでも、BFD制御パケッ
トは常にユニキャストパケットとして BFDピアに送信されます。

エコーパケットも、宛先ポート 3785および送信元ポート 3785を使用して、UDPパケットに
カプセル化されます。

バンドルメンバを介した BFD機能は、送信ごとにエコーパケットのUDP送信元ポートの各バ
イトを増分します。UDP送信元ポートの範囲は 0xC0C0から 0xFFFFです。次に例を示しま
す。

1番目のエコーパケット：0xC0C0

2番目のエコーパケット：0xC1C1

3番目のエコーパケット：0xC2C2

UDP送信元ポートは、連続したエコーパケットが逸脱しているバンドルメンバにハッシュさ
れるように増分されます。
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BFDパケット間隔と障害検出

BFDは、設定可能な間隔と係数を使用して、非同期モードで制御およびエコーパケットが送
信される期間と、それらに対応する障害検出を指定します。

物理インターフェイスで実行されている BFDセッション、およびバンドルメンバリンクの
BFDセッションに対するこれらの間隔と障害検出時間の実装方法には違いがあります。

物理インターフェイスでの BFDパケット間隔

BFDが物理インターフェイス経由で実行されている場合、エコーモードは、設定された間隔
が 2秒未満である場合にのみ使用されます。

エコーモードが有効になっているときに物理インターフェイス経由で実行されているBFDセッ
ションは、2秒ごとの遅いレートで BFD制御パケットを送信します。BFDエコーパケットは
すでに高速で送信されており、エコーパケットがエコー障害検出時間内に受信されないときは

リンク障害が検出されるため、高速で制御パケット障害検出を複製する必要はありません。

バンドルメンバリンクの BFDパケット間隔

各バンドルメンバインターフェイスでは、エコーモードが実行されている場合でも、BFD非
同期モード制御パケットはユーザ設定可能な間隔および係数値で動作します。

ただし、バンドルメンバインターフェイスでエコーモードが有効になっているとき、BFD非
同期モードは高速レートで実行し続ける必要があります。これは、BFDエコーモードを有効に
する要件の 1つとして、バンドルメンバインターフェイスが BFD非同期モードで使用できる
ことがあるためです。

バンドルメンバリンクの BFDの最大エコーパケット間隔は、30秒または非同期制御パケッ
ト障害検出時間のいずれかの最小値です。

エコーモードが無効になっている場合、セッションが設定されたレートで BFD制御パケット
を交換する物理インターフェイスでの BFDと動作は同じになります。

非同期モードでの制御パケット障害検出

エコーなしの非同期モードでの制御パケット障害検出は、最小間隔（非バンドルインターフェ

イスでは bfd minimum-interval、バンドルインターフェイスでは bfd address-family ipv4
minimum-interval）および係数（非バンドルインターフェイスでは bfd multiplier、バンドルイ
ンターフェイスでは bfd address-family ipv4 multiplier）コマンドの値を使用して実行されます。

制御パケット障害検出の場合は、ローカルの係数値がネイバーに送信されます。障害検出タイ

マーは、（I xM）に基づいて開始されます。ここで、Iはネゴシエートされた間隔で、Mはリ
モートエンドによって提供された係数です。

有効な制御パケットがネイバーから受信されるたびに、障害検出タイマーはリセットされま

す。有効な制御パケットが期間（IxM）内にネイバーから受信されない場合は、障害検出タイ
マーがトリガーされ、ネイバーがダウンしたと宣言されます。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
263

BFDの実装

BFDパケット間隔と障害検出



非同期モードでのエコーパケット障害検出

標準のエコー障害検出方式は、非バンドルインターフェイスではbfdmultiplierコマンドの値、
バンドルインターフェイスでは bfd address-family ipv4 multiplierコマンドの値に基づいたカ
ウンタを通して実行されます。

このカウンタは、エコーパケットがエコーパケットストリームに送信された順序にかかわら

ず、システムがエコーパケットを送信するたびに増分され、何らかのエコーパケットが受信さ

れるたびにゼロにリセットされます。

つまり、理想的な条件下では、BFDは一般に、バンドルインターフェイスでは期間（I x M）
または（I x M x M）を超えるエコー障害を検出します。ここで、各値は次のとおりです。

• I：最小間隔の値（非バンドルインターフェイスでは bfd minimum-interval、バンドルイン
ターフェイスでは bfd address-family ipv4 minimum-interval）。

• M：乗数（非バンドルインターフェイスではbfdmultiplier、バンドルインターフェイスで
は bfd address-family ipv4 multiplier）コマンドの値。

そのため、システムがエコーパケットをまったく受信せずに係数カウントを超えて追加のエ

コーパケットを1つ送信した場合は、エコー障害が検出され、ネイバーがダウンしたと宣言さ
れます（例 2）を参照）。

ただし、この標準のエコー障害検出では、BFDセッション中に（I x M）を超えて増加する可
能性がある特定のエコーパケットの送信と受信の間の遅延には対処できません。この場合は、

係数の期間内にいずれかのエコーパケットが引き続き受信され、カウンタがゼロにリセットさ

れる限り、BFDはネイバーのダウンを宣言しません。Cisco IOS XR 4.0.1以降では、非バンド
ルインターフェイスでこの遅延を測定するように BFDを設定できます。詳細については、例
3およびエコーパケットの遅延を参照してください。

エコー障害検出の例

ここでは、非バンドルインターフェイスでの、遅延検出の設定を行わない標準のエコーパケッ

ト処理および障害検出のいくつかのシナリオの例について説明します。これらの例では、間隔

は 50 ms、また係数は 3とします。

バンドルインターフェイスにもエコー障害検出に対する同じ間隔と乗数カウンタ方式が使用さ

れますが、これらの値は bfd address-family ipv4 multiplierと bfd address-family ipv4
minimum-interval commandsによって決定され、エコーパケットの受信がないことを検出する
ために（(I x M x M）の期間を使用します。

（注）

例 1

次に、次のエコーが送信される前に各エコーパケットが返される理想的なケースの例を示しま

す。この場合、カウンタは 1に増分され、次のエコーが送信される前に 0に戻されます。エ
コー障害は発生しません。セッション内のエコーパケットのラウンドトリップ遅延が最小間隔

より短い限り、このシナリオが発生します。
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Time (T): Echo#1 TX (count = 1)
T + 1 ms: Echo#1 RX (count = 0)
T + 50 ms: Echo#2 TX (count = 1)
T + 51 ms: Echo#2 RX (count = 0)
T + 100 ms: Echo#3 TX (count = 1)
T + 101 ms: Echo#3 RX (count = 0)
T + 150 ms: Echo#4 TX (count = 1)
T + 151 ms: Echo#4 RX (count = 0)

例 2

エコーパケットが一切戻らない例を次に示します。4番目のエコーパケットの送信後、カウン
タが係数値 3を超えてエコー障害が検出されます。この場合、エコー障害検出は、150ms（I x
M）期間で発生します。

Time (T): Echo#1 TX (count = 1)
T + 50 ms: Echo#2 TX (count = 2)
T + 100 ms: Echo#3 TX (count = 3)
T + 150 ms: Echo#4 TX (count = 4 -> echo failure

例 3

次に、標準のエコー障害検出を使用しているときに、BFDセッション中に特定のエコーパケッ
トについてラウンドトリップ遅延が（IxM）を超えて増加する場合があるが、セッション内の
全体的なエコーパケットの戻りの間の遅延は（I x M）の期間を超えず、またカウンタも乗数
を超えないため、ネイバーはダウンしたと宣言されることがない例を示します。

Cisco IOSXR4.0.1以降では、echo latency detectコマンドを使用して、非バンドルインターフェ
イスのラウンドトリップ遅延を検出するように BFDを設定できます。

Time (T): Echo#1 TX (count = 1)
T + 1 ms: Echo#1 RX (count = 0)
T + 50 ms: Echo#2 TX (count = 1)
T + 51 ms: Echo#2 RX (count = 0)
T + 100 ms: Echo#3 TX (count = 1)
T + 150 ms: Echo#4 TX (count = 2)
T + 151 ms: Echo#3 RX (count = 0; ~50 ms roundtrip latency)
T + 200 ms: Echo#5 TX (count = 1)
T + 250 ms: Echo#6 TX (count = 2)
T + 251 ms: Echo#4 RX (count = 0; ~100 ms roundtrip latency)
T + 300 ms: Echo#7 TX (count = 1)
T + 350 ms: Echo#8 TX (count = 2)
T + 351 ms: Echo#5 RX (count = 0; ~150 ms roundtrip latency)
T + 451 ms: Echo#6 RX (count = 0; ~200 ms roundtrip latency; no failure detection)
T + 501 ms: Echo#7 RX (count = 0; ~200 ms roundtrip latency; no failure detection)
T + 551 ms: Echo#8 RX (count = 0; ~200 ms roundtrip latency; no failure detection)

（注）

BFDセッションでのエコーパケットの受信の間の遅延を見て、どの遅延も（I x M）の期間を
超えていないことに注目してください。

Echo#1 RX – Echo#2 RX: 50 ms
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Echo#2 RX – Echo#3 RX: 100ms
Echo#3 RX - Echo#4 RX: 100ms
Echo#4 RX - Echo#5 RX: 100ms
Echo#5 RX - Echo#6 RX: 100ms
Echo#6 RX - Echo#7 RX: 50ms
Echo#7 RX - Echo#8 RX: 50ms

バンドルインターフェイスでの BFDのパケット間隔と障害検出時間の概要

セッション間隔 Iおよび乗数 Mのバンドルインターフェイスの BFDの場合、次のパケット間
隔および障害検出時間がBFD非同期モードに適用されます（表 3 :バンドルインターフェイス
での BFDパケット間隔および障害検出時間の例）。

• Iの値：BFD制御パケットを送信する最小間隔。

• I x Mの値

• BFD制御パケット障害検出時間。

• BFDエコーパケットを送信する最小間隔。

BFD制御パケット障害検出時間は、BFDセッションのダウンが宣言されるまでに BFD制御パ
ケットを受信せずに経過できる最大時間です。

•（I x M）x Mの値：BFDエコーパケット障害検出時間。これは、BFDセッションのダウ
ンが宣言されるまでに（非同期モードでのエコーパケット障害検出で説明されている標準

の係数カウンタ方式を使用して）BFDエコーパケットを受信せずに経過できる最大時間で
す。

表 3 :バンドルインターフェイスでの BFDパケット間隔および障害検出時間の例

エコーパケット

障害検出時間

（エコー間隔x係
数）

エコーパケット

間隔

（非同期制御パ

ケット障害検出時

間）

非同期制御パケッ

ト障害検出時間

（ms）

（間隔 x係数）

設定された係数

（bfd
address-family ipv4
multiplier）

設定された非同期

制御パケット間隔

（ms）

（bfd
address-family ipv4
minimum-interval）

450150150350

1200300300475

8004004002200

180006000600032000

9000030000145000315000

1
バンドルメンバリンクの BFDの最大エコーパケット間隔は、30秒または非同期制御パ
ケット障害検出時間のいずれかの最小値です。
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エコーパケットの遅延

Cisco IOS XR 4.0.1よりも前の Cisco IOS XRソフトウェアリリースでは、BFDは特定のエコー
パケットの TX/RXに対する特定の遅延ではなく、エコーパケットの受信がないことだけを検
出します。場合によっては、BFDエコーパケットの受信が全体として、障害検出およびパケッ
ト送信の全体的な許容値内に収まることもありますが、エコーパケットの特定のラウンドト

リップについて時間とともに遅延が増加する可能性があります（例 3）。

Cisco IOS XRリリース 4.0.1以降、ルータを設定して、非バンドルインターフェイスでエコー
パケットの送受信間の実際の遅延を検出でき、また遅延がそのラウンドトリップ遅延に設定さ

れたしきい値を超えるときにセッションをダウンできます。詳細については、エコー遅延検出

に基づいた BFDセッションティアダウンの設定を参照してください。

また、BFDセッションを開始する前に、エコーパケットパスが指定された遅延許容値内にあ
ることも検証できます。エコー起動検証では、BFDセッションの状態変更を可能にする前に設
定済みの遅延内に送信が成功するかどうかを確認するために、リンクがダウンしている間、そ

のリンク上でエコーパケットが定期的に送信されます。詳細については、エコーパスと遅延

の検証までの BFDセッション開始の遅延を参照してください。

BFDパケットのプライオリティの設定

オーバーサブスクリプションの状態にあるすべてのインターフェイスについて、リモートBFD
エコーパケットに内部プライオリティを割り当てることにより、これらの BFDパケットが他
のデータパケットによって過負荷状態にならないようにする必要があります。さらに、中間ス

イッチの場合に、リモート BFDエコーパケットの戻りの応答がスイッチ内のその他のすべて
のパケットから保護されるように、CoS値を適切に設定する必要があります。

イーサネットヘッダーに設定された CoS値はエコーメッセージ内に保持されない可能性があ
るため、適切な出力 QoSサービスポリシーで CoS値を明示的に設定する必要があります。set
cosコマンドを使用して、トラフィッククラスに付加された BFDパケットの CoS値を設定で
きます。クラスベースの無条件パケットマーキングの設定の詳細については、 Modular QoS
Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Configuring Modular QoS Packet
Classification」を参照してください。

IPv4用 BFD
Cisco IOS XRソフトウェアは、IPv4と IPv6の両方での双方向フォワーディング検出（BFD）
のシングルホップおよびマルチホップをサポートします。

IPv4用 BFDのシングルホップ接続では、Cisco IOS XRソフトウェアは、番号付けされた物理
Packet-over-SONET/SDH（POS）およびギガビットイーサネットリンクでの非同期モードとエ
コーモードの両方を次のようにサポートします。

•エコーモードは、BFD制御パケットを使用してセッションが確立された後にのみ開始さ
れます。BFDバンドルメンバインターフェイスでは、エコーモードは常に有効になって
います。物理インターフェイスの場合は、エコーパケットをサポートするために、BFD
最小間隔も 2秒未満である必要があります。
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• BFDエコーパケットは、送信元および宛先ポート 3785を使用して、UDP/IPv4で転送さ
れます。IPパケットの送信元アドレスは出力インターフェイスの IPアドレス（デフォル
ト）か、または設定されている場合は router-idコマンドで指定されたアドレスか、echo
ipv4 sourceコマンドで指定されたアドレスであり、宛先アドレスはローカルインターフェ
イスアドレスです。

• BFD非同期パケットは、送信元ポート 49152および宛先ポート 3784を使用して、UDPお
よび IPv4で転送されます。非同期モードの場合、IPパケットの送信元アドレスはローカ
ルインターフェイスアドレス、宛先アドレスはリモートインターフェイスアドレスとな

ります。

BFDマルチホップは、エコーモードをサポートしません。（注）

Cisco IOS XRソフトウェアで BFDを設定する場合は、次の注意事項を考慮してください。

• BFDは固定長の helloプロトコルで、接続の各終端で転送パスを通じてパケットを定期的
に転送します。Cisco IOS XRソフトウェアは、BFD適応型検出時間をサポートします。

• BFDは、次のアプリケーションと併用することができます。

• BGP

• IS-IS

• EIGRP

• OSPF

および OSPFv3

• MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLS-TE）

•静的ルート（IPv4および IPv6）

• Protocol Independent Multicast（PIM）

• Hot Standby Router Protocol（HSRP）

• Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）

複数のアプリケーションが同じBFDセッションを共有するとき、
最も強力なタイマーのあるアプリケーションがローカルで優先さ

れます。その結果は、次にピアルータとネゴシエートされます。

（注）

• BFDは、次のインターフェイスタイプでの接続でサポートされます。

•ギガビットイーサネット（GigE）

• 10ギガビットイーサネット（TenGigE）
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• Packet-over-SONET/SDH（POS）

•シリアル（Serial）

•仮想 LAN（VLAN）

• Bridge Group Virtual Interface（BVI）

•サテライトインターフェイス

•バンドル、GRE、PWHEなどの論理インターフェイス

BFDは上のインターフェイスタイプでサポートされ、特に説明さ
れていない限り、論理インターフェイスではサポートされませ

ん。

（注）

• Cisco IOS XRソフトウェアは、BFDバージョン 0およびバージョン 1をサポートします。
BFDセッションは、ネイバーに応じていずれかのバージョンを使用して確立されます。
BFDバージョン 1はデフォルトバージョンであり、セッション確立において最初に試行
されます。

IPv6用 BFD
Cisco IOS XRソフトウェアは、IPv4と IPv6の両方での双方向フォワーディング検出（BFD）
をサポートします。IPv6での双方向フォワーディング検出（BFD）では、IPv6アドレスを使用
するインターフェイスでの稼働中の接続の確認をサポートします。

稼働中の接続の確認は、IPv4と IPv6の両方のインターフェイスについて、同じサービスとプ
ロセスによって実行されます。同一ラインカード上で、IPv4と IPv6の両方の BFDセッション
を同時に実行することができます。

IPv4用 BFDでサポートされるものと同じ機能と設定が IPv6用 BFDでもサポートされます。

バンドル VLANでの BFD
バンドル VLAN上の IPv4用 BFDは、スタティックルーティング、IS-IS、および OSPFを使
用してサポートされます。バンドルVLANインターフェイスでBFDセッションを実行すると、
VLANバンドルがアップ状態である限り BFDセッションはアクティブな状態となります。

VLANバンドルがアクティブであれば、次に示すイベントによって BFDセッションが失敗す
ることはありません。

•コンポーネントリンクの障害。

• 1つ以上のコンポーネントリンクをホストするラインカードの活性挿抜（OIR）。

•バンドルへのコンポーネントリンクの追加（設定による）。
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•バンドルからのコンポーネントリンクの削除（設定による）。

•コンポーネントリンクのシャットダウン。

• RPスイッチオーバー。

VLANバンドルの設定の詳細については、「Configuring Link
Bundling on the Cisco ASR 9000 Series Router」」のモジュールを参
照してください。

（注）

バンドル VLANで BFDを設定する場合には、次の事項に注意する必要があります。

• RPスイッチオーバーの場合、設定されているネクストホップは Routing Information Base
（RIB）に登録されます。

• BFD再起動の場合、スタティックルートは RIBに残ります。BFDセッションは、BFDの
再起動時に再確立されます。

スタティックBFDセッションは、ネクストホップがルータに直接
接続されているアドレスプレフィックスを持つピアでサポートさ

れます。

（注）

リンクバンドルのメンバリンク上の BFD
以前のリリースのように単一のバンドルメンバのみではなく、BFDではリンク上のレイヤ3接
続をモニタする個々の物理バンドルメンバリンクで BFDセッションをサポートしています
（図 37）。

図 14 :バンドル上の元の BFDおよびバンドルメンバリンクアーキテクチャ上の拡張 BFDにおける BFDセッション
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リンクバンドルで BFDを実行する場合は、そのバンドルの一部である基盤となる各物理イン
ターフェイスで、独立した BFDセッションを実行できます。

BFDがリンクバンドルメンバで実行されているとき、接続の次のレイヤは BFDのインター
フェイス状態モニタリングの一部として実質上テストされます。

•レイヤ 1の物理状態

•レイヤ 2のリンクアクセスコントロールプロトコル（LACP）状態

•レイヤ 3の BFD状態

各バンドルメンバリンクの BFDエージェントはリンクの状態変更をモニタリングします。バ
ンドルメンバリンクで実行されているセッションのBFDエージェントはバンドルマネージャ
と通信します。バンドルマネージャは、メンバリンクの状態とバンドル全体のアベイラビリ

ティを特定します。メンバリンクの状態は、そのバンドル用に設定された最小アクティブリ

ンクまたは最小アクティブ帯域幅のしきい値に基づいて、バンドル全体の状態に影響を及ぼし

ます。

メンバリンクおよびバンドルステータスでの BFD状態変更動作の概要

ここでは、バンドルメンバリンクの状態がいつアクティブまたはダウンとして特徴づけられ

るか、およびそれらの全体的なバンドルステータスへの影響について説明します。

•すでにアクティブであるか、または非アクティブであるバンドルメンバインターフェイ
スで BFDを設定できます。インターフェイスで LACPを使用してアップになる BFDセッ
ションの場合は、LACPが配布状態に達している必要があります。

リンクが LACP分散状態にあり、BFDセッションがアップである場合、BFDメンバリン
クは「IIR Active」です。

• BFDセッションがダウンである場合は、LACP状態遷移が受信されない限り、BFDメンバ
リンクは「IIR Attached」です。

•リンクバンドルBFDセッションのダウンを宣言する前に、ピアからのBFD状態変更通知
（SCN）の受信遅延を許可するように最大3600秒（1時間）のタイマーを設定できます。
設定可能なタイマーは、次の状況に適用されます。

• BFDセッションの開始（bfd address-family ipv4 timers startコマンド）：セッション
のアップを宣言するためにBFDピアからの予測される通知が受信されるように、BFD
メンバリンクセッションの開始後に見越しておく秒数。その期間の後に SCNが受信
されない場合は、BFDセッションのダウンが宣言されます。

•ネイバーによる BFD設定の削除の通知（bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfig
コマンド）：BFDピア間の設定の不一致をすべて解決できるように、BFD設定がBFD
ネイバーによって削除されたことの通知の受信後に見越しておく秒数。指定されたタ

イマーに達する前に BFD設定の問題が解決されない場合、BFDセッションのダウン
が宣言されます。

• BFDセッションは、次のいずれかが発生すると DOWN通知を送信します。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
271

BFDの実装

メンバリンクおよびバンドルステータスでの BFD状態変更動作の概要



•ローカルメンバリンクで BFD設定が削除される。

BFDシステムは、設定が削除されたことを隣接ルータのピアに通知します。BFDセッ
ションは、他のバンドルメンバインターフェイスまたは全体的なバンドル状態に影

響を与えることなく、バンドルマネージャから削除されます。

•メンバリンクがバンドルから削除される。

バンドルからのメンバリンクの削除によって、バンドルメンバは強制的に削除され

ます。BFDセッションは削除され、隣接ルータ上の BFDがそのセッションを
NBR_CONFIG_DOWNではなく、DOWNとマークします。

•次の場合、DOWN通知は送信されませんが、内部インフラストラクチャはDOWNが発生
したかのようにイベントを処理します。

•隣接ルータ上で BFD設定が削除され、ネイバー設定解除タイマー（設定されている
場合）の期限が切れる。

BFDシステムは BFD設定が隣接ルータから削除されたことをバンドルマネージャに
通知し、bfd timers nbr-unconfigがリンクで設定されている場合は、タイマーを開始
します。タイマーの期限が切れる前にローカルルータ上で BFD設定が削除された場
合は、タイマーは停止し、ローカルルータ上の BFD設定を削除した場合と同じ動作
になります。

タイマーが切れた場合、動作は BFDセッション DOWN通知の場合と同じです。

• BFDピアからの通知が受信される前に、セッション開始タイマーの期限が切れる。

•バンドルメンバの BFDセッションがバンドルマネージャに BFD状態変更通知を送信し
ます。バンドルメンバインターフェイスの BFD状態変更通知がバンドルマネージャに
よって受信されると、バンドルマネージャは、対応するバンドルインターフェイスが使

用可能かどうかを判断します。

•バンドルのアクティブメンバリンクの最小数のしきい値は、メンバリンクの状態に基づ
いてバンドルがアクティブなままか、ダウンであるかを判断するためにバンドルマネー

ジャによって使用されます。すでにアクティブであるバンドルでBFDが開始された場合、
そのバンドルのBFD状態は、既存のすべてのアクティブメンバのBFD状態が既知である
ときに宣言されます。

メンバの状態が変更されるたびに、バンドルマネージャは、アクティブメンバの数がア

クティブリンクのしきい値の最小数より小さいかどうかを判断します。その場合は、バン

ドルが DOWN状態になるか、または DOWN状態のままになります。アクティブリンク
の数が最小しきい値に達すると、バンドルは UP状態に戻ります。

•バンドルで別のしきい値を設定できます。そのしきい値は、バンドルマネージャによって
使用され、バンドルが DOWN状態になる前に使用できるアクティブな帯域幅の最小値が
決定されます。これを設定するには、bundle minimum-active bandwidthコマンドを使用
します。
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• BFDサーバは、バンドルインターフェイスの状態変更に関するバンドルマネージャから
の情報に応答し、そのインターフェイス上のアプリケーションに通知するとともに、シス

テムメッセージやMIBトラップも送信します。

BFDマルチパスセッション
BFDは、GREトンネルインターフェイスや PWHEインターフェイスなどの仮想インターフェ
イス経由で、または「マルチホップパスのBFD」の項で説明されているようにマルチホップ離
れたインターフェイス間で適用できます。これらのタイプの BFDセッションは、BFDマルチ
パスセッションと呼ばれます。

宛先への1つのパスがアクティブである限り、次のイベントによってBFDマルチパスセッショ
ンが失敗する場合も、失敗しない場合もあります。それは、ネゴシエートされた間隔と、フォ

ワーディングプレーンの更新に必要なコンバージェンス時間の関係に依存するためです。

•パスの障害

• 1つ以上のパスをホストするラインカードのオンライン挿入または削除（OIR）

•パスを構成するリンクの削除（設定による）

•パスを構成するリンクのシャットダウン

マルチパスセッションのパケットを送受信するために使用できる基盤となるメカニズムに対し

て少なくとも 1枚のラインカードを有効にするには、bfd mutlipath include location location-id
コマンドを設定する必要があります。

BFDマルチパスセッションが、bfd multipath includeの設定から削除されるか、オンラインで
削除されるか、またはメンテナンスモードにされようとしているラインカードでホストされて

いる場合、BFDは、そのラインカードでホストされているすべての BFDマルチパスセッショ
ンを別のラインカードに移行しようとします。その場合は、RIBからスタティックルートが削
除されてから、BFDセッションが再度確立され、RIBに含まれます。

BFDマルチパスセッションの場合、入力インターフェイスと出力インターフェイスは、ルー
ティングテーブルの更新に基づいて変更されることがあります。マルチパスセッション BFD
パケットを優先的に処理する必要がある場合は、ルータの考えられる入出力インターフェイス

を含めて、パス全体の QoSポリシーを設定する必要があります。

QoSポリシーは、入力および出力の BFDパケットを優先度レベル 1のキューまたは優先度レ
ベル 2のキューに分類する必要があります。同様のアプローチは、BVIでの BFDセッション
と「バンドル上での VLANを介した BFD」（つまり、BLB）に適用されます。

例:
ipv4 access-list BFD
5 permit udp any any eq 4784
!
class-map match-any BFDCLASS
match access-group ipv4 BFD
!
policy-map BFD
class BFDCLASS
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priority level 1
police rate 10 kbps

!
interface GigabitEthernet0/2/0/1
service-policy output BFD
service-policy input BFD

PWヘッドエンドとその設定の詳細については、の「Implementing Virtual Private LAN Services」
モジュールを参照してください。GREの詳細については、の「ImplementingMPLSLayer2VPNs」
モジュールを参照してください。

マルチホップパスの BFD

BFDマルチホップ（BFD-MH）は、同じサブネット上にない2つのアドレス間のBFDセッショ
ンです。BFD-MHの例には、PEおよび CEループバックアドレス間の BFDセッションや、数
TTLホップ離れたルータ間の BFDセッションがあります。BFDマルチホップをサポートする
アプリケーションには、外部BGPと内部BGPがあります。BFDマルチホップは、複数のネッ
トワークホップにまたがる場合もある任意のパス上の BFDをサポートします。

BFDマルチホップ機能では、複数ホップ（最大 255ホップ）離れた宛先に対する 1秒未満の転
送障害検出が可能になります。bfd multihop ttl-drop-thresholdコマンドを使用すると、特定の
ホップ数を超えるネイバーから送信されたBFDパケットをドロップできます。BFDマルチホッ
プは、BFDシングルホップで現在サポートされているすべてのメディアタイプでサポートさ
れます。

BFDマルチホップの設定

BFDマルチホップセッションは、クライアントによって指定された送信元アドレスと宛先ア
ドレスの一意のペア間で設定されます。IP接続された2つのエンドポイント間でセッションを
設定できます。BFDマルチホップでは、グローバルルーティングテーブルとVRFの両方にあ
る IPv4アドレスがサポートされます。

BFDを BGPとともに使用すると、BFDセッションタイプ（シングルホップまたはマルチホッ
プ）がBGP設定に基づいて設定されます。eBGP-multihopキーワードを設定すると、BFDセッ
ションもマルチホップモードで実行されます。それ以外の場合、セッションはシングルホップ

モードで実行されます。

MPLSトラフィックエンジニアリング LSPを介した BFD
Cisco IOS XRソフトウェアのMPLSトラフィックエンジニアリングラベルスイッチドパス
（LSP）機能を介した双方向フォワーディング検出（BFD）は、MPLSラベルスイッチドパス
LSPデータプレーンの障害を検出します。BFD制御パケットに必要なコントロールプレーン処
理は、LSP pingメッセージに必要な処理よりも比較的小さいため、BFDを展開すると多数の
LSPのデータプレーン障害をより迅速に検出できます。

Cisco IOS XRソフトウェアでのMPLS TE LSPを介した BFD実装は、 RFC 5884：MPLSラベル
スイッチドパス（LSP）でのBidirectional ForwardingDetection（BFD）に基づいています。LSP
pingは、MPLSデータプレーンの障害を検出し、コントロールプレーンと照合してMPLS LSP
データプレーンを確認するための既存のメカニズムです。BFDは、MPLSデータプレーンでの
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障害の検出に使用できますが、コントロールプレーンと照合するMPLSLSPデータプレーンの
確認には使用できません。LSP pingと BFDを組み合わせると、多数の LSP上でデータプレー
ン障害を迅速に検出できます。

BFDを高速障害検出トラフィックのブラックホールとして使用することでネットワークの信頼
性と稼働時間を引き上げるため、MPLS TE LSPを介した BFDはMPLSをマルチサービスト
ランスポートとして展開し、BFDを高速障害検出メカニズムとして使用するネットワークに使
用します。

MPLS TE LSPを介した BFDのサポート：

• BFD非同期モード（BFDエコーモードはサポートされていません）

• IPv4のみ（MPLSコアは IPv4であるため）

• BFDパケットで IP DSCP 6を伝送（インターネット制御）

• TEトンネルの起動、再最適化、およびパスの保護のための BFDの使用（スタンバイおよ
び FRR）

•最速の検出時間（100 ms x 3 = 300 ms）

• BFDセッションが起動した後の任意の定期的な LSP pingの検証

•保留 BFD障害パスオプションへのダンプニング

•テールエンドからヘッドエンドへの BFDパケットは、次の 2つの方法で使用されます。

•テールエンドからヘッドエンドへの BFDパケットは、IPルーティングされる（IPv4
マルチホップ：ポート番号 4784）。

•テールエンドからヘッドエンドへの BFDパケットは、テールエンドからヘッドエン
ドへのラベルパスを使用してMPLSLDPがコアで使用できる場合は、ラベルが切り替
わる（ポート番号 3784）。

バンドルインターフェイス上での BFD用のエコータイマーの設定
エコータイマーの設定では、バンドルメンバリンク上の IPv4BFDセッションでのエコーパケッ
トの最小間隔を指定できます。エコータイマー値をグローバルに設定するには、bfd echo ipv4
bundle-per-memberminimum-intervalコマンドを使用します。バンドルイーサネットインター
フェイスの最小間隔値をローカルに設定するには、bfdaddress-family ipv4echominimum-interval
を使用します。

この機能は、メンバリンク単位のバンドルを介したシスコの標準的な BFDモードにのみ適用
できます。

（注）
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これらのコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Router module of Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「BFD Commands」を参照して
ください。

次の表に、グローバルおよびローカルのエコー設定の組み合わせによるエコータイマーの動作

を示します。

表 4 :グローバルおよびローカルのエコー設定を使用したエコータイマーの動作

グローバルおよびローカルの

設定に基づいて BoBセッショ
ンで使用されるエコー値

ローカルバンドルイーサネッ

トインターフェイス固有のエ

コー最小間隔値

コマンド：bfd address-family
ipv4 echo minimum-interval

グローバルエコー最小間隔値

コマンド：bfd echo ipv4
bundle-per-member
minimum-interval

非同期 *乗数未設定未設定

非同期 *乗数未設定グローバル値が非同期 *乗数
より小さい

グローバル未設定グローバル値が非同期 *乗数
を超えている

ローカルローカル値が非同期 *乗数を
超えている

未設定

非同期 *乗数ローカル値が非同期 *乗数よ
り小さい

Not configured

ローカルローカル値が非同期 *乗数を
超えている

グローバルが設定されている

（任意の値）

非同期 *乗数ローカル値が非同期 *乗数よ
り小さい

グローバルが設定されている

（任意の値）

•テーブル内の乗数は、リモートの乗数値を示します。

•非同期は、ネゴシエートされた非同期の最小間隔値を示します。

（注）

R5.3.0デバイスで、R5.3.0よりも前のバージョンで実行されているデバイスとのBoBセッショ
ンがある場合は、デフォルトのエコータイマー値を保持するか、両方のデバイスで同じ値を設

定することをお勧めします。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
276

BFDの実装

バンドルインターフェイス上での BFD用のエコータイマーの設定



論理バンドルを介した双方向転送検出

論理バンドル上の双方向フォワーディング検出（BFD）機能では、RFC 5880に基づいて、バ
ンドルインターフェイスを介してBFDを実装および配置します。論理バンドル上のBFD（BLB）
機能は BVLAN機能を置き換え、純粋な RFC5880の方法でバンドルインターフェイス上で
BFDを実行する他のプラットフォームとの相互運用性に関する特定の問題を解決します。これ
らのプラットフォームには、Cisco IOSまたは Cisco Nexus OSソフトウェアを実行している他
のシスコ製品だけでなく、他のベンダーの製品が含まれています。

BLBは、マルチパス（MP）シングルホップセッションです。BLBでは、セッションが実行さ
れているバンドルインターフェイスに関する限られた知識しか必要としません。これは、BFD
がバンドルを1つの大きなパイプとして処理するためです。BLBを機能させるには、バンドル
インターフェイスの IPアドレス、インターフェイスタイプ、および制限に関する情報だけが
必要です。バンドルメンバのリスト、メンバの状態、設定されている最小または最大のバンド

ルリンクなどの情報は必要ありません。

BLBは、IPv4アドレス、IPv6グローバルアドレス、および IPv6リンクローカルアドレスで
サポートされます。ソフトウェアの現在のバージョンは、ラインカードごとに合計200のセッ
ションをサポートしています（物理および論理のサブインターフェイスの BFDシングルホッ
プ、バンドルを介した BFD（BoB）および BLBを含む）。ラインカードごとの BFD制御パ
ケットの最大処理能力も、7000 pps（1秒あたりのパケット数）へと強化されています。

ISSUは、論理バンドルを介した BFD機能ではサポートされていません。（注）

論理バンドル上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ
700ではサポートされません。

総称ルーティングカプセル化を介した双方向フォワーディング検出

Generic Routing Encapsulation（GRE）機能を介して Bidirectional Forwarding Detection（BFD）を
使用すると、既存の GREキープアライブメカニズよりも迅速にネットワーク障害を検出でき
ます。BFDは、エンドポイントがBFDピアであるGREトンネルを介してセッションを確立し
ます。BFDは障害検出時にトンネルを停止させますが、障害が解消されると、トンネルキー
プアライブメカニズムによってトンネルを回復させることができます。BFDは、IPv4 GREト
ンネルモードでのみサポートされています。

BFDセッションの送信元と宛先は、GREトンネルの IPv4アドレスと同じになります。

トンネルキープアライブが有効になっている場合、GREトンネルでBFDを有効にすることも、
その逆もできません。

GREトンネリングプロトコルは、さまざまなプロトコルパケットタイプを IPトンネルの内部
にカプセル化し、IPインターネットワーク上のリモートポイントにある2台のルータ間に仮想
ポイントツーポイントリンクを作成します。GREを使用すると、自身のコアネットワーク内
でMPLSを実行していないサービスプロバイダーが VPNサービスを提供できるようになりま
す。
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GRE上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700ではサ
ポートされません。

BFDは、RFC5880に従った、GRE番号付きインターフェイス上の IPv4シングルホップバー
ジョン 1非同期モードを提供します。

Generic Routing Encapsulationを介した双方向フォワーディング検出の設定

次の項では、GenericRoutingEncapsulation（GRE）を介した双方向フォワーディング検出（BFD）
の設定方法を示します。

図 15 : GREを介した BFD

設定例

PE1ルータで次のステップを設定します。

Router# configure
Router(config)# bfd
Router(config-bfd)# multipath include location 0/0/CPU0
Router(config-bfd)# exit
Router(config)# interface tunnel-ip 100
Router(config-if)# ipv4 address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)# tunnel source Loopback 100
Router(config-if)# tunnel destination 10.2.2.2
Router(config-if)# tunnel bfd destination 10.0.0.2
Router(config-if)# tunnel bfd minimum-interval 300
Router(config-if)# tunnel bfd multiplier 5
Router(config-if)# tunnel bfd period 5
Router(config-if)# tunnel bfd retry 2
Router(config-if)# commit

PE2ルータで次のステップを設定します。

Router# configure
Router(config)# bfd
Router(config-bfd)# multipath include location 0/0/CPU0
Router(config-bfd)# exit
Router(config)# interface tunnel-ip 100
Router(config-if)# ipv4 address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)# tunnel source Loopback 100
Router(config-if)# tunnel destination 10.1.1.1
Router(config-if)# tunnel bfd destination 10.0.0.1
Router(config-if)# tunnel bfd minimum-interval 300
Router(config-if)# tunnel bfd multiplier 5
Router(config-if)# tunnel bfd period 5
Router(config-if)# tunnel bfd retry 2
Router(config-if)# commit

実行コンフィギュレーション

/* The following is the running configuration from PE1 Router */
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bfd
multipath include location 0/0/CPU0
!
interface tunnel-ip 100
ipv4 address 100.0.0.1 255.255.255.252
tunnel source Loopback 100
tunnel destination 10.2.2.2
tunnel bfd destination 10.0.0.2
tunnel bfd minimum-interval 300
tunnel bfd multiplier 5
tunnel bfd period 5
tunnel bfd retry 2

/* The following is the running configuration from PE2 Router */

bfd
multipath include location 0/0/CPU0
!
interface tunnel-ip 100
ipv4 address 100.0.0.2 255.255.255.252
tunnel source Loopback 100
tunnel destination 10.1.1.1
tunnel bfd destination 10.0.0.1
tunnel bfd minimum-interval 300
tunnel bfd multiplier 5
tunnel bfd period 5
tunnel bfd retry 2

確認

Router# show interfaces tunnel-ip 1
Mon Jul 9 10:54:06.952 IST
tunnel-ip1 is up, line protocol is up
Interface state transitions: 1
Hardware is Tunnel
Internet address is 20.1.1.2/24
MTU 1500 bytes, BW 100 Kbit (Max: 100 Kbit)

reliability 255/255, txload 2/255, rxload 2/255
Encapsulation TUNNEL_IP, loopback not set,
Last link flapped 00:03:54
Tunnel TOS 0
Tunnel mode GRE IPV4
Keepalive is enabled, interval 10 seconds, maximum retry 3
Tunnel source 10.0.0.2, destination 10.1.1.1/32
Tunnel TTL 255
Last input 00:00:00, output 00:00:00
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 1000 bits/sec, 3 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 3 packets/sec

999 packets input, 75088 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets
1001 packets output, 51380 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets

Router# show bfd session interface tenGigE 0/1/1/0.200 detail

I/f: TenGigE0/1/1/0.200, Location: 0/0/CPU0
Dest: 10.1.1.2
Src: 10.0.0.2
State: UP for 0d:0h:6m:9s, number of times UP: 1
Session type: PR/V4/SH
Received parameters:
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Version: 1, desired tx interval: 300 ms, required rx interval: 300 ms
Required echo rx interval: 0 ms, multiplier: 3, diag: None
My discr: 2148532226, your discr: 2148335671, state UP, D/F/P/C/A: 0/0/0/1/0
Transmitted parameters:
Version: 1, desired tx interval: 15 ms, required rx interval: 15 ms
Required echo rx interval: 0 ms, multiplier: 3, diag: None
My discr: 2148335671, your discr: 2148532226, state UP, D/F/P/C/A: 0/1/0/1/0
Timer Values:
Local negotiated async tx interval: 300 ms
Remote negotiated async tx interval: 300 ms
Desired echo tx interval: 0 s, local negotiated echo tx interval: 0 ms
Echo detection time: 0 ms(0 ms*3), async detection time: 900 ms(300 ms*3)
Local Stats:
Intervals between async packets:

Tx: Number of intervals=4, min=1 ms, max=346 s, avg=88 s
Last packet transmitted 23 s ago

Rx: Number of intervals=11, min=1 ms, max=346 s, avg=32 s
Last packet received 23 s ago

Intervals between echo packets:
Tx: Number of intervals=0, min=0 s, max=0 s, avg=0 s

Last packet transmitted 0 s ago
Rx: Number of intervals=0, min=0 s, max=0 s, avg=0 s

Last packet received 0 s ago
Latency of echo packets (time between tx and rx):

Number of packets: 0, min=0 ms, max=0 ms, avg=0 ms
Session owner information:

Desired Adjusted
Client Interval Multiplier Interval Multiplier
-------------------- --------------------- ---------------------
tunl_gre_ma 15 ms 3 15 ms 3

Router# show bfd client

Mon Jul 9 10:55:16.025 IST
Name Node Num sessions
-------------------- ---------- --------------
L2VPN_ATOM 0/0/CPU0 0
bundlemgr_distrib 0/0/CPU0 0
object_tracking 0/0/CPU0 0
pim6 0/0/CPU0 0
pim 0/0/CPU0 0
tunl_gre_ma 0/0/CPU0 1

Router# show tunnel ip keepalive
Mon Jul 9 10:54:30.005 IST

---- Tunnel GRE Keepalive Database ----

interface tunnel-ip1
tunnel interface/basecaps state UP/UP
tunnel ifhandle 0x90
tunnel source 10.0.0.2
tunnel destination 10.1.1.1
tunnel transport vrf id 0x60000000
tunnel transport vrf table id 0xe0000000
tunnel ttl 255
tunnel flags 0x1400
tunnel keepalive max retries 3
tunnel keepalive period 10
tunnel keepalive state 0x2
tunnel keepalive fail count 0
tunnel keepalive packets sent 27
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Timestamp of last KA sent Mon Jul 9 10:54:21 2018
tunnel keepalive packets received 24
Timestamp of last KA received Mon Jul 9 10:54:21 2018

関連コマンド

• bfd minimun-interval

• bfd multiplier

• tunnel bfd

双方向フォワーディング検出 IPv6マルチホップ
双方向フォワーディング検出（BFD）IPv6マルチホップ機能では、BFDネイバーを物理的ま
たは論理的に複数ホップ離れた場所に配置できる IPv6マルチホップ BFDセッションが可能に
なります。BFDネイバーに到達するために、複数のパスを使用できます。BFDパケットは、
対応する BFDセッションをホストしている可能性のあるラインカードで受信されます。ある
ラインカード内のBFDエージェントが、別のラインカード上の出力インターフェイスからBFD
パケットを送信することが必要になる場合があります。

IPv6マルチホップに対する BFDのサポートは、BFD IPv4マルチホップと同様です。BFD IPv6
マルチホップは、ASR 9000イーサネットラインカードおよび ASR 9000拡張イーサネットラ
インカードでサポートされます。

BFD IPv6マルチホップ機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ
700ではサポートされません。

BFD IPV6マルチホップでは、BFDネイバーが常に 1ホップ離れていて、ラインカード内の
BFDエージェントが常に同じラインカード上のローカルインターフェイス経由で BFDパケッ
トを受信または送信する、単一パス IPv6 BFDセッションの制約事項が解消されます。

IPv6マルチホップリンクの BFDスイッチングメカニズムは、BFDパケットがあるエンドポ
イントノードから他のエンドポイントノードに送信されたときに使用されます。BFDパン
ティングメカニズムは、BFDパケットがリモートエンドポイントノードで受信されたときに
使用されます。

疑似回線ヘッドエンドを介した BFD
疑似回線ヘッドエンド（BFDoPWHE）を介した Bidirectional Forwarding Detection機能により、
カスタマーエッジ（CE）から擬似回線ヘッドエンド（S-PE）のリンクを介した BFDサポート
が可能になり、eBGPネイバー間のパスに沿って迅速に障害を検出できます。

PWHEを介した BFDは、ASR 9000拡張イーサネットラインカードでのみサポートされていま
す。

PWHEを介した BFDは次をサポートしています。

• CEと PWHE PE間のエンドツーエンドの障害検出のための擬似回線単位の BFDセッショ
ン
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• BFDv4 for IPv4と BFDv6 for IPv6（スタティックと BGP）

• PWHEを介した BFD非同期モード

•擬似回線 VCタイプ 4およびタイプ 5

PWHEを動作させるには、PWHE汎用インターフェイスリストに含まれているラインカードの
いずれかでBFDエージェントをホストする必要があります。BFDマルチパスは、汎用インター
フェイスリストに含まれているラインカード用に設定する必要があります。

BFDマルチパスセッションをホストして、 PWHEを介した BFDを有効にするために特定のラ
インカードを含めるには、bfd multipath include location node-idコマンドを使用します。

サテライトインターフェイスを介した BFD
サテライトインターフェイスを介した双方向フォワーディング検出（BFD）機能は、サテライ
トラインカード上で BFDをサポートします。サテライトインターフェイスは、仮想（バンド
ル）インターフェイスと呼ばれています。BFDはマルチパスインフラストラクチャを使用し
て、サテライトラインカード上の BFDをサポートします。サテライトを介した BFDはマルチ
パス（MP）シングルホップセッションであり、IPv4アドレス、IPv6グローバルアドレス、お
よび IPv6リンクローカルアドレスでサポートされています。サテライトを介した BFDは、
ASR 9000拡張イーサネットラインカーでのみサポートされており、また、非同期モードでサ
ポートされています。エコーモードでは、サテライトを介した BFDはサポートされていませ
ん。

• bfd multipath include location node-idコマンドは ASR 9000イーサネットラインカード
ではサポートされていません。したがって、サテライトインターフェイスを介した BFD
機能は、ASR 9000イーサネットラインカードでは動作しません。

•サテライトインターフェイスを介した BFDは、nVエッジシステムではサポートされてい
ません。

• nVサテライトのアクセスポートバンドルは、シャーシ間リンク（ICL）がバンドル（バン
ドルトポロジを介したバンドル）でもある場合、バンドルを介したBFD（BoB）をサポー
トしません。

（注）

IRBを介した BFD
VLANでルータを使用するには、ルータが VLANヘッダーを維持した状態で、あるインター
フェイスから別のインターフェイスにフレームを転送可能である必要があります。レイヤ 3
（ネットワーク層）プロトコルをルーティングするようにルータを設定する場合は、フレーム

を受信するインターフェイスで VLANとMACレイヤが終端します。MAC層のヘッダーは、
ルータがネットワーク層プロトコルをブリッジングする場合に維持できます。ただし、通常の

ブリッジングでも VLANヘッダーは終端されます。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
282

BFDの実装

サテライトインターフェイスを介した BFD



Cisco IOS XRソフトウェアリリース 5.1.0以降の Integrated Routing Bridging（IRB）機能を使用
すると、同じインターフェイス上の同じネットワーク層プロトコルをルーティングし、ブリッ

ジングするようにルータを設定できます。これにより、VLANヘッダーは、あるインターフェ
イスから別のインターフェイスへのルータを通過する間、フレームで維持されるようになりま

す。IRBは、ブリッジグループ仮想インターフェイス（BVI）により、ブリッジドドメインと
ルーテッドドメイン間でルーティングする機能を提供します。BVIは、ルータ内の仮想イン
ターフェイスであり、ブリッジングをサポートしないが、ルータ内のルーテッドインターフェ

イスに相当するブリッジグループを代表する、正常なルーテッドインターフェイスのように

動作します。BVIのインターフェイス番号は、仮想インターフェイスが代表するブリッジグ
ループの番号です。この番号が BVIとブリッジグループ間のリンクになります。

BVIはルーテッドインターフェイスとしてブリッジグループを代表するため、ネットワーク層
アドレスのようなレイヤ3（L3）特性のみにより設定する必要があります。同様に、プロトコ
ルのブリッジングのために設定されたインターフェイスは、どのような L3特性によっても設
定してはなりません。

IRBを介した BFDはマルチパスのシングルホップセッションです。BFDマルチパスセッショ
ンでは、BFDを仮想インターフェイス上か、または複数ホップ離れたインターフェイス間に適
用できます。Cisco IOS XRソフトウェアの BFDマルチホップは、「RFC 5883：マルチホップ
パスの双方向転送検出（BFD）（RFC5883—Bidirectional ForwardingDetection (BFD) forMultihop
Paths）」に基づいています。IRBを介した BFDは、IPv4アドレス、IPv6グローバルアドレ
ス、および IPv6リンクローカルアドレスでサポートされています。IRBを介した BFDは非同
期モードでのみサポートされており、エコーモードはサポートされていません。IRBを介した
BFD機能は、ASR 9000拡張イーサネットラインカードでのみサポートされています。

メンバリンク単位のバンドルを介した BFD
メンバリンク単位のバンドルを介したBFD（BoB）モードは、異なるプラットフォーム間で相
互運用可能なリンク集約（LAG）メンバリンクの標準ベースの高速障害検出機能です。これに
より、Ciscoまたは IETF標準のいずれかを使用するめのメンバリンク単位のモードを選択する
オプションが提供されます。この機能は、CiscoASR 9000拡張イーサネットラインカードでの
みサポートされています。

•システム内のすべてのバンドルは、任意の単一時点で複数のモードに属することができま
す。

•バンドルを介した BoBを設定するためのグローバルコマンドは、リリース 5.3.0までのみ
使用できます。5.3.1以降のリリースでは、バンドル単位でバンドルを介した BFDの
CISCO/IETFモードのサポートを設定するオプションが提供されています。

（注）

• Ciscoモードでは CDP MACを使用しますが、IETFモードでは IANAによって割り当てら
れたMACが使用されます。

•バンドルを介した Cisco BFDセッションでは宛先 UDPポートとして 3784が使用され、バ
ンドルを介した IETF BFDセッションでは宛先 UDPポートとして 6784が使用されます。
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制限事項

次の制限は、メンバリンク単位のバンドルを介した BFDモード機能に適用されます。

• Cisco ASR 9000拡張イーサネットラインカードでのみサポートされます。

• BFDエコーモードはサポートされていません。

• IPv6は IETFモードでサポートされており、シスコモードではサポートされていません。

•モードの変更は、新しいセッションにのみ適用されます。既存のセッションに対してモー
ドの変更を適用するには、セッションを削除してから再作成します。

•メンバインターフェイス上のBFDセッションは、1つのモード（Ciscoモードまたは IETF
モード）にのみ属することができます。同じバンドル内でのモードの混在はサポートされ

ていません。

バンドルを介したBFDの CISCO/IETFモードのバンドル単位でのサポー
ト

BFDoverBundle（BoB）モードは、異なるプラットフォーム間で相互運用可能なリンクアグリ
ゲーション（LAG）メンバーリンクの標準ベースの高速障害検出です。バンドルごとの BoB
サポートでは、さまざまなシステムでリロードやプロセスの再起動を必要とせずに、バンドル

ごとにCiscoまたは IETF標準を選択するオプションが提供されます。デフォルトはCiscoモー
ドです。

バンドルを介したCISCO/IETF BoBを設定するための以前のリリースで使用可能なグローバル
レベルのコマンドはリリース 5.3.1以降、廃止されています。スムーズにアップグレードでき
るようにするため、バンドルをインターフェイスレベルで設定することをお勧めします。

（注）

• Ciscoモードでは CDP MACを使用しますが、IETFモードでは IANAによって割り当てら
れたMACが使用されます。

•バンドルを介した Cisco BFDセッションでは宛先 UDPポートとして 3784が使用され、バ
ンドルを介した IETF BFDセッションでは宛先 UDPポートとして 6784が使用されます。

制約事項

次の制限はバンドルを介した BFDモード機能に適用されます。

• Cisco ASR 9000拡張イーサネットラインカードでのみサポートされます。

• BFDモードの変更（Ciscoから IETFおよびその逆）は、バンドルの BFD状態が「ダウン
（down）」または「動作不能（nonoperational）」の場合にのみ実行されます。
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BoBを動作不能にするには、 no bfd address-family ipv4 fast-detect
コマンドを使用します。また、特定のバンドルでシャットダウン

を設定することによっても、バンドルを「ダウン」状態に設定で

きます。

（注）

•バンドルが新しい BFDモードの変更を受け入れるようにするには、既存の BFDセッショ
ンをダウンさせてから、再作成する必要があります。

• BFDエコーモードは、バンドルを介した IETF BFD（BoB）セッションではサポートされ
ていません。

BFDダンプニング
双方向フォワーディング検出（BFD）は、ネイバーに対する到達可能性の障害を迅速に認識し
て通知するために、ルーティングプロトコルで使用されているメカニズムです。BFDでクライ
アントの到達可能性ステータスの変更が検出されると、そのネイバーがすぐに通知を受けま

す。小さい障害であってもコンバージェンスに影響を与えないよう、ルーティングテーブルの

変更を最小限にすることが重要になる場合があります。過剰にフラップが発生する不安定なリ

ンクは、ネットワークの他のデバイスにかなりの処理リソースを消費させ、ルーティングプロ

トコルでフラッピングンクの状態との同期が失われる原因になる可能性があります。

BFDダンプニング機能によって、設定可能な指数的遅延メカニズムが導入されます。このメカ
ニズムは、BFDでのリモートノードの到達可能性イベントのフラッピングによる過度な影響を
抑えるように設計されています。BFDダンプニング機能を使用して、ネットワークオペレータ
は自動的に特定の BFDセッションをダンプニングして BFDクライアントへの過剰な通知を防
ぐことができ、このようにして、ネットワークが不必要に不安定にならないようにします。

BFDクライアントへの通知のダンプニングにより、モニタリング中のセッションがフラッピン
グを停止して安定するまで BFDの通知を抑制します。

BFDダンプニング機能を、特に高速インターフェイスでルーティングクライアントとともに
設定すると、ネットワーク全体のコンバージェンス時間と安定性が向上します。BFDダンプニ
ングは、IPv4/シングルホップ/マルチホップ、Multiprotocol Label Switching-Transport Profile
（MPLS-TP）、PseudoWire（PW）Virtual Circuit Connection Verification（VCCV）を含む、BFD
セッションのすべてのタイプに適用できます。

BFDセッションダンプニング

BFDテンプレートレベル（シングルホップとマルチホップの両方のテンプレート）で BFDダ
ンプニング機能を設定できます。ダンプニングは、BFDテンプレートを使用するすべてのセッ
ションに適用されます。セッションをダンプニング市内場合は、新しいセッションに対してダ

ンプニングしない新しい BFDテンプレートを使用する必要があります。デフォルトでは、テ
ンプレートのダンプニング機能は有効になっていません。
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BFDハードウェアオフロード
双方向フォワーディング検出（BFD）ハードウェアオフロード機能を使用すると、ASR 9000
拡張イーサネットラインカードのネットワーク処理ユニットに対する非同期 BFD送信（Tx）
と受信（Rx）をオフロードできます。BFDハードウェアオフロードにより拡張性が改善し、
ルーティングテーブル再計算のために迅速な障害検出パケット（メッセージ）をルーティング

プロトコルに送信することで、全体的なネットワークコンバージェンス時間が短縮されます。

次の非同期 BFDセッションは、ASR 9000拡張イーサネットラインカード上のネットワーク処
理ユニットにオフロードされます。

•物理インターフェイスと VLANインターフェイスを介した BFD IPv4セッション。

•物理インターフェイスと VLANインターフェイスを介した BFD IPv6セッション。

• MPLS TP LSPシングルパス（SP）セッションを介した BFD。

BFDハードウェアオフロードモードは、hw-module bfd-hw-offload enableコマンドを使用し
て ASR 9000拡張イーサネットラインカードで有効になります。cXRデバイスの管理モード
と、eXRデバイスのグローバルコンフィギュレーションモードで hw-module bfd-hw-offload
enableコマンドを設定します。設定を有効にするには、コマンドを実行した後にラインカード
をリロードします。

BFDハードウェアオフロードモードを有効にした後は、ASR9000拡張イーサネットラインカー
ドをリロードする必要があります。

（注）

BFDハードウェアオフロードは、BFDセッションの 7つのタイマー間隔をサポートしていま
す。サポートされる最小タイマー間隔は 3.3ミリ秒、最大タイマー間隔は 30秒です。次の表
に、タイマー間隔によって異なる、サポート対象 BFDセッション数の詳細を示します。

ネットワーク処理ユ

ニットでサポートされ

ているセッション

ラインカードでサポー

トされているセッショ

ン数

タイマー間隔BFDセッション

3006003.3ミリ秒IPv4、IPv6、MPLS-TP

1000200015ミリ秒IPv4、IPv6

3000800050ミリ秒IPv4、IPv6

30008000300ミリ秒IPv4、IPv6

300080001秒IPv4、IPv6

300080002秒IPv4、IPv6

3000800030秒IPv4、IPv6
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制約事項

•ハードウェアオフロードされたセッションは、エコーモードをサポートしていません。

• BFDセッションがサポートしているタイマー間隔は 7つのみです。

• In-Service SoftwareUpgrade（ISSU）は、BFDハードウェアオフロードされたセッションを
サポートしていません。

•バンドルメンバリンクを介してハードウェアオフロードされたBFDは、Ciscoモードをサ
ポートしていません。

BFDオブジェクトトラッキング
オブジェクトトラッキングは、リモート IPアドレスの到達可能性を追跡するBFDをサポート
するように拡張されました。これにより、BFDは数ミリ秒程度で検出を実行できるため、完全
な検出と HSRPスイッチオーバーを 1秒未満の時間内で実行できます。

BFDの設定方法

BFD設定時の注意事項
BFDを設定する前に、次の注意事項を考慮してください。

• BFDを使用したFRR/TE、FRR/IP、およびFRR/LDPは、POSインターフェイスおよびイー
サネットインターフェイスでサポートされます。

• Cisco IOS XRソフトウェアで BFDネイバーを確立するには、BFDをダイナミックルー
ティングプロトコルの下で、またはスタティックルートを使用して設定する必要があり

ます。

• BFDセッションの 1秒当たりのパケット数（pps）での最大レートはラインカードに依存
します。BFDをサポートする複数のラインカードがある場合、システム単位の BFDセッ
ションの最大レートは、サポートされるラインカードレートにラインカードの数を掛けた

値です。

BFDスケール値を確認するには、 show bfd summaryコマンドを使用します。

•バンドル内のメンバの最大数は 64です。

• BFDを OSPFとともに使用する場合は、次の注意事項を考慮してください。

• BFDがネイバーから指定ルータ（DR）またはバックアップDR（BDR）へのセッショ
ンを確立するのは、ネイバーの状態がフルである場合だけです。

• BFDは、DR以外のネイバー間にセッションを確立しません（たとえば、その OSPF
状態がどちらも双方向である場合）。
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特定のインターフェイスで BFDを Unicast Reverse Path Forwarding
（uRPF）と併用している場合は、echo disableコマンドを使用し
て、そのインターフェイスでのエコーモードを無効にする必要が

あります。そうしないと、エコーパケットは拒否されます。詳細

については、エコーモードの無効化」の項を参照してください。

IPv4インターフェイスでの IPv4 uRPFのチェックを有効または無
効にするには、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドで [no] ipv4 verify unicast source reachable-viaコマンドを使用し
ます。

注意

echo disableコマンドは、論理バンドル（BLB）を介した BFDではサポートされていません。（注）

ダイナミックルーティングプロトコルの下での、またはスタティッ

クルートを使用した BFDの設定

BGPネイバーでの BFDのイネーブル化

BFDは、ネイバー単位またはインターフェイス単位でイネーブルにすることができます。この
タスクでは、隣接ルータで BGPの BFDをイネーブルにする方法について説明します。イン
ターフェイスごとに BFDを有効にするには、「インターフェイスでの OSPFへの BFDの有効
化」の項にある手順を使用します。

BFD近接ルータの設定は、BGPでのみサポートされます。（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp autonomous-system-number
3. bfd minimum-interval milliseconds
4. bfd multiplier multiplier
5. neighbor ip-address
6. remote-as autonomous-system-number
7. bfd fast-detect
8. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。
このモードでは、BGPルーティングプロセスの設定
を行えます。

router bgp autonomous-system-number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 120

ステップ 2

現在のルータの autonomous-system-numberを取得す
るには、EXEC モードで show bgpコマンドを使用
します。

BFDの最小間隔を設定します。有効値の範囲は 15
～ 30000ミリ秒です。

bfd minimum-interval milliseconds

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bfd
minimum-interval 6500

BFD係数を設定します。bfd multiplier multiplier

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# bfd
multiplier 7

BGPルーティングのためにルータをネイバーコン
フィギュレーションモードにして、ネイバーの IP
アドレスを BGPピアとして設定します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 5

この例では、IPアドレス172.168.40.24を BGPピア
として設定しています。

ネイバーを作成し、そのネイバーをリモート自律シ

ステムに割り当てます。

remote-as autonomous-system-number

例：

ステップ 6

この例では、設定されるリモート自律システムは

2002です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# remote-as
2002

ローカルネットワーキング装置と、ステップ 5で IP
アドレスをBGPピアとして設定したネイバー間での
BFDを有効にします。

bfd fast-detect

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)# bfd
fast-detect

ステップ 7

ステップ 5の例では、IPアドレス 172.168.40.24が
BGPピアとして設定されています。この例では、
ローカルネットワーキング装置とネイバー

172.168.40.24間での BFDが有効になります。

commitステップ 8
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インターフェイスでの OSPFへの BFDの有効化

次に、Open Shortest Path First（OSPF）での BFDを特定のインターフェイスで設定する手順に
ついて説明します。この方法の手順は、コマンドモードが異なる点を除き、IS-ISおよび
MPLS-TEでの BFDを設定する手順と共通です。

インターフェイス単位での BFDの設定は、OSPF、OSPFv3、IS-IS、MPLS-TEでのみサポート
されます。OSPFv3インターフェイスでのBFDの設定については、特定インターフェイスでの
OSPFv3の BFDの有効化を参照してください。

（注）

手順の概要

1. configure
2. bfd multipath include locationnode-id
3. router ospf process-name
4. bfd minimum-interval milliseconds
5. bfd multiplier multiplier
6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. bfd fast-detect
9. commit
10. show run router ospf

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

（任意）インターフェイス上の指定されたバンドル

に BFDマルチパスを有効にします。この手順は、
バンドルインターフェイスに必要です。

bfd multipath include locationnode-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd multipath
include location 0/0/CPU0

ステップ 2

•この手順は、バンドルインターフェ
イスにメンバリンクがあるすべての

ラインカードに対して繰り返す必要

があります。

（注）

OSPFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。このモードでは、OSPFルーティングプロセス
の設定を行えます。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 0

ステップ 3

現在のルータのprocess-nameを取得するには、EXEC
コンフィギュレーション モードで show ospfコマ
ンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

• IS-ISまたはMPLS-TEでの BFDを設
定するには、対応するコンフィギュ

レーションモードを開始します。た

とえば、MPLS-TEの場合は、
MPLS-TEコンフィギュレーション
モードを開始します。

（注）

BFDの最小間隔を設定します。有効値の範囲は 15
～ 30000ミリ秒です。

bfd minimum-interval milliseconds

例：

ステップ 4

この例では、BFDの最小間隔を 6500ミリ秒に設定
しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# bfd
minimum-interval 6500

BFD係数を設定します。bfd multiplier multiplier

例：

ステップ 5

この例では、BFD係数を 7に設定しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# bfd
multiplier 7

OpenShortest Path First（OSPF）領域を設定します。area area-id

例：

ステップ 6

area-idを OSPFエリア識別子に置き換えます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、インターフェイス名と

rack/slot/module/port表記を指定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
interface gigabitEthernet 0/3/0/1

ステップ 7

•この例では、モジュラサービスカードスロッ
ト 3にあるギガビットイーサネットインター
フェイスを示しています。

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するた

めに、BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)# bfd
fast-detect

commitステップ 9

適切なインターフェイスでBFDがイネーブルになっ
ていることを確認します。

show run router ospf

例：

ステップ 10

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)# show
run router ospf
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特定インターフェイスでの OSPFv3の BFDの有効化

次に、OSPFv3でのBFDを特定のインターフェイスで設定する手順について説明します。この
方法の手順は、コマンドモードが異なる点を除き、IS-ISおよびMPLS-TEでの BFDを設定す
る手順と共通です。

インターフェイス単位での BFDの設定は、OSPF、OSPFv3、IS-IS、MPLS-TEでのみサポート
されます。OSPFインターフェイスでの BFDの設定については、インターフェイスでの OSPF
への BFDの有効化を参照してください。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 process-name
3. bfd minimum-interval milliseconds
4. bfd multiplier multiplier
5. area area-id
6. interface type interface-path-id
7. bfd fast-detect
8. commit
9. show run router ospfv3

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

OSPFv3コンフィギュレーションモードを開始しま
す。このモードでは、OSPFv3ルーティングプロセ
スの設定を行えます。

router ospfv3 process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: routerconfig)# router ospfv3 0

ステップ 2

現在のルータのprocess nameを取得するには、EXEC
モードで show ospfv3コマンドを使用します。

• IS-ISまたはMPLS-TEでの BFDを設
定するには、対応するコンフィギュ

レーションモードを開始します。た

とえば、MPLS-TEの場合は、
MPLS-TEコンフィギュレーション
モードを開始します。

（注）

BFDの最小間隔を設定します。有効値の範囲は 15
～ 30000ミリ秒です。

bfd minimum-interval milliseconds

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

この例では、BFDの最小間隔を 6500ミリ秒に設定
しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)# bfd
minimum-interval 6500

BFD係数を設定します。bfd multiplier multiplier

例：

ステップ 4

この例では、BFD係数を 7に設定しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)# bfd
multiplier 7

OSPFv3領域を設定します。area area-id

例：

ステップ 5

area-idは、OSPFv3エリア識別子に置き換えます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# area 0

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、インターフェイス名と

rack/slot/module/port表記を指定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 6

•この例では、モジュラサービスカードスロッ
ト 1にあるギガビットイーサネットインター
フェイスを示しています。

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するた

めに、BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar-if)# bfd
fast-detect

commitステップ 8

適切なインターフェイスでBFDが有効になっている
ことを確認します。

show run router ospfv3

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar-if)#show
run router ospfv3

スタティックルートでの BFDのイネーブル化

次に、スタティックルートでの BFDをイネーブルにする手順について説明します。

バンドル VLANセッションは、間隔 250 ms、係数 3の場合のみに制限されます。これよりも
強力なパラメータは使用できません。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router static
3. address-family ipv4 unicast address nexthop bfd fast-detect [ minimum-interval interval] [

multiplier multiplier]
4. vrf vrf-name
5. address-family ipv4 unicast address nexthop bfd fast-detect
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

スタティックルートコンフィギュレーションモー

ドを開始します。このモードでは、スタティック

ルーティングの設定を行えます。

router static

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static

ステップ 2

指定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィッ
クスおよびフォワーディングネクストホップアド

レスで BFD高速検出を有効にします。

address-family ipv4 unicast address nexthop bfd
fast-detect [ minimum-interval interval] [ multiplier
multiplier]

例：

ステップ 3

•ネクストホップが確実に同じ hello間隔で割り
当てられるようにするには、オプションの

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#
minimum-intervalキーワードと引数を含めまaddress-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 2.6.0.1 bfd

fast-detect minimum-interval 1000 multiplier 5 す。interval引数は、間隔をミリ秒単位で指定す
る数字に置き換えてください。有効値の範囲は

10～ 10,000です。

•ネクストホップが確実に同じ検出乗数で割り当
てられるようにするには、オプションの

multiplierキーワード引数を含めます。multiplier
引数は、検出係数を指定する数字に置き換えて

ください。有効値の範囲は 1～ 10です。

バンドル VLANセッションは、間隔 250
ms、係数 3の場合のみに制限されます。
これよりも強力なパラメータは使用できま

せん。

（注）

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンス
を指定して、その VRFに対するスタティックルー
トコンフィギュレーションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# vrf vrf1

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

指定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィッ
クスおよびフォワーディングネクストホップアド

レスで BFD高速検出を有効にします。

address-family ipv4 unicast address nexthop bfd
fast-detect

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf)#
address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 2.6.0.2

commitステップ 6

IPv6静的ルートでの BFDの有効化

次に、IPv6静的ルートでの BFDの有効化を説明する設定例を示します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# address-family ipv6 unicast 1011:17e4::1/128
ab11:15d2::2 bfd fast-detect minimum-interval 50 multiplier 3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# commit

バンドルメンバリンクでの BFDの設定

バンドルメンバリンクで BFDを設定するための前提条件

バンドルメンバである物理インターフェイスは、間にスイッチを使用せずにピアルータ間で

直接接続している必要があります。

バンドルの BFD宛先アドレスの指定

バンドルの BFD宛先アドレスを指定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 destinationip-address
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したバンドル IDの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 Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
Bundle-Ether 1

接続されたリモートシステムでバンドルインター

フェイスに割り当てられたプライマリ IPv4アドレス
bfd address-family ipv4 destinationip-address

例：

ステップ 3

を指定します。ここで、ip-addressはドット区切り
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bfd
address-family ipv4 destination 10.20.20.1

の 10進数形式（A.B.C.D）の 32ビットの IPアドレ
スです。

commitステップ 4

バンドルメンバの BFDセッションのイネーブル化

バンドルメンバーリンクで BFDセッションをイネーブルにするには、次の手順を実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 fast-detect
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したバンドル IDの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 Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
Bundle-Ether 1

バンドルメンバーリンクで IPv4 BFDセッションを
イネーブルにします。

bfd address-family ipv4 fast-detect

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bfd
address-family ipv4 fast-detect

commitステップ 4
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アクティブバンドルを維持するための最小しきい値の設定

バンドルマネージャは、メンバーリンクの状態に基づいて、バンドルが始動できるまたはアッ

プのまま維持できる、またはダウンしているかどうかを判断するために2つの設定可能な最小
しきい値を使用します。

•アクティブリンクの最小数

•使用可能な最小アクティブ帯域幅

メンバの状態が変更されるたびに、バンドルマネージャは、アクティブメンバの数または使

用可能な帯域幅が最小値より小さいかどうかを判断します。その場合は、バンドルが DOWN
状態になるか、または DOWN状態のままになります。アクティブリンクの数または使用可能
な帯域幅がいずれかの最小しきい値に達すると、バンドルは UP状態に戻ります。

最小バンドルしきい値を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether bundle-id
3. bundle minimum-active bandwidth kbps
4. bundle minimum-active links links
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したバンドル IDの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 Bundle-Ether bundle-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
Bundle-Ether 1

バンドルを始動またはアップのままにできるように

する前に必要な最小帯域幅を設定します。範囲は 1
bundle minimum-active bandwidth kbps

例：

ステップ 3

から、プラットフォームやバンドルタイプによって

異なる数値までです。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle
minimum-active bandwidth 580000

バンドルを始動またはアップのままにできる前に必

要なアクティブリンク数を設定します。指定できる

範囲は 1～ 32です。

bundle minimum-active links links

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle
minimum-active links 2

ステップ 4

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
297

BFDの実装

アクティブバンドルを維持するための最小しきい値の設定



目的コマンドまたはアクション

•すでにアクティブであるバンドルで
BFDが開始された場合、そのバンド
ルの BFD状態は、既存のすべてのア
クティブメンバの BFD状態が既知で
あるときに宣言されます。

（注）

commitステップ 5

バンドルの BFDパケット送信間隔と障害検出時間の設定

バンドルメンバーリンク上のBFDセッションのBFD非同期パケット間隔と障害検出時間は、
バンドル上の bfd address-family ipv4minimum-interval および bfd address-family ipv4multiplier
インターフェイス設定コマンドの組み合わせを使用して設定されます。

BFD制御パケット間隔は、bfd address-family ipv4 minimum-intervalコマンドを使用して直接
設定されます。BFDエコーパケット間隔およびすべての障害検出時間は、これらのコマンド
の間隔および係数の値を組み合わせて決定されます。詳細については、BFDパケット間隔と障
害検出を参照してください。

バンドルメンバリンクでBFD非同期モード制御およびエコーパケットの最小送信間隔と障害
検出時間を設定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 minimum-interval milliseconds
4. bfd address-family ipv4 multiplier multiplier
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したバンドル IDの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 Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
Bundle-Ether 1

bfd address-family ipv4minimum-intervalmillisecondsステップ 3

例：
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd
address-family ipv4 minimum-interval 2000

•バンドルメンバーリンクで IPv4 BFD
セッションの非同期モード制御パケッ

トの最小間隔（ミリ秒単位）を指定し

ます。範囲は 15～ 30000です。この
コマンドでは 15ミリの最小値を設定
できますが、Cisco ASR 9000シリー
ズルータでサポートされる最小値は

50ミリ秒です。

（注）

バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションの
BFD制御、エコーパケット障害検出時間およびエ

bfd address-family ipv4 multiplier multiplier

例：

ステップ 4

コーパケットの送信間隔を決定するために、最小間

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd
address-family ipv4 multiplier 30

隔とともに係数として使用する値を指定します。範

囲は 2～ 50です。デフォルトは 3です。

•このコマンドでは2の最小値を設定で
きますが、サポートされる最小値は 3
です。

（注）

commitステップ 5

バンドルのタイマーを使用した BFD状態変更通知の許容可能な遅延の設定

リンクバンドルメンバの BFDセッションのダウンを宣言する前に、ピアからの BFD SCNの
受信の遅延を許可するために次の 2つの設定可能なタイマーが BFDシステムによってサポー
トされています。

• BFDセッションの開始

•ネイバーによる BFD設定の削除

これらのタイマーの動作方法やその他の BFD状態変更動作の詳細については、メンバリンク
およびバンドルステータスでの BFD状態変更動作の概要を参照してください。

ピアからの BFD SCNの受信の遅延を許可するタイマーを設定するには、次の手順を実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 timers start seconds
4. bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfig seconds
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5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したバンドル IDの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 Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
Bundle-Ether 1

セッションのアップを宣言できるように、BFDメン
バリンクセッションの開始後、BFDピアからの予

bfd address-family ipv4 timers start seconds

例：

ステップ 3

測される通知が受信されるのを待つ秒数を指定しま

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# す。その期間の後に SCNが受信されない場合は、
BFDセッションのダウンが宣言されます。範囲は60
～ 3600です。（Cisco IOSXRRelease 4.0および 4.0.1
では、使用可能な最小値は 30ですが、これはお勧
めできません）。

BFDピア間の設定の不一致を解決できるように、
BFD設定が BFDネイバーによって削除されたこと

bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfig seconds

例：

ステップ 4

の通知の受信後に待機する秒数を指定します。指定

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# されたタイマーに達する前にBFD設定の問題が解決
されない場合、BFDセッションのダウンが宣言され
ます。範囲は 30～ 3600です。

commitステップ 5

バンドル単位のバンドル CISCO/IETFモードを介した BFDのサポートの設定

バンドル CISCO/IETFモードを介した BFDのサポートをバンドル単位で設定するには、次の
手順を実行します。

始める前に

BFDモードの変更（Ciscoから IETFおよびその逆）は、バンドルが新たに作成されるか、ま
たはバンドルのBFD状態が「ダウン（down）」または「BoB動作不能（BoBnonoperational）」
の場合にのみ実行されます。

この手順は、リリース 5.3.1以降に適用されます。（注）
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手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether bundle-id
3. no bfd address-family ipv4 fast-detect
4. commit
5. bfd mode { cisco | ietf }
6. bfd address-family ipv4 fast-detect
7. commit
8. show bundle bundle-ether bundle-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したバンドル IDの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 Bundle-Ether bundle-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
Bundle-Ether 1

指定したバンドルで IPv4 BFDセッションを無効に
します。

no bfd address-family ipv4 fast-detect

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# no bfd
address-family ipv4
fast-detect

commitステップ 4

指定したバンドルのバンドルを介した BFDに Cisco
モードまたは IETFモードを有効にします。デフォ
ルトは cisco です。

bfd mode { cisco | ietf }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bfd mode ietf

ステップ 5

指定したバンドルで IPv4 BFDセッションを有効に
します。

bfd address-family ipv4 fast-detect

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bfd
address-family ipv4
fast-detect

commitステップ 7

選択されたバンドルモードが表示されます。show bundle bundle-ether bundle-idステップ 8
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モードを確認するための showコマンドの出力例

次に、バンドルモードが選択された show bundle bundle-etherコマンドの出力例を示
します。

RP/0/RP0/CPU0:R3-PE3#sh bundle bundle-ether 4301

Bundle-Ether4301
Status: Up
Local links {active/standby/configured}: 2 / 0 / 2
Local bandwidth {effective/available}: 20000000 (20000000) kbps
MAC address (source): 0014.1c00.0003 (Chassis pool)
Inter-chassis link: No
Minimum active links / bandwidth: 1 / 1 kbps
Maximum active links: 64
Wait while timer: 2000 ms
Load balancing: Default
LACP: Operational
Flap suppression timer: Off
Cisco extensions: Disabled

mLACP: Not configured
IPv4 BFD: Operational
State: Up
Mode: ietf ####------ this is the

mode cisco/ietf .
Fast detect: Enabled
Start timer: 60 s
Neighbor-unconfigured timer: 60 s
Preferred min interval: 150 ms
Preferred multiple: 3
Destination address: 101.43.1.1

Port Device State Port ID B/W, kbps
-------------------- --------------- ----------- -------------- ----------
Te0/5/0/4 Local Active 0x8000, 0x0012 10000000

Link is Active
Te0/7/0/8 Local Active 0x8000, 0x0006 10000000

Link is Active

次のタスク

バンドルが新しい BFDモードの変更を受け入れるようにするには、既存の BFDセッションを
ダウンさせてから、再作成する必要があります。

BFDピアへの転送パスをテストするためのエコーモードの有効化
BFDエコーモードは、次のインターフェイスではデフォルトで有効になっています。

• BFDバンドルインターフェイスのメンバリンク上の IPv4の場合。

•最小間隔が 2秒未満である他の物理インターフェイス上の IPv4の場合。
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bfd minimum-interval コマンドを使用して物理インターフェイス
で2秒より長いBFD最小間隔を設定した場合、エコーモードをサ
ポートして有効にするには、この間隔を 2秒未満に変更する必要
があります。これは、エコーモードを常にサポートするバンドル

メンバリンクには適用されません。

（注）

デフォルトのエコーパケット送信元アドレスの上書き

エコーパケット送信元アドレスを指定しないと、BFDはエコーパケットのデフォルト送信元
アドレスとして出力インターフェイスの IPアドレスを使用します。

3.9.0よりも前の Cisco IOS XRリリースでは、エコーパケット送信元アドレスのデフォルト IP
アドレスをルータ IDとして指定されたアドレスに変更するために、router-idコマンドを使用
してローカルルータ IDを設定することを推奨します。

Cisco IOSXRRelease 3.9.0以降では、BFDで echo ipv4 sourceコマンドを使用するか、インター
フェイス BFDコンフィギュレーションモードを使用して、エコーパケット送信元アドレスと
して使用する IPアドレスを指定できます。

ルータ全体で、または特定のインターフェイスについて、BFDのエコーパケットのデフォル
ト IP送信元アドレスを上書きできます。

BFDに対するグローバルでのエコーパケット送信元アドレスの指定

ルータのBFDに対してグローバルにエコーパケット送信元 IPアドレスを指定するには、次の
手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo ipv4 source ip-address
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd
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目的コマンドまたはアクション

BFDエコーパケットで送信元アドレスとして使用さ
れる IPv4アドレスを指定します。ここで、ip-address

echo ipv4 source ip-address

例：

ステップ 3

はドット区切りの10進数形式（A.B.C.D）の32ビッ
トの IPアドレスです。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# echo ipv4

source 10.10.10.1

commitステップ 4

個々のインターフェイスまたはバンドルのエコーパケット送信元アドレスの指定

個々のBFDインターフェイスまたはバンドルのエコーパケット送信元 IPアドレスを指定する
には、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. interface type interface-path-id
4. echo ipv4 source ip-address
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

特定のインターフェイスまたはバンドルに対して

BFDインターフェイスコンフィギュレーションモー
interface type interface-path-id

例：

ステップ 3

ドを開始します。BFDインターフェイスコンフィ
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# interface
gigabitEthernet 0/1/5/0

ギュレーションモードでは、個別のインターフェイ

スまたはバンドルで IPv4アドレスを指定できます。

BFDエコーパケットで送信元アドレスとして使用さ
れる IPv4アドレスを指定します。ここで、ip-address

echo ipv4 source ip-address

例：

ステップ 4

はドット区切りの10進数形式（A.B.C.D）の32ビッ
トの IPアドレスです。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# echo ipv4

source 10.10.10.1

commitステップ 5
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エコー遅延検出に基づいた BFDセッションティアダウンの設定
Cisco IOS XR 4.0.1以降では、設定されたエコー遅延許容値を超えた BFDセッションを停止す
るように非バンドルインターフェイスの BFDセッションを設定できます。

エコー遅延検出を使用して BFDセッションティアダウンを設定するには、次の手順を実行し
ます。

エコー遅延検出を有効にする前に、BFD設定でエコーモードがサポートされていることを確認
してください。

エコー遅延検出はバンドルインターフェイスではサポートされません。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo latency detect [ percentage percent-value [ count packet-count]
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

BFDセッション中のエコーパケットの遅延検出を有
効にします。ここで、各値は次のとおりです。

echo latency detect [ percentage percent-value [ count
packet-count]

例：

ステップ 3

• percentage percent-value：不正遅延として検出す
るエコー障害検出時間のパーセンテージを指定

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# echo latency
detect します。範囲は 100～ 250です。デフォルトは

100です。

• count packet-count：BFDセッションをダウンさ
せる、不正遅延で受信される連続したパケット

の数を指定します。指定できる範囲は 1～ 10
です。デフォルトは 1です。

commitステップ 4
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エコーパスと遅延の検証までの BFDセッション開始の遅延
Cisco IOS XR Release 4.0.1以降、非バンドルインターフェイスの BFDセッションを開始する前
に、エコーパケットパスが動作していて、設定された遅延しきい値内であることを確認できま

す。

エコー起動検証は、バンドルインターフェイスではサポートされません。（注）

BFDのエコー起動検証を設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

エコー起動検証を有効にする前に、BFD設定でエコーモードがサポートされていることを確認
してください。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo startup validate [force]
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/0RP0RSP0/CPU0:router(config)# bfd

BFDセッションを開始する前に、エコーパケット
パスの検証を有効にします。その場合、BFDセッ

echo startup validate [force]

例：

ステップ 3

ションの状態変更を可能にする前に設定済みの遅延
RP/0/0RP0RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo
startup validate 内に送信が成功するかどうかを確認するために、リ

ンク上でエコーパケットが定期的に送信されます。

forceキーワードが設定されていない場合、ローカル
システムは、次の条件が満たされた場合にエコー起

動検証を実行します。

•ローカルルータは、エコーを実行できます（こ
のセッションでは、エコーが有効になっていま

す）。
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目的コマンドまたはアクション

•リモートルータは、エコーを実行できます（リ
モートシステムから受信された制御パケットに

は、ゼロ以外の「RequiredMinEchoRXInterval」
値が含まれています）。

forceキーワードが設定されている場合、ローカル
システムは、次の条件を満たす場合にエコー起動検

証を実行します。

•ローカルルータは、エコーを実行できます（こ
のセッションでは、エコーが有効になっていま

す）。

•リモートルータのエコー機能は考慮されません
（リモートシステムから受信された制御パケッ

トには、ゼロまたはゼロ以外の「Required Min
Echo RX Interval」値が含まれています）。

commitステップ 4

エコーモードの無効化

BFDは、特定の環境ではエコーモードでの非同期動作をサポートしません。BFDを次のアプ
リケーションまたは条件で使用する場合、エコーモードを無効にする必要があります。

• uRPFでの BFD (IPv4)

• BFDバンドルインターフェイスに複数のラックにまたがるメンバリンクがある場合の、
ラックリロードおよび活性挿抜（OIR）をサポートするため。

最小間隔が 2秒より長い場合、BFDエコーモードは、物理イン
ターフェイスのBFDに対して自動的に無効になります。最小間隔
は、BFDバンドルメンバリンクのエコーモードには影響を与え
ません。BFDエコーモードはまた、バンドル VLANおよび IPv6
のBFDに対しても自動的に無効になります（グローバルおよびリ
ンクローカルアドレッシング）。

（注）

ルータ全体で、または特定のインターフェイスについて、BFDのエコーモードを無効にするこ
とができます。

ルータでのエコーモードの無効化

ルータでエコーモードをグローバルに無効にするには、次の手順を実行します。
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手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo disable
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

ルータでエコーモードを無効にします。echo disable

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# echo disable

commitステップ 4

個々のインターフェイスまたはバンドルでのエコーモードの無効化

次に、インターフェイスまたはバンドルでエコーモードを無効にする手順について説明しま

す。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. interface type interface-path-id
4. echo disable
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

特定のインターフェイスまたはバンドルに対して

BFDインターフェイスコンフィギュレーションモー
interface type interface-path-id

例：

ステップ 3

ドを開始します。BFDインターフェイスコンフィ
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# interface
gigabitEthernet 0/1/5/0

ギュレーションモードでは、個別のインターフェイ

スまたはバンドルでエコーモードを無効にすること

ができます。

指定された個別のインターフェイスまたはバンドル

でエコーモードを無効にします。

echo disable

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)# echo
disable

commitステップ 5

BFDダンプニングを使用した BFDセッションフラッピングの最小化
BFDセッションフラッピングを制御するために BFDダンプニングを設定するには、次の手順
を実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. dampening [bundle-member] {initial-wait |maximum-wait | secondary-wait} milliseconds
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

フラッピングを制御するためのBFDセッション開始
の遅延（ミリ秒単位）を指定します。

dampening [bundle-member] {initial-wait |
maximum-wait | secondary-wait} milliseconds

例：

ステップ 3

maximum-waitの値は、initial-waitの値よりも大き
い値にする必要があります。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# dampening
initial-wait 30000
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目的コマンドまたはアクション

ダンプニング値は、バンドルメンバインターフェ

イスおよび非バンドルインターフェイスに対して定

義できます。

commitステップ 4

IPv6チェックサムサポートの有効化および無効化
デフォルトでは、UDPパケットの IPv6チェックサム計算はルータのBFDに対して有効になっ
ています。

ルータ全体で、または特定のインターフェイスのどちらかの BFDの IPv6チェックサムサポー
トを無効にすることができます。IPv6チェックサムサポートが一方のルータでは有効になって
いるが、もう一方のルータでは無効になっている場合は、不良構成が発生する可能性がありま

す。そのため、両方のルータで IPv6チェックサムサポートを有効または無効にする必要があ
ります。

ここでは、次のことについて説明します。

コマンドラインインターフェイス（CLI）は、BFD設定とBFDインターフェイスコンフィギュ
レーションでは若干異なります。BFD設定の場合、disableキーワードはオプションではあり
ません。そのため、そのモードでBFD設定を有効にするには、コマンドの no形式を使用する
必要があります。

（注）

ルータでの BFDの IPv6チェックサム計算の有効化および無効化

ルータで IPv6チェックサム計算をグローバルに有効または無効にするには、次の手順を実行
します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. ipv6 checksum [disable]
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

インターフェイスでの IPv6チェックサムサポートを
有効にします。無効にするには、disableキーワード
を使用します。

ipv6 checksum [disable]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)# ipv6
checksum disable

ステップ 3

commitステップ 4

個々のインターフェイスまたはバンドルのBFDの IPv6チェックサム計算の有効化と無効
化

次に、インターフェイスまたはバンドルで IPv6チェックサム計算を有効または無効にする手
順について説明します。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. interface type interface-path-id
4. ipv6 checksum [disable]
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

特定のインターフェイスまたはバンドルに対して

BFD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 interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# interface
gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスでの IPv6チェックサムサポートを
有効にします。無効にするには、disableキーワード
を使用します。

ipv6 checksum [disable]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)# ipv6
checksum

ステップ 4

commitステップ 5

BFDカウンタのクリアおよび無効化
次に、BFDパケットカウンタの表示およびクリアの手順について説明します。特定ノードま
たは特定インターフェイスでホストされている BFDセッションのパケットカウンタをクリア
することができます。

手順の概要

1. show bfd counters[ ipv4 | all] packet interface type interface-path-id] location node-id
2. clear bfd counters [ ipv4 | ipv6 |all] packet [ interface type interface-path-id] location node-id
3. show bfd counters [ [ipv4 | ipv6 | all] packet [ interface type interface-path-id] location node-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IPv4パケット、IPv6パケット、またはすべてのパ
ケットの BFDカウンタを表示します。

show bfd counters[ ipv4 | all] packet interface type
interface-path-id] location node-id

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show bfd counters all
packet location 0/3/cpu0

IPv4パケット、IPv6パケット、またはすべてのパ
ケットの BFDカウンタをクリアします。

clear bfd counters [ ipv4 | ipv6 |all] packet [ interface
type interface-path-id] location node-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear bfd counters all
packet location 0/3/cpu0

IPv4パケット、IPv6パケット、またはすべてのパ
ケットのBFDカウンタがクリアされていることを確
認します。

show bfd counters [ [ipv4 | ipv6 | all] packet [ interface
type interface-path-id] location node-id

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bfd counters all
packet location 0/3/cpu0
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バンドル上のBFD（BoB）と論理バンドル上のBFD（BLB）の間の共存
設定

BoBと BLBの間の共存メカニズムを設定するには、次のタスクを実行します。

始める前に

MP BFDセッションのホストを許可するには、1つ以上のラインカードを設定する必要があり
ます。ラインカードが搭載されていない場合、ラインカードグループは形成されず、その結

果、BFD MPセッションは作成されません。グループサイズと番号のデフォルト設定では、2
行以上の bfd multiple-paths include location node-idコマンドと有効なラインカードを、グルー
プの形成とBFDMPセッションの確立を開始するためのアルゴリズムの設定に追加する必要が
あります。

次に、設定例を示します。

(config)#bfd multipath include location 0/0/CPU0
(config)#bfd multipath include location 0/1/CPU0

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• bundle coexistence bob-blb inherit
• bundle coexistence bob-blb logical

4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

双方向フォワーディング検出（BFD）を設定し、グ
ローバル BFDコンフィギュレーションモードを開
始します。

bfd

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd

ステップ 2

BoBと BLBの間の共存メカニズムを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 3

• bundle coexistence bob-blb inherit • inherit：「継承された」共存モードを設定する
には、inheritキーワードを使用します。• bundle coexistence bob-blb logical

例： • logical：「論理的な」共存モードを設定するに
は、logicalキーワードを使用します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#bundle

coexistence bob-blb inherit

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#bundle
coexistence bob-blb logical
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目的コマンドまたはアクション

commitステップ 4

BFD IPv6マルチホップの設定

eBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップの設定

eBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd multipath include location node-id
3. router bgp as-number
4. neighbor ip-address ebgp-multihop ttl-value
5. neighbor ip-address bfd fast-detect
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDマルチホップセッションをホストするための指
定されたラインカードを含めます。

bfd multipath include location node-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd multipath
include location 0/7/CPU0

BGP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

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 65001

外部 BGP（eBGP）ネイバーとのマルチホップピア
リングを有効にします。

neighbor ip-address ebgp-multihop ttl-value

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#neighbor
21:1:1:1:1:1:1:2 ebgp-multihop 255

eBGPネイバーの IPアドレスを指定し、BFDの迅速
な検出を有効にします。

neighbor ip-address bfd fast-detect

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#neighbor
21:1:1:1:1:1:1:2 bfd fast-detect

commitステップ 6
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iBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップの設定

iBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd multipath include location node-id
3. router bgp as-number
4. neighbor ip-address bfd fast-detect
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDマルチホップセッションをホストするための指
定されたラインカードを含めます。

bfd multipath include location node-id

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd multipath
include location 0/7/CPU0

BGP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

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router bgp 65001

iBGPネイバーの IPアドレスを指定し、BFDの迅速
な検出を有効にします。

neighbor ip-address bfd fast-detect

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#neighbor
21:1:1:1:1:1:1:2

commitステップ 5

MPLSトラフィックエンジニアリング LSPを介した BFDの設定

TEトンネルを介した BFDに対する BFDパラメータの有効化

TEトンネルの BFDは、トンネルで BFDパラメータを設定することにより、ヘッドエンドで
有効になります。すでに起動しているトンネルでBFDが有効になっている場合、TEは、トン
ネルをダウンさせる前に、起動タイムアウトを待機します。デフォルトでは、TEトンネル上
で BFDは無効になっています。BFDパラメータを設定し、TEトンネルを介した BFDを有効
にするには、次のタスクを実行します。
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BFDは、CPU使用率の変動を避けるために LSP pingメッセージを 50 PPS未満に制限すること
で、BFDセッションの作成ペースを調整します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te interface-number
3. bfd fast-detect
4. bfd minimum-intervalmilliseconds
5. bfd multiplier number
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLSTE）
トンネルインターフェイスを設定し、MPLSTEトン

interface tunnel-te interface-number

例：

ステップ 2

ネル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。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface
tunnel-te 65535

BFD高速検出を有効にします。bfd fast-detect

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd fast-detect

hello間隔をミリ秒単位で設定します。bfd minimum-intervalmilliseconds

例：

ステップ 4

hello間隔の範囲は 100～ 30000ミリ秒です。デフォ
ルトの hello間隔は 100ミリ秒です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd

minimum-interval 2000

BFD乗数検出を設定します。bfd multiplier number

例：

ステップ 5

BFD乗数の範囲は 3～ 10です。デフォルトの BFD
乗数は 3です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd multiplier

5

commitステップ 6

次のタスク

BFDの起動タイムアウト間隔を設定します。

LSPがシグナリングされ、BFDセッションが作成されると、TEはBFDセッションが起動する
までの時間を指定できるようになります。BFDセッションがタイムアウト内に起動しない場
合、LSPは切断されます。そのため、BFD起動タイムアウトを設定する必要があります
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BFD起動タイムアウトの設定

BFD起動タイムアウト間隔を設定するには、次の手順を実行します。デフォルトの起動タイム
アウト間隔は 60秒です。

始める前に

BFDは、MPLS TEトンネルインターフェイスで有効にする必要があります。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te interface-number
3. bfd bringup-timeout seconds
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLSTE）
トンネルインターフェイスを設定し、MPLSTEトン

interface tunnel-te interface-number

例：

ステップ 2

ネル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。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface
tunnel-te 65535

BFDセッションが起動するのを待機する時間間隔
（秒単位）を有効にします。

bfd bringup-timeout seconds

例：

ステップ 3

起動タイムアウトの範囲は6～3600秒です。デフォ
ルトの起動タイムアウト間隔は 60秒です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd
bringup-timeout 2400

commitステップ 4

次のタスク

BFDダンプニングパラメータを設定して、TEトンネルを起動し、ネットワーク内のシグナリ
ングの変化を回避します。

TEトンネルの BFDダンプニングの設定

BFDセッションの起動に失敗すると、TEは失敗したパスオプションを使用してすぐにオフに
戻り、ネットワーク内でのシグナリングの変化を回避します。

ダンプニング間隔を設定して TEトンネルを起動するには、次の手順を実行します。

始める前に

• BFDは、MPLS TEトンネルインターフェイスで有効にする必要があります。
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• BFD起動タイムアウト間隔は、bfd bringup-timeoutコマンドを使用して設定する必要が
あります。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te interface-number
3. bfd dampening initial-wait milliseconds
4. bfd dampening maximum-wait milliseconds
5. bfd dampening secondary-wait milliseconds
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLSTE）
トンネルインターフェイスを設定し、MPLSTEトン

interface tunnel-te interface-number

例：

ステップ 2

ネル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。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface
tunnel-te 65535

トンネルが起動するまでの初期遅延間隔を設定しま

す。

bfd dampening initial-wait milliseconds

例：

ステップ 3

初期起動待機遅延間隔の範囲は 1～ 518400000ミリ
秒です。デフォルトの初期待機間隔は 16000ミリ秒
です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd dampening
initial-wait 360000

このオプションを使用すると、以前にシグ

ナリングされた帯域幅を持つ TEトンネル
が起動します。

（注）

トンネルが起動するまでの最大遅延間隔を設定しま

す。

bfd dampening maximum-wait milliseconds

例：

ステップ 4

最大起動待機遅延の時間間隔の範囲は1～518400000
ミリ秒です。デフォルトの初期待機間隔は 600000
ミリ秒です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd dampening
maximum-wait 700000

このオプションを使用すると、設定された

帯域幅を持つ TEトンネルが起動します。
（注）

トンネルを起動するまでのセカンダリ遅延間隔を設

定します。

bfd dampening secondary-wait milliseconds

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

セカンダリ起動待機遅延時間間隔の範囲は 1～
518400000ミリ秒です。デフォルトのセカンダリ待
機間隔は 20000ミリ秒です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd dampening
secondary-wait 30000

commitステップ 6

次のタスク

定期的な LSP pingオプションを設定します。

定期的な LSP ping要求の設定

BFDセッションが起動した後、BFD TLVで定期的な LSP ping要求を送信するように設定する
には、次のタスクを実行します。

始める前に

BFDは、MPLS TEトンネルインターフェイスで有効にする必要があります。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te interface-number
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• bfd lsp-ping interval 300

4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLSTE）
トンネルインターフェイスを設定し、MPLSTEトン

interface tunnel-te interface-number

例：

ステップ 2

ネル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。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface
tunnel-te 65535

LSP ping要求の定期的な間隔を設定するか、または
LSP ping要求を無効にします。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 3

• bfd lsp-ping interval 300
• interval seconds：定期的なLSPping要求の間隔
を秒単位で設定します。間隔の範囲は60～3600
秒です。デフォルトの間隔は 120秒です。

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd lsp-ping
interval 300

または • disable:定期的なLSPping要求を無効にします。
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd lsp-ping
disable

定期的なLSPping要求は、デフォルトで有効になっ
ています。ping要求のデフォルトの間隔は 120秒で
す。BFDは LSP pingを 1秒あたり 50 ping（PPS）に
調整します。そのため、ping間隔は受け入れられま
す。ただし、60～3600秒の間隔を設定しない限り、
これは保証されません。

commitステップ 4

次のタスク

テールエンドで BFDを設定します。

テールエンドでの BFDの設定

LSPセッションを介したすべての BFDに BFD最小間隔と BFD乗数パラメータを設定するに
は、テールエンドグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。範囲とデフォ

ルト値は、BFDヘッドエンド設定値と同じです。BFDは、ヘッドエンドの最小間隔とテール
エンドの最小間隔の間で設定された最大値を使用します。

テールエンドで BFDを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng bfd lsp tailminimum-interval milliseconds
3. mpls traffic-eng bfd lsp tailmultiplier number
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

hello間隔をミリ秒単位で設定します。mpls traffic-eng bfd lsp tailminimum-interval
milliseconds

ステップ 2

hello間隔の範囲は 100～ 30000ミリ秒です。デフォ
ルトの hello間隔は 100ミリ秒です。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#mpls traffic-eng
bfd lsp tail minimum-interval 20000

BFD乗数検出を設定します。mpls traffic-eng bfd lsp tailmultiplier number

例：

ステップ 3

BFD乗数検出の範囲は 3～ 10です。デフォルトの
BFD乗数は 3です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#mpls traffic-eng

bfd lsp tail multiplier 5

commitステップ 4
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次のタスク

BFDマルチパスセッションをホストするように指定されたラインカードを含めるように bfd
multipath include location node-idコマンドを設定します。

ラインカードでの LSPセッションを介した BFDの設定

フロントエンドとテールエンドの両方での LSPセッションを介した BFDは、次の設定が有効
になっているラインカード上でホストされます。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. multipath include location node-id
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# bfd

特定のラインカードに BFDマルチパスを設定しま
す。

multipath include location node-id

例：

ステップ 3

bfd multipath includeを使用して、1枚以上のライン
カードを設定する必要があります。次に例を示しま

す。

bfd
multipath include location 0/1/CPU0
multipath include location 0/2/CPU0

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)# multipath
include location 0/1/CPU0

ヘッドエンドとテールエンドの両方での LSPセッ
ションを介したBFDは、ラインカード上でホストさ
れます。ヘッドエンドとテールエンドの両方での

LSPセッションを介したBFDは、内部選択メカニズ
ムに従ってラインカード 0/1/CPU0と 0/2/CPU0に配
信されます。

commitステップ 4
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BFDオブジェクトトラッキングの設定

手順の概要

1. configure
2. track track-name
3. type bfdrtr rate tx-rate
4. debouncedebounce
5. interface if-name
6. destaddress dest_addr
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

トラックコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

track track-name

例：

ステップ 2

• track-name：トラッキングの対象となるオブジェ
クト名を指定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# track track1

tx_rate：BFDがリモートエンティティをプローブす
る時間（ミリ秒）

type bfdrtr rate tx-rate

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-track)# type bfdrtr
rate 4

debounce：BFDが OTに通知するまでにステータス
が一致しなければならない連続するBFDプローブの
数

debouncedebounce

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# debounce 10

ステップ 4

if_name：BFDがリモートBFDのステータスをチェッ
クするために使用する送信元のインターフェイス

名。

interface if-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-track-line-prot)#
interface atm 0/2/0/0.1

ステップ 5

dest_addr：トラッキングされるリモート BFDエン
ティティの IPV4アドレス。

destaddress dest_addr

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#destaddress
1.2.3.4

commitステップ 7
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BFDを設定するための設定例

BGPを介した BFD：例
次に、自律システム 65000とネイバー 192.168.70.24間での BFDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router bgp 65000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#bfd multiplier 2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#bfd minimum-interval 20
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)#neighbor 192.168.70.24
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#remote-as 2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#bfd fast-detect
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#commit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#end
RP/0/RSP0/cpu 0: router#show run router bgp

OSPFを介した BFD：例
次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで OSPFでの BFDを有効にする例を示しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router ospf 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#area 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#interface gigabitEthernet 0/3/0/1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#bfd fast-detect
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#commit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#end

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show run router ospf

router ospf 0
area 0
interface GigabitEthernet0/3/0/1
bfd fast-detect

次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで OSPFv3での BFDを有効にする例を示し
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router ospfv3 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)#bfd minimum-interval 6500
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)#bfd multiplier 7
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar)#area 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar)#interface gigabitethernet 0/1/5/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar-if)#bfd fast-detect
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar-if)#commit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3-ar-if)#end

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show run router ospfv3
router ospfv3
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area 0
interface GigabitEthernet0/1/5/0
bfd fast-detect

静的ルートを介した BFD：例
次に、IPv4静的ルートでの BFDを有効にする例を示します。この例では、BFDセッション
は、ネクストホップ 10.3.3.3が到達可能になると、このネクストホップで確立されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#10.2.2.0/24 10.3.3.3 bfd fast-detect
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#end

次に、IPv6静的ルートでの BFDを有効にする例を示します。この例では、BFDセッション
は、ネクストホップ 2001:0DB8:D987:398:AE3:B39:333:783が到達可能になると、このネクス
トホップで確立されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#2001:0DB8:C18:2:1::F/64
2001:0DB8:D987:398:AE3:B39:333:783 bfd fast-detect minimum-interval 150 multiplier 4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#end

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show run router static address-family ipv6 unicast

バンドル VLANでの BFD：例
次に、バンドル VLANで BFDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#multipath include location 0/0/CPU0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#exit

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface Bundle-ether 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bundle maximum-active links 1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface TenGigE 0/1/0/1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bundle id 1 mode active
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bundle id 1 mode active
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface Bundle-Ether1.2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#ipv4 address 172.16.2.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#encapsulation dot1q 2
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface Bundle-Ether1.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#ipv4 address 172.16.1.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#encapsulation dot1q 1
!
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)#10.2.1.0/24 172.16.1.2 bfd fast-detect
minimum-interval 250
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)#10.2.2.0/24 172.16.2.2 bfd fast-detect
minimum-interval 250
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)#10.2.3.0/24 172.16.3.2 bfd fast-detect
minimum-interval 250
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)#exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#exit
!

ブリッジグループ仮想インターフェイスを介した BFD：例
次に、ピアノードとuutノードの設定の例を示します。BVIインターフェイスがデフォルトテー
ブルではなく VRFにあることがわかります。
interface BVI100
vrf cctv1 <<<<<<<<<

次に、ピアノードの例を示します。

l2vpn
bridge group bg
bridge-domain bd
interface Bundle-Ether1.100
!
routed interface BVI100
!
!
!
router vrrp
interface BVI100
bfd minimum-interval 15
address-family ipv4
vrrp 100
address 192.168.1.254
bfd fast-detect peer ipv4 192.168.1.2
!
!
!
!
router ospf 100
vrf cctv1
router-id 192.168.1.1
area 0
interface BVI100
!
!
!
!
interface BVI100
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vrf cctv1
ipv4 address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface GigE0/1/0/10
bundle id 1 mode active
no shut
!
interface Bundle-Ether1
no shut
!
interface Bundle-Ether1.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
rewrite ingress tag pop 1 symmetric

!
bfd multipath include loc 0/1/cpu0

interface MgmtEth0/RSP1/CPU0/0
ipv4 address 7.37.19.20 255.255.0.0
no shutdown
!
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 7.37.0.1

次に、uutノードの例を示します。
l2vpn
bridge group bg
bridge-domain bd
interface Bundle-Ether1.100
!
routed interface BVI100
!
!
!
router vrrp
interface BVI100
bfd minimum-interval 15
address-family ipv4
vrrp 100
address 192.168.1.254
bfd fast-detect peer ipv4 192.168.1.1
!
!
!
!
router ospf 100
vrf cctv1
router-id 192.168.1.2
area 0
interface BVI100
!
!
!
!
interface BVI100
vrf cctv1
ipv4 address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
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interface GigE0/1/0/0
bundle id 1 mode active
no shut
!
interface Bundle-Ether1
no shut
!
interface Bundle-Ether1.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
rewrite ingress tag pop 1 symmetric

!
bfd multipath include location 0/1/CPU0

バンドルメンバリンクでの BFD：例
次に、イーサネットバンドルインターフェイスのメンバリンクでBFDを設定する例を示しま
す。

bfd
interface Bundle-Ether4
echo disable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.3
echo disable
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 bundle id 1 mode active
interface GigabitEthernet0/0/0/4 bundle id 2 mode active
interface GigabitEthernet0/1/0/2 bundle id 3 mode active
interface GigabitEthernet0/1/0/3 bundle id 4 mode active
interface Bundle-Ether1
ipv4 address 192.168.1.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface Bundle-Ether1.1
ipv4 address 192.168.100.1/30
encapsulation dot1q 1001
!
interface Bundle-Ether2
bfd address-family ipv4 destination 192.168.2.2
bfd address-family ipv4 fast-detect
bfd address-family ipv4 min 83
bfd address-family ipv4 mul 3
ipv4 address 192.168.2.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface Bundle-Ether3
bfd address-family ipv4 destination 192.168.3.2
bfd address-family ipv4 fast-detect
bfd address-family ipv4 min 83
bfd address-family ipv4 mul 3
ipv4 address 192.168.3.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface Bundle-Ether4
bfd address-family ipv4 destination 192.168.4.2
bfd address-family ipv4 fast-detect
bfd address-family ipv4 min 83
bfd address-family ipv4 mul 3
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ipv4 address 192.168.4.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2
ipv4 address 192.168.10.1/30
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2.1
ipv4 address 192.168.11.1/30
ipv6 address beef:cafe::1/64
encapsulation dot1q 2001
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2.2
ipv4 address 192.168.12.1/30
encapsulation dot1q 2002
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2.3
ipv4 address 192.168.13.1/30
encapsulation dot1q 2003
!
router static
address-family ipv4 unicast
10.10.11.2/32 192.168.11.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
10.10.12.2/32 192.168.12.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
10.10.13.2/32 192.168.13.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
10.10.100.2/32 192.168.100.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3

!
address-family ipv6 unicast
babe:cace::2/128 beef:cafe::2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
!

エコーパケット送信元アドレス：例

次に、ルータ上のすべての BFDセッションの BFDエコーパケットの送信元アドレスとして
IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#echo ipv4 source 10.10.10.1

次に、個々のギガビットイーサネットインターフェイス上のBFDエコーパケットの送信元ア
ドレスとして IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)#echo ipv4 source 10.10.10.1

次に、個々のPacket-over-SONET（POS）インターフェイスのBFDエコーパケットの送信元ア
ドレスとして、IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#interface pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)#echo ipv4 source 10.10.10.1
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エコー遅延検出：例

次の例では、BFD最小間隔は 50 ms、また BFDセッションの係数は 3とします。

次に、1のパケットカウントに対するエコー障害期間（I x M）の 100%のデフォルト値を使用
してエコー遅延検出を有効にする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が150ms
を超える 1つのエコーパケットが検出されると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#echo latency detect

次に、1のパケットカウントに対するエコー障害期間の200%（2倍）に基づいてエコー遅延検
出を有効にする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 300 msを超える 1つの
パケットを検出すると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#echo latency detect percentage 200

次に、3のパケットカウントに対するエコー障害期間の 100%に基づいてエコー遅延検出を有
効にする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 150 msを超える 3つの連続し
たエコーパケットが検出されると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#echo latency detect percentage 100 count 3

エコー起動検証：例

次に、最後に受信された制御パケットにゼロ以外の「Required Min Echo RX Interval」値が含ま
れている場合に、非バンドルインターフェイスの BFDセッションのエコー起動検証を有効に
する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#echo startup validate

次に、最後の制御パケット内の「Required Min Echo RX Interval」値には関係なく、非バンドル
インターフェイスの BFDセッションのエコー起動検証を有効にする例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#echo startup validate force
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BFDエコーモードの無効化：例
次に、ルータでエコーモードを無効にする例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: routerr(config-bfd)#echo disable

次に、インターフェイスでエコーモード無効にする例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)#echo disable

BFDダンプニング：例
次に、BFDバンドルメンバの BFDセッション開始の初期および最大遅延を設定する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#dampening bundle-member initial-wait 8000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#dampening bundle-member maximum-wait 15000

次に、非バンドルインターフェイスの BFDに対するデフォルトの initial-waitを変更する例を
示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#dampening initial-wait 30000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#dampening maximum-wait 35000

BFD IPv6チェックサム：例
次に、ルータのすべての BFDセッションの UDPパケットの IPv6チェックサム計算を無効に
する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#ipv6 checksum disable

次に、ルータのすべての BFDセッションの UDPパケットの IPv6チェックサム計算を再び有
効にする例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#no ipv6 checksum disable
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次に、個々のインターフェイスのBFDセッションのエコーモードを有効にする例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)#ipv6 checksum

次に、個々のインターフェイスのBFDセッションのエコーモードを無効にする例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#bfd
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bfd-if)#ipv6 checksum disable

Cisco IOSおよび Cisco IOS XRソフトウェアを実行しているルータの
BFDピア：例

次に、Cisco IOSソフトウェアを実行しているルータ 1のルータインターフェイスで BFDを設
定し、bfd neighborコマンドを使用してインターフェイスの IPアドレス 192.0.2.1をルータ 2
の BFDピアとして指定する例を示します。ルータ 2は、Cisco IOS XRソフトウェアを実行し
ていて、router staticコマンドと address-family ipv4 unicastコマンドを使用して、IPアドレス
192.0.2.2でルータ 1のインターフェイスに戻るパスを指定します。

ルータ 1（Cisco IOSソフトウェア）

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface GigabitEthernet8/1/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#description to-TestBed1 G0/0/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#ip address 192.0.2.2 255.255.255.0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#bfd neighbor 192.0.2.1

ルータ 2（Cisco IOS XRソフトウェア）

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)#10.10.10.10/32 192.0.2.2 bfd fast-detect
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)#exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)#exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)#ipv4 address 192.0.2.1 255.255.255.0

BFD IPv6マルチホップの設定：例

eBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップの設定：例

次に、eBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定する例を示します。
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bfd
multipath include location 0//CPU0
!
router bgp 65001
neighbor 21:1:1:1:1:1:1:2
bfd fast-detect
ebgp-multiphop 255

iBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップの設定：例

次に、iBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定する例を示します。

bfd
multipath include location 0/7/CPU0
!
router bgp 65001
neighbor 21:1:1:1:1:1:1:2
bfd fast-detect

MPLS TE LSPを介した BFD：例
次に、MPLS TE LSPを介した BFDの設定方法の例を示します。

MPLS TEトンネルヘッドエンド設定を介した BFD：例

次に、ヘッドエンドでMPLS TEトンネルを介した BFDを設定する例を示します。

bfd multipath include loc 0/1/CPU0
mpls oam
interface tunnel-te 1 bfd fast-detect
interface tunnel-te 1
bfd minimum-interval
bfd multiplier
bfd bringup-timeout
bfd lsp-ping interval 60
bfd lsp-ping disable
bfd dampening initial-wait (default 16000 ms)
bfd dampening maximum-wait (default 600000 ms)
bfd dampening secondary-wait (default 20000 ms)
logging events bfd-status

MPLS TEトンネルテールエンド設定を介した BFD：例

次に、テールエンドでMPLS TEトンネルを介した BFDを設定する例を示します。

bfd multipath include loc 0/1/CPU0
mpls oam
mpls traffic-eng bfd lsp tail multiplier 3
mpls traffic-eng bfd lsp tail minimum-interval 100

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
332

BFDの実装

MPLS TE LSPを介した BFD：例



次の作業
BFDは、複数のプラットフォームでサポートされます。これらのコマンドの詳細については、
プラットフォームに対応する『Cisco IOS XR Routing Command Reference』および『Cisco IOS XR
MPLS Command Reference』の関連の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5845/prod_command_reference_list.html

•『BGP Commands on Cisco IOS XR Software』

•『IS-IS Commands on Cisco IOS XR Software』

•『OSPF Commands on Cisco IOS XR Software』

•『Static Routing Commands on Cisco IOS XR Software』

•『MPLS Traffic Engineering Commands on Cisco IOS XR Software』

その他の参考資料
ここでは、Cisco IOS XRソフトウェアの BFDの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routers

BFDコマンド：コマンド構文の詳細、コマン
ドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用

上のガイドライン、例

Modular QoS Configuration Guide for Cisco ASR
9000 Series Routers

QoSパケット分類の設定

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。
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RFC
タイトルRFC

『Bidirectional Forwarding Detection』、2010年
6月

rfc5880_bfd_base

『BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop)』、2010
年 6月

rfc5881_bfd_ipv4_ipv6

『BFD for Multihop Paths』、2010年 6月rfc5883_bfd_multihop

MIB
MIBのリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの
場所を特定してダウンロードするには、次の

URLにある Cisco MIB Locatorを使用して、
[Cisco Access Products]メニューからプラット
フォームを選択します。
https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/
servlet/index

—

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトで
は、製品、テクノロジー、ソリューション、

技術的なヒント、およびツールへのリンクな

どの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能

です。Cisco.comに登録済みのユーザは、この
ページから詳細情報にアクセスできます。
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第 5 章

EIGRPの実装

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は、シスコによって開発された IGRPの拡
張バージョンです。このモジュールでは、Cisco IOS XRソフトウェアを使用して基本 EIGRP
設定を実装するために理解する必要がある概念と作業について説明します。EIGRPはディスタ
ンスベクトルルーティングテクノロジーを採用しているため、ルータはネットワーク全体で

のルータとリンクのすべての関係を認識する必要がありません。各ルータは対応する距離の宛

先をアドバタイズし、ルート受信時に距離を調整し、ネイバールートへ情報を伝搬します。

次の機能に関連するEIGRPの設定については、このモジュールの関連資料（375ページ）を参
照してください。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3バーチャルプライベートネッ
トワーク（VPN）

• Site of Origin（SoO）のサポート

Cisco IOS XRソフトウェアの EIGRPの詳細とこのモジュールに示す EIGRPコマンドの詳細な
説明については、 Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersの「EIGRP
Commands」の章を参照してください。設定作業の実行時に使用する可能性があるその他のコ
マンドに関するドキュメントを見つけるには、オンラインのCisco IOS XRソフトウェアマス
ターコマンド索引を検索してください。

（注）

EIGRPの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース3.7.2

ワイドメトリックサポート機能が追加されました。リリース4.3.0

Site ofOrigin（SoO）属性のサポートが追加されました。リリース6.0.1

• EIGRPの実装の前提条件（336ページ）
• EIGRPの実装での制約事項 （336ページ）
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• EIGRPの実装に関する情報（336ページ）
• EIGRPの実装方法 （352ページ）
• EIGRPの実装の設定例 （373ページ）
•その他の参考資料（375ページ）

EIGRPの実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

EIGRPの実装での制約事項
Cisco IOS XRソフトウェアのこのバージョンで EIGRPを実行する場合には、次の制約事項が
あります。

•最大 4つの EIGRPプロセスのインスタンスがサポートされます。

• EIGRPプロセス名に使用できる文字は、@ . # : - _ のみです。

•簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）MIBはサポートされていません。

•ネットワークコマンドがないため、インターフェイスのスタティックルートは EIGRPに
自動的に再配布されません。

•接続ルートおよび静的ルートの再配布には、メトリック設定が必要です（default-metric
コマンドまたはルートポリシーのいずれかを使用）。

•自動要約はデフォルトでは無効になっています。

•スタブリークマップはサポートされていません。

EIGRPの実装に関する情報
EIGRPを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

EIGRP機能の概要
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は、さまざまなトポロジとメディアに適し
た内部ゲートウェイプロトコルです。EIGRPは拡張性が高く、最小限のネットワークトラ
フィックで非常に短いコンバージェンス時間を実現します。

通常の動作では EIGRPのネットワークリソース使用率は非常に低くなります。安定したネッ
トワークでは helloパケットだけが送信されます。トポロジの変更が生じた場合、ルーティン
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グテーブル全体ではなくルーティングテーブルの変更だけが伝搬されます。この伝搬により、

ネットワーク上でのルーティングプロトコル自体による負荷が減ります。EIGRPは、ネット
ワークトポロジ変更においても短いコンバージェンス時間を実現します。

EIGRPにおける距離情報は、使用可能な帯域幅、遅延、負荷率、リンク信頼性の総合情報とし
て表され、またコンバージェンスプロパティと運用効率が向上します。リンク特性を細かく調

整することで最適なパスが実現します。

EIGRPに採用されているコンバージェンステクノロジーは、SRI Internationalで行われた調査
に基づき、DiffusingUpdateAlgorithm（DUAL）と呼ばれるアルゴリズムを採用しています。こ
のアルゴリズムは、ルート計算中のどの時点でもループが発生しないようにし、トポロジ変更

に関与するすべてのデバイスを同時に同期できるようにします。トポロジ変更の影響を受けな

いルータは、再計算に含まれません。DUALを使用した場合のコンバージェンス時間は、既存
の他のルーティングプロトコルのコンバージェンス時間に匹敵します。

EIGRPの機能
EIGRPは、次の機能を提供します。

•高速コンバージェンス：DUALアルゴリズムにより、現在利用可能なルーティングプロ
トコルと同様にルーティング情報を迅速にコンバージできます。

•部分アップデート：宛先の状態が変化した場合、EIGRPは、ルーティングテーブルの内容
全体を送信するのではなく、差分アップデートを送信します。この機能により、EIGRPパ
ケットに必要な帯域幅が最小限に抑えられます。

•ネイバー探索メカニズム：隣接ルータの学習に使用される簡単な helloメカニズムです。
これはプロトコルに依存しません。

•可変長サブネットマスク（VLSM）

•任意のルート集約

•スケーリング：EIGRPは大規模なネットワークに合わせて拡張します。

Cisco IOS XRの実装でサポートされている主な機能を次に示します。

• Site of Origin（SoO）およびボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）コストコミュニ
ティサポートによるプロバイダーエッジ（PE）-カスタマーエッジ（CE）プロトコルのサ
ポート。

• MPLSに対する PECEプロトコルサポート。

EIGRPコンポーネント
EIGRPには、次の 4つの基本コンポーネントがあります。

•ネイバー探索またはネイバー回復

• Reliable Transport Protocol
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• DUAL有限状態マシン

•プロトコル依存モジュール

ネイバー探索およびネイバーの回復：直接接続されたネットワーク上の他のルータに関する情

報を動的に取得するために、ルータで使用されるプロセスです。また、ネイバーが到達不能ま

たは動作不能になっていることを検出するためにも使用されます。ネイバー探索およびネイ

バーの回復は、サイズの小さな helloパケットを定期的に送信することにより、わずかなオー
バーヘッドで行われます。helloパケットを受信しているかぎり、Cisco IOS XRソフトウェア
はネイバーがダウンせずに機能しているものと判定します。ネイバーが正常に動作しているこ

とが確認されると、隣接ルータとの間でルーティング情報を交換できます。

Reliable Transport Protocol：EIGRPパケットをすべてのネイバーに確実に、順序どおりに配信し
ます。マルチキャストパケットとユニキャストパケットが混在した伝送もサポートされます。

EIGRPパケットには、確実に送信する必要があるものと、その必要がないものがあります。効
率化のため、信頼性は必要時にのみ提供されます。たとえば、マルチキャスト機能を備えてい

るマルチアクセスネットワーク（イーサネットなど）では、すべてのネイバーに対して個別に

helloパケットを高信頼性で送信する必要はありません。そのため、EIGRPは、1つのマルチ
キャスト helloを送信し、パケットに確認応答が必要ないという通知をそのパケットに含めま
す。その他のタイプのパケット（アップデートなど）には、確認応答が必要であり、そのこと

をパケットで示します。信頼性の高い転送では、確認応答のないパケットの保留中にすばやく

マルチキャストパケットを送信できます。これにより、さまざまな速度のリンクが存在する場

合でも短いコンバージェンス時間を維持できます。

DUAL有限状態マシンには、すべてのルート計算の決定プロセスが組み込まれており、すべて
のネイバーによってアドバタイズされたすべてのルートが追跡されます。DUALは距離情報
（メトリックともいう）を使用して、効率的な、ループのないパスを選択し、DUALは到達可
能条件の計算に基づいてルーティングテーブルに挿入するルートを選択します。後継ルータ

は、宛先への最小コストパス（ルーティングループに関連しないことが保証されている）を

持つ、パケット転送に使用される隣接ルータです。フィジブルサクセサはないが、宛先をアド

バタイジングするネイバーがある場合、再計算が行われ、この結果、新しい後継ルータが決定

されます。ルートの再計算に必要な時間は、コンバージェンス時間に影響します。再計算は、

プロセッサに高い負荷を与えます。したがって、不要な再計算を行わないことを推奨します。

トポロジが変更されると、DUALはフィジブルサクセサの有無を調べます。適切なフィジブ
ルサクセサが存在する場合は、それらを探して使用し、不要な再計算を回避します。

プロトコル依存モジュールは、ネットワーク層プロトコル固有のタスクを実行します。たとえ

ば EIGRPモジュールでは、IPで暗号化されている EIGRPパケットの送信と受信を行います。
また、EIGRPパケットを解析したり、DUALに受信した新しい情報を通知したりします。EIGRP
は DUALにルーティング決定を行うように要求しますが、結果は IPルーティングテーブルに
格納されます。EIGRPは、他の IPルーティングプロトコルによって取得したルートの再配信
も行います。

EIGRP設定のグループ化
Cisco IOSXRソフトウェアは、ルータEIGRPコンフィギュレーションモードですべてのEIGRP
設定（EIGRPに関連するインターフェイス設定も含む）をグループ化します。EIGRP設定全
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体を表示するには、show running-config router eigrpコマンドを使用します。このコマンドの
出力には、設定されている EIGRPインスタンスの実行設定（インターフェイス割り当てとイ
ンターフェイス属性を含む）が表示されます。

EIGRPコンフィギュレーションモード
ここでは各コンフィギュレーションモードの開始方法について説明します。現行のモードで?
コマンドを入力することで、そのモードで使用可能なコマンドを表示できます。

ルータコンフィギュレーションモード

次に、ルータコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configuration
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#

VRFコンフィギュレーションモード

次に、VRFコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configuration
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# vrf customer1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf)#

IPv4アドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、IPv4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例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configuration
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#

IPv4 VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、IPv4 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する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configuration
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# vrf customer1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
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インターフェイスコンフィギュレーションモード

次に、IPv4アドレスファミリコンフィギュレーションモードで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する例を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configuration
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)# interface GigabitEthernet 0/3/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af-if)#

EIGRPインターフェイス
EIGRPインターフェイスは次のいずれかのタイプとして設定できます。

•アクティブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズし、隣接関係を形成します。これ
はデフォルトのインターフェイスタイプです。

•パッシブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズしますが、隣接関係は形成しませ
ん。インターフェイスをパッシブに設定するには、passiveコマンドを使用します。パッシ
ブインターフェイスはむやみに使用せず、EIGRPドメインに挿入する必要がある重要な
プレフィックス（ループバックアドレスなど）に対して使用してください。アドバタイズ

する必要がある接続プレフィックスが多数ある場合は、代わりに適切なポリシーを使用し

た接続ルートの再配布を使用してください。

EIGRPプロセスへの再配布
他のプロトコルからのルートを EIGRPに再配布できます。ルートポリシーは、redistributeコ
マンドで設定できます。メトリックが必要です。default-metricコマンドか、またはルートを
EIGRPにインポートする redistributeコマンドを使用して設定されたルートポリシーで設定し
ます。

ルートポリシーでは、宛先、発信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなどの属性に基

づいてルートをフィルタリングできます。VRFで再配布が設定されている場合は、ルーティン
グ情報ベース（RIB）内のルートに接続されている拡張コミュニティがEIGRPによって取得さ
れます。MPSL VPNのバックドアリンクが存在する場合は、ルーティングループを除外する
ために SoOが使用されます。

EIGRPルーティングのメトリックの重み付け
EIGRPは宛先ネットワークへのパスで最小の帯域幅を使用し、ルーティングメトリックを計
算するために合計遅延を使用します。metric weightsコマンドを使用して、EIGRPのルーティ
ングおよびメトリック計算のデフォルト動作を調整できます。たとえば、この調整によって、

人工衛星との送信を可能にするためにシステムの動作をチューニングすることができます。

EIGRPメトリックのデフォルトは、大半のネットワークで最適なパフォーマンスを実現できる
よう、慎重に選択されています。
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デフォルトでは、EIGRP複合メトリックは、特定のルートのセグメント遅延と（拡張およびイ
ンバートされた）最小セグメント帯域幅の合計である 32ビットになります。同種メディアの
ネットワークでは、このメトリックは1ホップカウントまで減少します。混合メディア（FDDI、
イーサネット、および毎秒 9600ビットから T1まで多様なレートのシリアル回線）のネット
ワークでは、最低メトリックのルートが、宛先までの最適なパスになります。

K値の不一致

K値（EIGRPメトリック）の不一致があると、ネイバー関係を確立することができなくなり、
ネットワークのコンバージェンスに悪影響を与えることがあります。次の例で、2つの EIGRP
ピア（ルータ Aとルータ B）間のこの動作について説明します。

K値が一致しないため、ルータ Bのコンソールに次のエラーメッセージが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:Mar 13 08:19:55:eigrp[163]:%ROUTING-EIGRP-5-NBRCHANGE:IP-EIGRP(0)
1:Neighbor 11.0.0.20 (GigabitEthernet0/6/0/0) is down: K-value mismatch

次の 2つのシナリオで、このエラーメッセージが表示される可能性があります。

•同じリンク上に2台のルータが接続されており、ネイバー関係を確立するよう設定されて
いる。ただし、各ルータには異なる K値が設定されている。

次の設定がルータ Aに適用されています。K値は metric weightsコマンドで変更されま
す。帯域幅計算を調整するために、k1引数に値2が入力されます。遅延計算を調整するた
めに、k3引数に値 1が入力されます。

hostname ROUTER-A!
interface GigabitEthernet0/6/0/0
ipv4 address 10.1.1.1 255.255.255.0

router eigrp 100
metric weights 0 2 0 1 0 0
interface GigabitEthernet0/6/0/0

次の設定がルータ Bに適用されています。ただし、metric weightsコマンドは適用されて
おらず、デフォルトの K値が使用されています。デフォルトの K値は、1、0、1、0、お
よび 0です。

hostname ROUTER-B!
interface GigabitEthernet0/6/0/1
ipv4 address 10.1.1.2 255.255.255.0

router eigrp 100
interface GigabitEthernet0/6/0/1

帯域幅計算はルータ Aで 2に設定され、ルータ Bで 1（デフォルト）に設定されます。
この設定により、これらのピアがネイバー関係を形成できなくなります。

• 2つのピアのうち、いずれかが「goodbye」メッセージを送信したのに、受信側のルータが
このメッセージをサポートしていない場合に、K値の不一致エラーメッセージが表示され
ることがあります。この場合には、受信側のルータが、このメッセージをK値の不一致と
解釈します。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
341

EIGRPの実装

K値の不一致



goodbyeメッセージ

goodbyeメッセージは、EIGRPネットワークのコンバージェンスを改善するために設計された
機能です。goodbyeメッセージは、EIGRPルーティングプロセスがシャットダウンしたとき
に、隣接するピアに、近い将来トポロジの変更が生じることを知らせるブロードキャストで

す。この機能により、ホールドタイマーの期限が切れた後でピアがトポロジの変更を検出した

場合よりも効率よく、EIGRPピアがネイバー関係を同期化および再計算する機能をサポートで
きます。

goodbyeメッセージを受信すると、サポートされているリリースを実行しているルータによっ
て、次のメッセージが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:Mar 13 09:13:17:eigrp[163]:%ROUTING-EIGRP-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1:
Neighbor 10.0.0.20 (GigabitEthernet0/6/0/0) is down: Interface Goodbye received

goodbyeメッセージをサポートしていないソフトウェアリリースを実行している Ciscoルータ
は、このメッセージが、K値の不一致であると誤った解釈をして、次のメッセージを表示する
ことがあります。

RP/0/RSP0/CPU0:Mar 13 09:13:17:eigrp[163]:%ROUTING-EIGRP-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1:
Neighbor 10.0.0.20 (GigabitEthernet0/6/0/0) is down: K-value mismatch

サポートしていないピアが goodbyeメッセージを受信しても、通常のネットワーク処理を中断
することはありません。ホールドタイマーの期限が切れると、サポートしていないピアはセッ

ションを終了します。送信元がリロードした後も、送信側および受信側のルータは正常に再コ

ンバージェンスします。

（注）

EIGRPパケットに使用されているリンク帯域幅のパーセンテージ
デフォルトでは、bandwidthインターフェイスコンフィギュレーションコマンドでの設定に
従い、リンク帯域幅の最大 50 %が EIGRPパケットに消費されます。異なるレベルのリンク使
用率が必要な場合、または設定されている帯域幅が実際のリンク帯域幅と一致しない場合は

（ルートメトリックの計算に影響するように設定されている場合があります）、この値を変更

できます。

EIGRPプロセスの浮動サマリールート
summary-addressコマンドを設定するときには浮動サマリールートも使用できます。浮動サマ
リールートは、インターフェイスレベルでデフォルトのルートおよびアドミニストレーティ

ブディスタンスを適用することによって作成されます。この拡張機能の動作を次のシナリオで

説明します。

図 16 :ルータ Bへ適用される浮動サマリールート（343ページ）に、ルータ A、ルータ B、
およびルータ Cの 3つのルータがあるネットワークを示します。ルータ Aは、ネットワーク
内の他の場所からデフォルトルートを学習し、ルータBにこのルートをアドバタイズします。
ルータ Bは、デフォルトのサマリールートだけがルータ Cにアドバタイズされるように設定

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
342

EIGRPの実装

goodbyeメッセージ



されています。デフォルトのサマリールートは、次の設定を使用して、ルータ Bのインター
フェイス 0/1に適用されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)# interface GigabitEthernet 0/3/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af-if)# summary-address 100.0.0.0 0.0.0.0

図 16 :ルータ Bへ適用される浮動サマリールート

ルータ Bのデフォルトのサマリールートの設定は、ルータ Cへの 0.0.0.0/0サマリールートを
送信し、10.1.1.0/24ルートを含む他のすべてのルートをルータCにアドバタイズしないように
します。ただし、この設定では、ルータBのローカル破棄ルートも生成されます。このルート
は、アドミニストレーティブディスタンスが 5のヌル 0インターフェイスへの 0.0.0.0/0のルー
トです。このルートが作成された場合、EIGRPが学習したデフォルトルートよりも優先され
ます。このためルータ Bは、通常では 0.0.0.0.0/0ルートに到達する宛先に到達できなくなりま
す。

この問題は、ルータ Cに接続しているルータ B上のインターフェイスに対して浮動サマリー
ルートを適用することによって解決されます。浮動サマリールートを適用するには、次のコマ

ンド行を使用して、ルータBのインターフェイス上でデフォルトのサマリールートに対してア
ドミニストレーティブディスタンスを関連付けます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# summary-address 100 0.0.0.0 0.0.0.0 250

このコマンド行で適用されたアドミニストレーティブディスタンス 250は、ルータ Bで生成
された破棄ルートに割り当てられています。ルータ Aからの 0.0.0.0/0は EIGRPを介して学習
され、ローカルルーティングテーブルにインストールされます。ルータ Cへのルーティング
が復元されます。

ルータAがルータBに対する接続を失っても、ルータBがルータCへ継続してデフォルトルー
トをアドバタイズしていると、トラフィックは、ルータBへ割り当てられている宛先へ、その
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まま到達することが可能です。ただしルータ Aに到達するネットワークまたはルータ Aの背
後にあるネットワークを宛先とするトラフィックは、ルータ Bに到達するとドロップされま
す。

図17 :デュアルホーム接続リモートへ適用される浮動サマリールート（344ページ）に、コア
からの 2つの接続、ルータ Aおよびルータ Dを持つネットワークを示します。両方のルータ
で、ルータCに接続するインターフェイスで浮動サマリールートが設定されています。ルータ
EとルータCの間の接続に障害が発生しても、ネットワークは正常な処理を続行します。すべ
てのトラフィックは、ルータ Bを通ってルータ Cに流れ、ルータ Aおよびルータ Dへ接続さ
れているホストへ到達します。

図 17 :デュアルホーム接続リモートへ適用される浮動サマリールート

ただしルータ Dとルータ Eの間のリンクで障害が発生した場合、ルータ Eへのリンク（ルー
タCへのリンク以外）が少なくとも 1つアクティブであるかぎり、ルータEは引き続きデフォ
ルトルート（0.0.0.0/0）をルータCにアドバタイズするため、ネットワークではトラフィック
がブラックホールにダンプされることがあります。このシナリオではルータCは引き続きルー
タ Eにトラフィックを転送しますが、ルータ Eはトラフィックをドロップするためブラック
ホールが形成されます。この問題を防ぐには、ネットワークセグメント間の出力点が1つのみ
のシングルホーム接続リモートルータまたはエリアでのみ、アドミニストレーティブディス

タンスを使用してサマリーアドレスを設定してください。（ネットワークのセグメント間の）

出力点が2つ以上存在する場合には、フローティングデフォルトルートを設定すると、ブラッ
クホールが形成される原因となることがあります。
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EIGRPプロセスのスプリットホライズン
スプリットホライズンは、EIGRPアップデートパケットとクエリーパケットの送信を制御し
ます。スプリットホライズンがインターフェイスでイネーブルになると、アップデートパケッ

トとクエリーパケットは、このインターフェイスがネクストホップとなる宛先には送信され

ません。この方法でアップデートパケットとクエリーパケットを制御すると、ルーティング

ループが発生する可能性が低くなります。

デフォルトでは、スプリットホライズンはすべてのインターフェイスでイネーブルになってい

ます。

スプリットホライズンは、ルート情報が、その情報の発信元となるインターフェイスからルー

タによってアドバタイズされないようにします。通常、特にリンクが切断された場合には、こ

の動作によって複数のルーティングデバイス間の通信が最適化されます。ただし、非ブロード

キャストネットワーク（フレームリレーや SMDSなど）を使用している場合は、この動作で
は不十分な状況が発生する可能性があります。このような場合は、EIGRPを設定したネット
ワークを含め、スプリットホライズンを無効にする必要が生じることもあります。

EIGRPプロセスの hello間隔と保留時間の調整
helloパケットの間隔と保留時間は調整することができます。

ルーティングデバイスは、定期的に helloパケットを相互に送信して、直接接続されたネット
ワーク上の他のルータをダイナミックに学習します。この情報は、ネイバーを検出したり、ネ

イバーが到達不能または動作不能になったことを学習したりするために使用されます。デフォ

ルトでは、helloパケットは 5秒間隔で送信されます。

自律システム番号によって指定された特定の EIGRPルーティングプロセスの保留時間を、指
定したインターフェイスに対して設定できます。保留時間は、helloパケットでアドバタイズさ
れ、送信元を有効と見なす時間の長さをネイバーに示します。デフォルトの保留時間は、hello
間隔の 3倍（15秒）です。

EIGRPプロセスのスタブルーティング
EIGRPスタブルーティング機能は、ネットワークの安定性を高め、リソース利用率を抑え、
スタブルータ構成を簡素化します。

スタブルーティングは一般にハブアンドスポーク型のネットワークトポロジで使用されま

す。ハブアンドスポークネットワークでは、1つ以上のエンド（スタブ）ネットワークが 1
台のリモートルータ（スポーク）に接続され、そのリモートルータは 1つ以上のディストリ
ビューションルータ（ハブ）に接続されています。リモートルータは、1つ以上のディストリ
ビューションルータにのみ隣接しています。リモートルータへ流れる IPトラフィックのルー
トは、ディストリビューションルータ経由のルートのみです。このタイプの設定は、ディスト

リビューションルータが直接WANに接続されているWANトポロジで使用されるのが一般的
です。ディストリビューションルータは、さらに多くのリモートルータに接続できます。ディ

ストリビューションルータが 100台以上のリモートルータに接続されていることも、よくあ
ります。ハブアンドスポーク型トポロジでは、リモートルータがすべての非ローカルトラ
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フィックをディストリビューションルータに転送する必要があります。これにより、リモート

ルータが完全なルーティングテーブルを保持する必要はなくなります。一般に、ディストリ

ビューションルータはデフォルトルート以外の情報をリモートルータに送信する必要はあり

ません。

EIGRPスタブルーティング機能を使用する場合、EIGRPを使用するように、ディストリビュー
ションルータおよびリモートルータを設定し、さらにリモートルータだけをスタブとして設

定する必要があります。指定されたルートのみが、リモート（スタブ）ルータから伝播されま

す。スタブルータは、サマリー、接続されているルート、再配布されたスタティックルート、

外部ルート、および内部ルートに対するクエリーすべてに、応答として「inaccessible」という
メッセージを返します。スタブとして設定されているルータは、自身のスタブルータとしての

ステータスを報告するために、特殊なピア情報パケットがすべての隣接ルータに送信されま

す。

スタブルータの状態を通知するパケットを受信した隣接ルータは、ルートについてはスタブ

ルータに照会しません。また、スタブピアを持つルータは、そのピアについては照会しませ

ん。スタブルータは、ディストリビューションルータを使用して適切なアップデートをすべ

てのピアに送信します。

図 18 :単純なハブアンドスポークネットワーク

この図は、単純なハブアンドスポーク型設定を示しています。

ルートがリモートルータにアドバタイズされることを、スタブルーティング機能自体が回避

することはありません。図 18 :単純なハブアンドスポークネットワーク（346ページ）の例
では、リモートルータはディストリビューションルータだけを通じて企業ネットワークおよ

びインターネットにアクセスできます。この例では、リモートルータが完全なルートテーブ

ルを保有しても機能面での意味はありません。これは、企業ネットワークとインターネットへ

のパスは常にディストリビューションルータを経由するためです。ルートテーブルが大きく

なると、リモートルータに必要なメモリ量が減るだけです。帯域幅とメモリは、ディストリ

ビューションルータのルートを集約およびフィルタリングすることによって節約できます。リ

モートルータは、宛先に関係なく、ディストリビューションルータにすべての非ローカルト

ラフィックを送信する必要があるため、他のネットワークから学習されたルートを受け取る必

要がありません。真のスタブネットワークが望ましい場合、ディストリビューションルータ

がリモートルータにデフォルトルートだけを送信するように設定する必要があります。EIGRP
スタブルーティング機能では、ディストリビューションルータでの集約を自動的に有効にし
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ません。ほとんどの場合、ネットワーク管理者が、ディストリビューションルータにサマライ

ズを設定する必要があります。

スタブ機能がない場合、ディストリビューションルータからリモートルータに送信されたルー

トがフィルタリングまたは集約された後でも、問題が発生することがあります。企業ネット

ワーク内でルートが失われると、EIGRPはクエリーをディストリビューションルータに送信
することがあります。ルートがサマライズされている場合でも、ディストリビューションルー

タが代わりにリモートルータにクエリーを送信します。WANリンクを介したディストリビュー
ションルータとリモートルータ間の通信に問題がある場合、EIGRP Stuck In Active（SIA）状
態が発生し、ネットワークのどこかで不安定になる可能性があります。EIGRPスタブルーティ
ング機能を使用することにより、ネットワーク管理者はリモートルータへクエリーが送信され

ないようにできます。

EIGRPプロセスのルートポリシーオプション
ルートポリシーは、 route-policyキーワードと end-policyキーワードで囲まれた一連のステー
トメントと式によって構成されます。個別のコマンド（1行に 1つのコマンド）の集合ではな
く、ルートポリシー内のステートメントには相互に関連するコンテキストがあります。そのた

め、個別のコマンドを各行に記すのではなく、各ポリシーまたはセットは独立した設定オブ

ジェクトとして、1つのユニットとして使用、入力、操作できます。

ポリシー設定の各行は論理サブユニットです。 then、 else、 end-policy キーワードの後ろに
は、少なくとも 1つの新しい行を続ける必要があります。（EIGRPコンテキストの）ASパス
セット、コミュニティセット、拡張コミュニティセット、またはプレフィックスセットを参

照するパラメータリストと名前ストリングを閉じる括弧の後には改行が必要です。ルートポ

リシーまたはプレフィックスセットの定義の前に、改行を1つ以上挿入する必要があります。
新しい行はポリシー式の論理ユニットの最後に記される必要があります。他の場所に記すこと

はできません。

これはルートポリシーに EIGRPメトリックを設定するコマンドです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set eigrp-metric bandwidth delay reliability loading
mtu

これは、ルートポリシーに EIGRPオフセットリストの機能を提供するコマンドです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# add eigrp-metric bandwidth delay reliability loading
mtu

ルートポリシーは、EIGRPですべてのステートメントが特定の EIGRP接続点に適用可能な場
合にのみ使用することができます。次のコマンドはルートポリシーを受け入れます。

• default-information allowed：matchステートメントが宛先に対して許可されます。setス
テートメントは使用できません。

• route-policy：matchステートメントが宛先、ネクストホップ、およびタグに対して許可さ
れます。setステートメントが eigrp-metricおよび tagに対して許可されます。
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• redistribute：matchステートメントが宛先、ネクストホップ、ソースプロトコル、タグ、
およびルートタイプに対して許可されます。setステートメントが eigrp-metricおよび tag
に対して許可されます。

タグ設定範囲は、内部ルートの場合は 0～ 255、外部ルートの場合は 0～ 4294967295です。

EIGRPレイヤ 3 VPN PE-CE Site-of-Origin
EIGRP MPLSと IP VPN PE-CE Site-of-Origin（SoO）機能により、マルチプロトコルラベルス
イッチング（MPLS）および IPバーチャルプライベートネットワーク（VPN）トラフィック
を、EIGRPネットワークに対してサイト単位でフィルタリングする機能が実現しました。SoO
フィルタリングはインターフェイスレベルで設定され、これを使用してMPLSおよび IP VPN
トラフィックを管理し、複雑で複合的なネットワークトポロジにおいて過渡的なルーティング

ループが発生しないようにできます。

Site-of-Origin拡張コミュニティでのルータの相互運用

SoO拡張コミュニティを設定すると、この機能をサポートしているルータで、各ルートの発信
元のサイトを識別できるようになります。この機能が有効になっていると、PEまたはCEルー
タ上の EIGRPルーティングプロセスは、受信したそれぞれのルートを SoO拡張コミュニティ
に対してチェックし、次の条件に基づいてフィルタリングします。

• BGPまたはCEルータから受信したルートに、受信インターフェイス上のSoOと一致する
SoO値が含まれている。

•あるルートが、関連付けられている SoO値とともに受信され、その値が、受信イン
ターフェイス上で設定されている SoO値と一致している場合、そのルートは、別の
PEルータまたはバックドアリンクから学習されたものであるため、フィルタで除外
されます。この動作は、ルーティングループを回避するために設計されています。

• CEルータから受信したルートに、一致しない SoO値が設定されている。

•あるルートが、関連付けられている SoO値とともに受信され、その値が、受信イン
ターフェイス上で設定されている SoO値と一致しない場合、そのルートは、BGPへ
再配布されるように EIGRPトポロジテーブルに受け入れられます。

•ルートがすでに EIGRPトポロジテーブルにインストールされているが、別の SoO値
が関連付けられている場合は、そのルートがBGPへ再配布されるときにトポロジテー
ブルの SoO値が使用されます。

• CEルータから受信したルートに、SoO値が含まれていない。

•受信したルートに SoO値がない場合、そのルートは EIGRPトポロジテーブルに受け
入れられます。ルートが BGPへ再配布される前に、ネクストホップ CEルータに到
達するために使用されるインターフェイスの SoO値がそのルートに付加されます。

SoO拡張コミュニティをサポートする BGPおよび EIGRPピアがこれらのルートを受信す
る場合には、関連付けられている SoO値も受信します。次に、これらの値を、SoO拡張
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コミュニティをサポートしている他の BGPおよび EIGRPピアへ渡します。このフィルタ
リングは、過渡的なルートが発信元サイトから再学習されないように、つまり過渡的な

ルーティングループが発生しないようにする目的で設計されています。

BGPコストコミュニティ、EIGRP、BGP、およびRIBを組み合わせることで、MPLSVPN
コアを介したパスがバックドアリンクよりも優先されるようになります。

MPLS、IPVPN、SoOの設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
MPLS Configuration Guide』の「Implementing MPLS Layer 3 VPNs」を参照してください。

SoO一致条件を使用したルート操作

EIGRPネットワークの SoO設定は、ルーティングポリシーの SoO一致条件を使用してルート
を操作するために使用できます。PEルータの出力インターフェイスは、リモートPEルータの
SoO設定に基づいてルートを比較および操作するために使用されます。

トポロジ

次のトポロジでは、CE1、CE2、および CE3がカスタマーエッジルータです。PE1と PE2は、
プロバイダーエッジルータです。デフォルトでは、CE1はCE3に到達するために PE1 > PE2を
使用します。CE2を使用して CE3に到達するように CE1を設定するには、PE1によってアド
バタイズされるメトリックを増やす必要があります。

PE1でのルーティングポリシーでは、SoOの一致条件を使用して、PE2を介してCE3から受信
したルートを操作します。この機能を追加すると、PE1はルートをCE1にアドバタイズする間
にメトリックを増やすことができます。

Configuration:

/*SoO tag is assigned on PE2 router*/

router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0/11
router (config-if)#site-of-origin 33.33.33.33:33

/* A route-policy defined on PE1 */

router(config)#route-policy test
router(config-rpl)#if extcommunity soo matches-any (33.33.33.33:33) then
router(config-rpl-if)#set eigrp-metric 2121212121 333333333 245 250 1455
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router(config-rpl-if)#endif
router(config-rpl)#end-policy
router (config)#commit
router (config)#

router(config)#interface GigabitEthernet0/3/0/1
router (config-if)#route-policy test out

確認：

/*A route with poor metric advertised by PE1 is installed into CE1’s routing table for
SoO of site C3. */

router#show eigrp topology 6:6::1/128

IPv6-EIGRP AS(100): Topology entry for 6:6::1/128
State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 15539149614794, RIB

is 4294967295 Routing Descriptor Blocks: fe80::226:98ff:fe24:5109
(GigabitEthernet0/0/0/15), from fe80::226:98ff:fe24:5109, Send flag is 0x0
Composite metric is (15539149614794/15539148304382), Route is Internal Vector metric:
Minimum bandwidth is 1000000 Kbit
Total delay is 237108596182784 picoseconds
Reliability is 245/255
Load is 250/255
Minimum MTU is 1455
Hop count is 2
Originating router is 2.2.2.2
Extended Community:
SoO:33.33.33.33:33

（注）

この機能は、IPv4と IPv6の両方に適用されます。

すべてのタイプの SoO（IPアドレス、ASN2、ASN4）がサポートされています。

キーチェーンを使用した EIGRP v4/v6認証
キーチェーンを使用した EIGRP認証により、インターフェイス単位で EIGRPプロトコルパ
ケットを認証できる機能が導入されました。EIGRPルーティング認証は、1つ以上のインター
フェイスですべての EIGRPプロトコルトラフィックをMessage Digest 5（MD5）認証に基づい
て認証するメカニズムを提供します。

EIGRPルーティング認証ではCisco IOS XRソフトウェアセキュリティキーチェーンインフラ
ストラクチャを使用して秘密キーが格納および取得され、インターフェイス単位で着信トラ

フィックと発信トラフィックが認証されます。

EIGRPワイドメトリック計算
Cisco IOSXREnhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）の実装は、ワイドメトリック
の計算を実行するように拡張されました。この拡張機能は、高帯域幅のインターフェイスをサ

ポートするためのものです。
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ワイドメトリックの計算機能をサポートするために、新しい EIGRPコマンドが追加され、既
存の EIGRPコマンドも拡張されました。

• metric rib-scale：このコマンドが導入されました。

• metric：picosecondsキーワードが追加されました。

• metric weights：k6定数のサポートが追加されました。

• showeigrp interfaces：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を
表示するように変更されました。

• show eigrp neighbors：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報
を表示するように変更されました。

• show eigrp topology：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を
表示するように変更されました。

• show protocols：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を表示
するように変更されました。

ネットワーク内に IOSと IOS-XR PEデバイスの組み合わせがある場合は、IOS-XR PEデバイ
スで EIGRPワイドメトリックを無効にする必要があります。これは、IOSと IOS-XRの間の
L3VPN設計でメトリックを計算する方法であるためです。

（注）

EIGRPマルチインスタンス
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）マルチインスタンス機能を使用すると、複
数のプロセスインスタンスで異なるルーティングインスタンスを処理し、同じ VRFにサービ
スを提供することができます。各プロセスインスタンスは、その下で設定されているルーティ

ングインスタンスを処理します。複数の EIGRPプロセスインスタンスの実装では、自律シス
テム番号に加えて、仮想名を使用して EIGRPを設定できます。

BFDに対する EIGRPサポート
EIGRPはリンク障害を検出するために双方向フォワーディング検出（BFD）をサポートしてい
ます。

BFDは隣接する転送エンジン間でパス内で発生した障害を低いオーバーヘッドで短時間に検出
します。BFDでは、あらゆるメディアおよびあらゆるプロトコルレイヤでの障害検出に単一
のメカニズムを使用でき、広範な検出時間とオーバーヘッドに対応できます。障害の迅速な検

出が可能なため、リンクやネイバーの障害発生時にもただちに障害に対応することができま

す。
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EIGRPの実装方法
ここでは、次のタスクの手順を示します。

設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）

EIGRPルーティングの有効化
このタスクでは、EIGRPルーティングを有効にし、EIGRPルーティングプロセスを確立しま
す。

始める前に

IPアドレスを設定する前に EIGRPを設定できますが、1つ以上の IPアドレスが設定されてい
ない場合には EIGRPルーティングは行われません。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. router-id id
5. default-metric bandwidth delay reliability loading mtu
6. distance internal-distance external-distance
7. interface type interface-path-id
8. holdtime seconds
9. bandwidth-percent percent
10. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp
100

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family { ipv4 }

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

（任意）EIGRPプロセスのルータ IDを設定しま
す。

router-id id

例：

ステップ 4

router-idコマンドを使用して、ルータ ID
として明示的に一意の32ビット数値を指
定することをお勧めします。この処理に

よって、インターフェイスアドレスの設

定に関係なく、EIGRPが機能することが
保証されます。

（注）
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# router-id
172.20.1.1

（任意）EIGRPプロセスのメトリックを設定しま
す。

default-metric bandwidth delay reliability loading
mtu

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
default-metric 1000 100 250 100 1500

（任意）2つのアドミニストレーティブディスタン
ス（内部ディスタンスと外部ディスタンス）を使用

distance internal-distance external-distance

例：

ステップ 6

できるようにします。あるノードへの適切なルート

になります。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
distance 80 130

EIGRPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

（任意）インターフェイスの保留時間を設定しま

す。

holdtime seconds

例：

ステップ 8

RPのフェールオーバーの際にノンストッ
プフォワーディングを行うには、ネイ

バーの数が増加するため、デフォルト値

よりも大きい保留時間を設定することを

推奨します。VRF全体で 256台のネイ
バーがある場合は、60秒を推奨します。

（注）
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af-if)#
holdtime 30

（任意）インターフェイス上で EIGRPが使用可能
な帯域幅のパーセンテージを設定します。

bandwidth-percent percent

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af-if)#
bandwidth-percent 75
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目的コマンドまたはアクション

commitステップ 10

EIGRPプロセスのルート集約の設定
この作業では、EIGRPプロセスのルート集約を設定します。

指定したインターフェイスにサマリー集約アドレスを設定できます。より具体的なルートが

ルーティングテーブルにある場合、EIGRPは、より具体的なすべてのルートの最小に等しいメ
トリックを持つインターフェイスからのサマリーアドレスをアドバタイズします。

始める前に

インターフェイスからのデフォルトルート（0.0.0.0）を生成するのに、summary-addressサマ
ライズコマンドは使用しないでください。このコマンドを使用すると、アドミニストレーティ

ブディスタンスが 5で、ヌル 0インターフェイスへの EIGRPサマリーデフォルトルートが作
成されます。このデフォルトルートのアドミニストレーティブディスタンスの値が小さいと、

ルーティングテーブル内の他のネイバーから学習されたデフォルトルートにこのルートが置き

換えられてしまうことがあります。ネイバーから学習したデフォルトルートがサマリーのデ

フォルトルートと置き換えられてしまった場合や、デフォルトルートとしてサマリールート

しか存在しない場合、デフォルトルートを宛先とするすべてのトラフィックはルータから発信

されず、ヌル 0インターフェイスへ送信されてドロップされてしまいます。

所定のインターフェイスからのデフォルトルートだけを送信するようにするには、route-policy
コマンドを使用することを推奨します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. route-policy name out
5. interface type interface-path-id
6. summary-address ip-address { / length | mask } [ admin-distance ]
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスのAS番号を指定して、EIGRP
ルーティングプロセスを設定します

router eigrp as-number

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100

アドレスファミリのコンフィギュレーションモード

を入力します。

address-family { ipv4 }

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

EIGRPネイバーにアドバタイズされる更新または
EIGRPネイバーから受信する更新にルーティングポ
リシーを適用します。

route-policy name out

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
route-policy FILTER_DEFAULT out

ステップ 4

EIGRPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

指定されたEIGRPインターフェイスのサマリー集約
アドレスを設定します。

summary-address ip-address { / length | mask } [
admin-distance ]

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af-if)#
summary-address 192.168.0.0/16 95

commitステップ 7

EIGRPの再配布ルート
この作業では、ルートを再配布し、ルートの数に制限を設定し、ノンストップフォワーディン

グのタイマーを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | rip | static } [ as-number ]} [ route-policy

name ]
5. redistribute maximum-prefix maximum [ threshold ] [[ dampened ] [ reset-time minutes ]

[ restart minutes ] [ restart-count number ] | [ warning-only ]]
6. timers nsf route-hold seconds
7. maximum paths maximum

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
355

EIGRPの実装

EIGRPの再配布ルート



8. maximum-prefix maximum [ threshold ] [[ dampened ] [ reset-time minutes ] [ restart
minutes ] [ restart-count number ] | [ warning-only]]

9. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスのAS番号を指定して、EIGRP
ルーティングプロセスを設定します。

router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100

アドレスファミリのコンフィギュレーションモード

を入力します。

address-family { ipv4 }

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

指定したプロトコルとAS番号から EIGRPプロセス
にルートを再配布します。任意で、ルートポリシー

redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | rip |
static } [ as-number ]} [ route-policy name ]

例：

ステップ 4

を指定してEIGRPプロセスに再配布ルートを取り込
むこともできます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
redistribute bgp 100

EIGRPプロセスに再配布されるプレフィックスの最
大数を制限します。

redistribute maximum-prefix maximum [ threshold
] [[ dampened ] [ reset-time minutes ] [ restart
minutes ] [ restart-count number ] | [ warning-only ]]

ステップ 5

再起動回数のしきい値を超えると、clear

eigrp neighborsコマンドを使用して標準

のピアリング、再配布、またはその両方の

再確立が必要になります。

注意
例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
redistribute maximum-prefix 5000 95 warning-only

NSF対応 EIGRPルータが非アクティブピアのルー
トを維持する時間を決定するタイマーを設定しま

す。

timers nsf route-hold seconds

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)# timers
nsf route-hold 120

ステップ 6

EIGRPがサポートできる並列ルートの最大数を制御
します。

maximum paths maximum

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)# maximum
paths 10
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目的コマンドまたはアクション

EIGRPがアドレスファミリで受け入れるプレフィッ
クス数を制限します。

maximum-prefix maximum [ threshold ] [[ dampened
] [ reset-time minutes ] [ restart minutes ] [
restart-count number ] | [ warning-only]]

ステップ 8

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
maximum-prefix 50000

commitステップ 9

ルートポリシーの作成と EIGRPプロセスへのアタッチ
ここでは、ルートポリシーを定義し、EIGRPプロセスにアタッチする方法について説明しま
す。

ルートポリシーの定義は、route-policyコマンドと name 引数、その後に続く一連のオプショ
ンのポリシーステートメントで構成され、end-policyコマンドで閉じられます。

ルートポリシーはルーティングプロトコルのルートに適用されてはじめて役に立ちます。

手順の概要

1. configure
2. route-policy name
3. set eigrp-metric bandwidth delay reliability load mtu
4. end-policy
5. commit
6. configure
7. router eigrp as-number
8. address-family { ipv4 }
9. route-policy route-policy-name { in | out }
10. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルートポリシーを定義して、ルートポリシーコン

フィギュレーションモードを開始します。

route-policy name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy
IN-IPv4

（任意）EIGRPメトリック属性を設定します。set eigrp-metric bandwidth delay reliability load
mtu

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set eigrp
metric 42 100 200 100 1200

ルートポリシーの定義を終了して、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

commitステップ 5

configureステップ 6

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp
100

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family { ipv4 }

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

EIGRPネイバーにアドバタイズされる更新または
EIGRPネイバーから受信する更新にルーティング
ポリシーを適用します。

route-policy route-policy-name { in | out }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
route-policy IN-IPv4 in

ステップ 9

commitステップ 10

EIGRPプロセスのスタブルーティングの設定
この作業では、ディストリビューションルータおよびリモートルータでスタブルーティング

に EIGRPプロセスを使用するように設定します。
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始める前に

EIGRPスタブルーティングは、リモートルータでのみ使用してください。スタブルータは、
コア中継トラフィックが通過しないネットワークコアまたはディストリビューションレイヤ

に接続されたルータとして定義されます。スタブルータがディストリビューションルータ以

外の EIGRPネイバーを持つことはできません。この制約事項を無視すると、望ましくない動
作が発生します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. stub [ receive-only | {[ connected ] [ redistributed ] [ static ] [ summary ]}]
5. commit
6. show eigrp [ ipv4 ] neighbors [ as-number ] [ detail ] [ type interface-path-id | static ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family { ipv4 }

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ルータを EIGRPのスタブとして設定します。stub [ receive-only | {[ connected ] [ redistributed ] [
static ] [ summary ]}]

ステップ 4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)# stub
receive-only

commitステップ 5

EIGRPのスタブルータとしてリモートルータが設
定されていることを確認します。

show eigrp [ ipv4 ] neighbors [ as-number ] [ detail
] [ type interface-path-id | static ]

例：

ステップ 6

出力の最後の行は、リモートルータまたはスポーク

ルータのスタブステータスを示します。
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show eigrp neighbors
detail

PE-CEプロトコルとしての EIGRPの設定
プロバイダーエッジ（PE）に EIGRPを設定して、EIGRPを使用してプロバイダーエッジとカ
スタマーエッジ間の（PE-CE）通信を確立するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 }
5. router-id router-id
6. autonomous-system as-number
7. redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3 | rip | static } [ as-number |

instance-name ]} [ route-policy name ]
8. interface type interface-path-id
9. site-of-origin { as-number:number | ip-address : number }
10. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp
100

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スを設定します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# vrf vrf_A

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 }

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf)#
address-family ipv4
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目的コマンドまたはアクション

EIGRPプロセスのルータ IDを設定します。router-id router-id

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
router-id 33

EIGRPルーティングプロセスを VRFインスタンス
で実行するよう設定します。

autonomous-system as-number

例：

ステップ 6

VRF設定において、VRFインターフェイ
スを起動するように自律システムを設定

する必要があります。

（注）
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
autonomous-system 2

1つのルーティングドメインから EIGRPにルート
を注入します。

redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3
| rip | static } [ as-number | instance-name ]} [
route-policy name ]

ステップ 7

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
redistribute bgp 100

ルーティングプロトコルが実行される EIGRPのイ
ンターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

EIGRPインターフェイスに site-of-origin（SoO）フィ
ルタリングを設定します。

site-of-origin { as-number:number | ip-address :
number }

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af-if)#
site-of-origin 3:4

commitステップ 10

BGPルートの EIGRPへの再配布
BGPルートを EIGRPに再配布するには、次のタスクを実行します。

通常 EIGRPルートは、ルートに付加された拡張コミュニティ情報を伴って BGPに再配布され
ます。BGPはVPNバックボーン上で、BGP拡張コミュニティ属性内にエンコードされたEIGRP
固有情報と共にルートを伝送します。ピアリングカスタマーサイトがルートを受信した後に、

EIGRPはBGPルートを再配布し、BGP拡張コミュニティ情報を抽出して元のカスタマーサイ
トと同じルートを再構築します。
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BGPルートを EIGRPに再配布する場合、受信側のプロバイダーエッジ（PE）EIGRPルータは
BGP拡張コミュニティ情報を探します。この情報を受信した場合、元の EIGRPルートを再構
築するためにその情報が使用されます。情報がない場合、EIGRPは設定されたデフォルトのメ
トリック値を使用します。

メトリック値が BGP拡張コミュニティから得られず、デフォルトのメトリックも設定されて
いない場合には、PE EIGRPによるカスタマーエッジ（CE）ルータへのルートのアドバタイズ
は行われません。BGPが BGPに再配布されるときには、メトリックが拡張コミュニティとし
て BGPプレフィックスに追加されない場合があります（EIGRPが相手ルータで実行されてい
ない場合など）。この場合、EIGRPは「no-metrics」オプションを伴って BGPに再配布されま
す。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 }
5. redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3 | rip | static } [ as-number |

instance-name ]} [ route-policy name ]
6. route-policy route-policy-name { in | out }
7. default-metric bandwidth delay reliability loading mtu
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# router
eigrp 100

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 }

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf)#
address-family ipv4
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目的コマンドまたはアクション

1つのルーティングドメインからEIGRPにルートを
注入します。

redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3
| rip | static } [ as-number | instance-name ]} [
route-policy name ]

ステップ 5

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
redistribute bgp 100

EIGRPネイバーにアドバタイズされる更新または
EIGRPネイバーから受信する更新にルーティングポ
リシーを適用します。

route-policy route-policy-name { in | out }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
route-policy policy_A in

ステップ 6

EIGRPのメトリックを設定します。default-metric bandwidth delay reliability loading mtu

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
default-metric 1000 100 250 100 1500

commitステップ 8

EIGRPルーティングのモニタリング
このセクションのコマンドは、隣接ルータとの隣接関係における変更をロギングし、ルーティ

ングシステムの安定性を監視して、問題を検出しやすくするために使用します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family [ ipv4 ]
4. log-neighbor-changes
5. log-neighbor-warnings
6. commit
7. clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] neighbors [ ip-address | type

interface-path-id ]
8. clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] topology [ prefix mask ] [ prefix /

length ]
9. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] accounting
10. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }][ ipv4 ] interfaces [ type interface-path-id ] [

detail ]
11. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] neighbors [ detail ] [ type

interface-path-id | static ]
12. show protocols eigrp [ vrf vrf-name ]
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13. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] topology [ ip-address mask ] [ active
| all-links | detail-links | pending | summary | zero-successors ]

14. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] traffic

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp
100

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family [ ipv4 ]

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

EIGRPネイバーとの隣接関係に関する変更のロギ
ングを有効にします。

log-neighbor-changes

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
log-neighbor-changes

EIGRPネイバーの警告メッセージのロギングを有
効にします。

log-neighbor-warnings

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
log-neighbor-warnings

commitステップ 6

EIGRPおよびVPNネイバーエントリを適切なテー
ブルから削除します。

clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] neighbors [ ip-address | type interface-path-id ]

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: routerr# clear eigrp 20
neighbors GigabitEthernet 0/1/0/0

EIGRPおよび VRFトポロジエントリを適切なタブ
から削除します。

clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] topology [ prefix mask ] [ prefix / length ]

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear eigrp topology
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目的コマンドまたはアクション

EIGRPプロセスのプレフィックスアカウンティン
グ情報を表示します。

show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ]
accounting

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show eigrp vrf all
accounting

EIGRPに設定されているインターフェイスに関す
る情報を表示します。

show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }][ ipv4
] interfaces [ type interface-path-id ] [ detail ]

例：

ステップ 10

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show eigrp interfaces
detail

EIGRPによって検出されたネイバーを表示します。show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] neighbors [ detail ] [ type interface-path-id | static
]

ステップ 11

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show eigrp neighbors 20
detail static

EIGRPプロセスの設定に関する情報を表示します。show protocols eigrp [ vrf vrf-name ]

例：

ステップ 12

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show protocols eigrp

EIGRPトポロジテーブル内のエントリを表示しま
す。

show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] topology [ ip-address mask ] [ active | all-links
| detail-links | pending | summary |
zero-successors ]

ステップ 13

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show eigrp topology
10.0.0.1 253.254.255.255 summary

送受信された EIGRPパケットの数を表示します。show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] traffic

ステップ 14

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show eigrp traffic

EIGRP認証キーチェーンの設定
EIGRPインターフェイスで認証キーチェーンを設定するには、次のタスクを実行します。
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デフォルトの VRFでの IPv4/IPv6インターフェイスの認証キーチェーンの設定

デフォルトのVRFで IPv4/IPv6インターフェイスの認証キーチェーンを設定するには、次のタ
スクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 }
4. interface type interface-path-id
5. authentication keychain keychain-name
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100

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 | ipv6 }

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ルーティングプロトコルが実行される EIGRPのイ
ンターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

MD5アルゴリズムに基づいて、インターフェイス上
のすべての EIGRPプロトコルトラフィックを認証
します。

authentication keychain keychain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-af-if)#
authentication keychain

ステップ 5

commitステップ 6

デフォルト以外の VRFでの IPv4/IPv6インターフェイスの認証キーチェーンの設定

デフォルト以外のVRFで IPv4/IPv6インターフェイスの認証キーチェーンを設定するには、次
のタスクを実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 }
5. interface type interface-path-id
6. authentication keychain keychain-name
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router eigrp 100

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp)# vrf vrf1

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 | ipv6 }

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf)#
address-family ipv4

EIGRPが実行されるインターフェイスを設定しま
す。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

MD5アルゴリズムに基づいて、インターフェイス上
のすべての EIGRPプロトコルトラフィックを認証
します。

authentication keychain keychain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-eigrp-vrf-af-if)#
authentication keychain

ステップ 6

commitステップ 7
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ユニキャストネイバーの設定

EIGRPは通常、ルーティングの更新をブロードキャストまたはマルチキャストします。セキュ
リティ上の理由から、EIGRPルーティングプロセスで静的ネイバーの設定を選択して、EIGRP
がユニキャストを使用して強制的に指定されたネイバーと通信させることができます。特定の

インターフェイスを介した静的ネイバー関係を指定すると、EIGRPは指定したインターフェイ
ス上でのマルチキャスト EIGRPパケットの処理を無効にします。これにより、EIGRPは、
EIGRPルーティングの処理中に定義された静的ネイバーをも打つインターフェイス上で受信し
たマルチキャスト EIGRPトラフィックの送信も処理も行わなくなります。

ネイバーが隣接していない場合、EIGRP情報の交換に通常の EIGRPピアリングメカニズムは
使用できません。このタイプのネットワークをサポートするため、EIGRPはneighborコマンド
を提供します。これにより、リモートネイバーが設定され、ユニキャストパケット伝送により

セッションが確立されます。ただし、ネットワーククラウドを介して EIGRP情報を交換する
必要があるフォワーダの数が増えると、ユニキャスト EIGRPネイバーの定義が管理しにくく
なることがあります。各ネイバーは手動で設定される必要があるので、運用コストが増加しま

す。これらのトポロジの展開、設定管理の容易化、運用コストの削減を促進するために、動的

ネイバー機能は、リモートユニキャスト（「リモートネイバー」という）の動的な検出をサ

ポートします。リモートネイバーがサポートされているため、EIGRPを1つ以上のリモートネ
イバーとピアリングさせることができます。この情報はデバイスを設定する時点では認識され

ている必要がないため、設定管理が軽減されます。

次に示すトポロジでは、ASAがハブとして動作し、他のルータ（2921、7010）はスポークとし
て機能します。2921と 7010は互いにピアリングせず、けっしてパケット（データトラフィッ
ク）がこのパス内でルーティング（ASA > 2921.3 > 2921.4）されないようにする必要がありま
す。このタイプのネットワークをサポートするために、EIGRPでは、静的ネイバーを設定し、
ユニキャストパケット伝送を使用してセッションを確立することができます。そのため、この

トポロジでは、2921と 7010は neighborコマンドを使用して ASAとピアリングし、ASAはリ
モートネイバーを動的に検出するように設定されます。
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リモートネイバーセッションポリシー

リモートユニキャストリッスンまたはリモートマルチキャストグループネイバー設定を使用

しているときは、EIGRPネイバーの IPアドレスが事前に定義されておらず、ネイバーは何ホッ
プも離れた場所にある可能性があります。この設定のデバイスは、有効な HELLOパケットを
送信するデバイスとピア関係を確立できます。セキュリティ上の理由から、このオープンな側

面はポリシー機能を有効なデバイスへのピアリングに限定し、リソース消費を抑えるため、ネ

イバー数を制限する必要があります。この機能は、次の手動で設定されたパラメータを使用し

て実行され、即座に有効になります。

•ネイバーフィルタリスト

remote-neighborsコマンドで使用できる、オプションの allow-listキーワードにより、アク
セスリスト（アクセスコントロールリスト）を使用して、EIGRPネイバー接続が受け入れ
られる可能性のあるリモート IPアドレスを指定できます。allow-listキーワードを使用し
ないと、すべての IPアドレス（permit any）が受け入れられます。アクセスコントロール
リスト（ACL）は、次の条件の IPv4または IPv6 IPアドレスの範囲を定義します。

•アクセスリストの IPアドレスに一致する送信元 IPアドレスを持つネイバーは、ユー
ザ設定に基づいて許可（または拒否）されます。

• allow-listキーワードが指定されないと、どの IPアドレスも許可されます（permit
any）。

• allow-listキーワードは、リモートマルチキャストグループおよびユニキャストリッ
スンネイバーに対してのみサポートされます。静的、リモート静的、またはローカル

ネイバーでは使用できません。

•指定したアクセスリストに一致しない EIGRP入力パケットは拒否されます。

•最大リモートネイバー
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remote-neighborsコマンドで使用可能な、オプションの max-neighborsキーワードにより、
EIGRPがリモートネイバー設定を使用して作成できるリモートネイバーの最大数を指定で
きます。設定に対しリモートネイバーの最大数が作成されたら、EIGRPはその構成のすべ
ての後続の接続試行を拒否します。このオプションは、デバイスのリソースに負荷をかけ

ようとして多くのリモートネイバーを作成しようとする DoS攻撃からの保護を支援しま
す。max-neighbors設定オプションには、次の条件があります。

•このオプションは、マルチキャストグループまたはユニキャストリッスンネイバー
に対してのみサポートされます。ローカル、静的、またはリモート静的ネイバーでは

使用できません。

•デフォルトの最大値はありません。リモートネイバーの最大数を指定しないと、リ
モートネイバーの数は、使用可能なメモリと帯域幅により制限されます。

•リモートネイバーの最大数を現在のセッション数以下に減らすと、ネイバー数が新し
い制限に達するまで、ネイバーはドロップされます（順不同）。

•ネイバーのフィルタリストと最大リモートネイバー数の設定の変更

allow-listまたは max-neighbors設定が変更されたときに、新しい設定では許可されていな
いすべての既存のリモート EIGRPセッションは自動的かつ即座に削除されます。新しい
設定によって引き続き許可されている既存のネイバーは影響を受けません。

ネイバーの用語について

ネイバータイプについて説明する際には、次の用語が使用されます。

•ローカルネイバー：共有サブネット（または共通サブネット）に隣接し、パケット交換用
のリンクローカルマルチキャストアドレスを使用するネイバー。これは、EIGRPのネイ
バーのデフォルトタイプです。

•静的ネイバー：通信にユニキャストを使用し、1つのホップ先で、共通サブネット上にあ
り、その IPアドレスが neighborip-addressコマンドを使用して指定されたネイバー。

•リモートネイバー：リモートの静的ネイバーを含む、複数のホップ先のネイバー。
•リモートグループ：複数のホップ先にあり、neighborコマンドを使用して手動で設定され
たアドレスを持たず、パケット交換にマルチキャストグループアドレスを使用するネイ

バー。

•リモート静的ネイバー：通信にユニキャストを使用し、複数のホップ先にあり、IPアドレ
スが neighborip-addressコマンドを使用して指定されたネイバー。

•リモートユニキャストリッスン（または単にユニキャストリッスン）：通信にユニキャ
ストを使用し、複数のホップ先にあり、IPアドレスが neighbor ip-addressコマンドを使用
して設定されていないネイバー。

•リモートダイナミック：複数のホップ先にあり、そのアドレスが neighbor ip-addressコマ
ンドで設定されていないネイバー。つまり、リモートマルチキャストグループまたはリ

モートユニキャストリッスンネイバーであるが、リモート静的ネイバーではありません。

リモートユニキャストリッスン（ポイントツーポイント）ネイバー

複数のリモートネイバーが 1つのハブとピアリングする設定（ポイントツーポイント）の場
合、remote-neighborsコマンドを使用して、ハブをリモートユニキャストリッスンピアリング
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用に設定でき、ハブのリモートネイバーの IPアドレスを手動で設定する必要なく、リモート
ネイバーはハブとピアリングできます。このコマンドを使用して設定すると、ハブデバイスは

次を実行します。

•すべてのユニキャスト伝送の送信元の IPアドレスとしてインターフェイス IPアドレスを
使用します。この IPアドレスはルーティング可能なものでなければなりません。

•ハブとピアリングするネイバーは、neighbor ip-address loopback loopback-interface-number
remotemaximum-hopsコマンドを使用して設定する必要があります。この ip-addressはロー
カルデバイスインターフェイスのユニキャストアドレスです。

• remote-neighborコマンドで指定されたインターフェイスのユニキャスト HELLOパケット
をリッスンします。

•ユニキャスト HELLOパケットが allow-listキーワードを使用して設定された IPアドレス
範囲にある場合は受け入れ、または許可リストが定義されていなければ、すべてのユニ

キャスト HELLOパケットを受け入れます。
•ユニキャスト HELLOパケットも送信していて、ユニキャスト許可リストにより許可され
ている（または許可リストが定義されていなければ、すべてのネイバー）、すべてのネイ

バーからのマルチキャスト HELLOパケットを拒否します。
•ネイバー関係が確立されると、パケット転送のためのリモートネイバーの IPアドレスを
使用して、通常のネイバーの確立を開始します。

•インターフェイス上に remote-neighborコマンドが設定されている場合、ルータは、そのイ
ンターフェイスにネイバーが 1つ以上ある場合で、HELLOを受信していたネイバーに対
してのみ、HELLOの送信をそのインターフェイス上で開始します。

•インターフェイス上では、ダイナミックネイバーがすでに存在しており、リモートネイ
バーユニキャストリッスンが設定されている場合は、既存のネイバーの関係が切断され、

それ以降はユニキャストネイバーの関係のみが許可されます。

リモートネイバーの制約事項

1つのユニキャストアドレスは、特定のアドレスファミリに対して 1つのリモートの静的ネイ
バーにのみ設定できます。別のインターフェイスで同じユニキャストアドレスを使用して2番
目のリモートの静的ネイバーは設定できません。異なるアドレスファミリでのリモートネイ

バーの EIGRP設定は無制限です。

1つのインターフェイスが、1つの single unicast-listen remote-neighborsコマンドと、任意の数の
静的ネイバーとリモートの静的ネイバー（それぞれ異なるユニキャストを使用）を使用して 1
つのアドレスファミリに設定できます。

リモートネイバー設定の継承と優先順位

neighbor <address>コマンドまたは neighbor <address> remoteコマンドを使用して設定した静
的ネイバーは、remote-neighborsコマンドの結果として作成されたリモートネイバーよりも優
先されます。着信ユニキャスト EIGRP接続のリモートアドレスが、静的ネイバーと、リモー
トユニキャストリッスンネイバーのアクセスリストの両方に一致する場合、静的ネイバーが

使用され、リモートユニキャストリッスンネイバーは作成されません。同じリモートアドレ

スのリモートネイバーがすでに存在する間に新しい静的ネイバーを設定すると、EIGRPは自
動的にリモートユニキャストリッスンネイバーを削除します。
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リモートユニキャストネイバーの設定方法

EIGRPユニキャストネイバーを設定する場合は、同じ自律システム内で動作する EIGRPルー
ティングプロセスのネイバー関係の両端（ハブとスポーク）にneighborステートメントが必要
です。

始める前に

ユニキャストリッスンモードを使用しているときに、IP接続（到達可能性）がリモートピアリ
ングを実行する必要があるデバイス間に存在していることを確認します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp AS Number
3. address-family { ipv4 | ipv6 }
4. interfacetype interface-path-id
5. remote-neighbor unicast-listen{[allow-listroute policy name][max-neighborsmaximum remote

peers]}
6. commit
7. sh run router eigrp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

EIGRPルータインスタンスを有効にします。router eigrp AS Number

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config)#router eigrp 100

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp)#address-family
ipv6

ステップ 3

インターフェイスを設定して、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。

interfacetype interface-path-id

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af)#int g0/0/0/3

リモートネイバーがすべてのリモート IPアドレスか
らのインバウンド接続を受け入れるようにするEGRP
プロセスを設定します。

remote-neighbor unicast-listen{[allow-listroute policy
name][max-neighborsmaximum remote peers]}

例：

ステップ 5

• EIGRPネイバー接続が受け入れられる可能性の
あるリモート IPアドレスを指定するアクセスリ

RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af-if)#
remote-neighbor unicast-listen

スト（アクセスコントロールリスト）を使用す
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目的コマンドまたはアクション

るための allow-listキーワード。allow-listキー
ワードを使用しないと、すべての IPアドレスが
受け入れられます。

•リモートネイバーの最大数を指定する
max-neighborsキーワード。数を指定しないと、
リモートネイバーの最大数は、使用可能なメモ

リと帯域幅により制限されます。

commitステップ 6

sh run router eigrpステップ 7

EIGRPリモートユニキャストネイバーの設定

次に、隣接関係に関与する両方のデバイス（ハブとスポーク）を設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config)#router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp)#address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af)#int g0/0/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af-if)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af)#interface gigabitEthernet 0/0/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af-if)#remote-neighbor unicast-listen
RP/0/RSP0/CPU0:HUB(config-eigrp-af-if)#commit

RP/0/RSP0/CPU0:spoke(config)#router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:spoke(config-eigrp)#address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:spoke(config-eigrp-af)#interface g0/0/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:spoke(config-eigrp-af-if)#neighbor 21.21.21.1 remote 10
RP/0/RSP0/CPU0:spoke(config-eigrp-af-if)#commit

RP/0/RSP0/CPU0:spoke#sh run router eigrp
Fri Aug 8 08:47:48.556 UTC
router eigrp 100
address-family ipv4
interface GigabitEthernet0/0/0/3
neighbor 21.21.21.1 remote 10! !!

EIGRPの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

基本的な EIGRP実装の設定：例
次に、EIGRPと着信ルートをフィルタするポリシーを設定する例を示します。これは、ネイ
バーが1台だけであるものの、接続された他のサブネットをアドバタイズするルータの一般的
な設定です。
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router eigrp 144
address-family ipv4
metric maximum-hops 20
router-id 10.10.9.4
route-policy GLOBAL_FILTER_POLICY in
log-neighbor-changes
log-neighbor-warnings
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
passive-interface

!
interface GigabitEthernet 0/6/0/0
hello-interval 8
hold-time 30
summary-address 10.0.0.0 255.255.0.0
!

EIGRPスタブ動作の設定：例
次に、EIGRPスタブを設定する例を示します。スタブ動作では、接続ルート、サマリールー
ト、およびスタティックルートだけをネイバーにアドバタイズできます。

router eigrp 200
address-family ipv4
stub connected static summary
router-id 172.16.82.22
log-neighbor-changes
log-neighbor-warnings
redistribute connected route-policy CONN_POLICY
interface GigabitEthernet0/6/0/0
passive-interface
neighbor 10.0.0.31

!
interface GigabitEthernet0/6/0/1
passive-interface
neighbor 10.0.1.21
!

!
!

プレフィックス制限のある EIGRP PE-CE構成の設定：例
次に、PE-CEプロトコルとして動作するように PEルータ上で EIGRPを設定する例を示しま
す。この設定は VRF CUSTOMER_1の下にあります。最大プレフィックスは一般的に、1組の
カスタマールートによってEIGRPプロセスが過負荷にならないようにするために設定します。

router eigrp 500
vrf CUSTOMER_1
address-family ipv4
timers nsf route-hold 300
router-id 172.16.6.11
maximum-prefix 450 70
default-metric 200000 10000 195 10 1500
log-neighbor-changes

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
374

EIGRPの実装

EIGRPスタブ動作の設定：例



log-neighbor-warnings
redistribute maximum-prefix 350 70
redistribute bgp 1.65500 route-policy SITE_1_POLICY
interface GigabitEthernet 0/4/0/5
neighbor 10.22.1.1
!

!
!

EIGRP認証キーチェーンの設定：例
次に、デフォルト以外の VRFで IPv4インターフェイスの認証キーチェーンを設定する例を示
します。

config
router eigrp 100
vrf vrf1
address-family ipv4
interface POS 0/1/0/0
authentication keychain key1

次に、デフォルトの VRFで IPv6インターフェイスの認証キーチェーンを設定する例を示しま
す。

config
router eigrp 100
address-family ipv6
interface POS 0/1/0/0
authentication keychain key2

その他の参考資料
ここでは、EIGRPの実装に関する参考資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routers

EIGRPコマンド：コマンド構文の詳
細、コマンドモード、コマンド履歴、

デフォルト設定、使用に関する注意事

項、および例

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series
Routersの「Implementing MPLS Layer 3 VPNsmodule and
Implementing MPLS Layer 2 VPNs」のモジュール

EIGRP機能向けのMPLS VPNのサ
ポート情報
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マニュアルタイトル関連項目

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series
Routersの「Implementing MPLS Traffic Engineering on
Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュール

EIGRP機能向けの Site of Origin
（SoO）のサポート情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MIB
Specification Guide』

MIBリファレンス

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

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにあるCiscoMIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。 https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—

RFC

タイト

ル

RFC

—この機能がサポートする新しい RFCまたは変更された RFCはありません。また、
この機能は既存の規格に対するサポートに影響を及ぼしません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 6 章

IS-ISの実装

Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、インターネットプロトコルバー
ジョン 4（IPv4）は、標準ベースの内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。Ciscoソフト
ウェアは、国際標準化機構（ISO）/International EngineeringConsortium（IEC）10589およびRFC
1195に記載されている IPルーティング機能を実装し、IPバージョン 6（IPv6）向けに標準拡
張のシングルトポロジおよびマルチトポロジ IS-ISを追加しています。

このモジュールでは、Cisco IOS XRネットワークで IS-IS（IPv4および IPv6）を実装する方法
について説明します。

現在は、デフォルトの VRFのみがサポートされています。VPNv4、VPNv6および VPNルー
ティング/転送（VRF）のアドレスファミリ、L3VPNおよびマルチキャストは、今後のリリー
スでサポートされる予定です。

（注）

• IS-ISの実装の前提条件（377ページ）
• IS-ISの実装（378ページ）
• IS-ISの実装の設定例 （378ページ）
•次の作業（386ページ）
•その他の参考資料（386ページ）

IS-ISの実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。
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IS-ISの実装
同じ物理インターフェイス上に複数の IS-ISインスタンスを存在させることができます。ただ
し、同じ物理インターフェイスを共有するすべてのインスタンスに異なるインスタンス IDを
設定する必要があります。

または、 dot1qサブインターフェイスを作成して、dot1qサブインターフェイスそれぞれを異
なる IS-ISインスタンスに設定することもできます。

show configurationコマンドの出力の結果を表示するには、1または 2のレベル（nomax-metric
level {1|2}）でのみ no max-metricコマンドを設定します。それ以外の場合、最大メトリック設
定は出力に表示されません。この動作は、ルータに設定をコミットする前に確認されます。

（注）

IS-ISの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

シングルトポロジ IS-IS for IPv6の設定：例
次に、single-topologyモードのイネーブル化の例を示します。IS-ISインスタンスが作成され、
NETが定義され、インターフェイス上で IPv6が IPv4とともに設定され、IPv4リンクトポロ
ジが IPv6で使用されます。

この設定は、POSインターフェイス 0/3/0/0が IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方の隣接関係
を形成できるようにします。

router isis isp
net 49.0000.0000.0001.00
address-family ipv6 unicast
single-topology
interface POS0/3/0/0
address-family ipv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
exit

!
interface POS0/3/0/0
ipv4 address 10.0.1.3 255.255.255.0
ipv6 address 2001::1/64

マルチトポロジ IS-IS for IPv6の設定：例
次に、IPv6に設定されているマルチトポロジ IS-ISを示します。
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router isis isp
net 49.0000.0000.0001.00
interface POS0/3/0/0
address-family ipv6 unicast
metric-style wide level 1
exit

!
interface POS0/3/0/0
ipv6 address 2001::1/64

複数インスタンス間での IS-ISルートの再配布：例
次に、set- attached-bit コマンドと redistributeコマンドの使用例を示します。レベル 1に制限
されたインスタンス「1」とレベル 2に制限されたインスタンス「2」の 2つのインスタンスが
設定されています。

再配布を使用してレベル 1のインスタンスからレベル 2のインスタンスにルートが伝播しま
す。レベル 1のルートが優先されるように、レベル 2インスタンスのアドミニストレーティブ
ディスタンスが明示的に大きく設定されていることに注目してください。

レベル 1インスタンスはレベル 2インスタンスへの再配布ルートであることから、レベル 1イ
ンスタンスには attachedビットが設定されています。このため、インスタンス「1」はエリア
からバックボーンへ到達するための適切な候補になります。

router isis 1
is-type level-2-only
net 49.0001.0001.0001.0001.00
address-family ipv4 unicast
distance 116
redistribute isis 2 level 2

!
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
address-family ipv4 unicast
!
!
router isis 2
is-type level-1
net 49.0002.0001.0001.0002.00
address-family ipv4 unicast
set

-attached
-bit

!
interface GigabitEthernet 0/1/0/0
address-family ipv4 unicast

ルートのタギング：例

次に、ルートのタギングの例を示します。

route-policy isis-tag-55
end-policy
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!
route-policy isis-tag-555
if destination in (5.5.5.0/24 eq 24) then
set tag 555
pass

else
drop

endif
end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1
5.5.5.0/24 Null0
!
!
router isis uut
net 00.0000.0000.12a5.00
address-family ipv4 unicast
metric-style wide
redistribute static level-1 route-policy isis-tag-555
spf prefix-priority critical tag 13
spf prefix-priority high tag 444
spf prefix-priority medium tag 777

IS-IS過負荷ビット無効化の設定：例
次に、IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにする例を示します。

config
mpls traffic-eng path-selection ignore overload

次に、IS-IS過負荷ビット無効化を非アクティブにする例を示します。

config
no mpls traffic-eng path-selection ignore overload

例：ルータの過負荷状態を処理するための IS-ISの設定
この項では、過負荷ビットを設定せずに、ルータの過負荷状態を処理するための IS-ISの設定
例について説明します。

ルータが IS-IS過負荷ビットで設定されている場合、過負荷ビットが設定されているときはルー
ティングプロセスに参加しますが、トラフィックを転送しません（直接接続されたインター

フェイスへのトラフィックを除く）。過負荷動作を IS-ISに設定するには、過負荷ビットを設
定せずに、max-link-metricステートメントを設定します。このステートメントを設定すること
により、ルータはルーティングプロセスに参加し、最後の手段である中継ノードとして使用さ

れます。
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図 19 :

始める前に

特定のトポロジのルータインターフェイスの設定に精通していることを確認します。

手順の概要

1. トポロジに示すように、ルータ A、B、および Cを設定します。
2. ルータ A、B、および Cで、IS-ISと対応するネットアドレスを設定します。
3. ルータA、B、およびCのループバックインターフェイスで IPv4と IPv6のアドレスファ

ミリを設定します。

4. ルータインターフェイスでリンクメトリックを設定します。

5. ルータ A、B、および Cのルートプレフィックスを表示して、設定を確認します。
6. max-link-metricステートメントを設定する前に、ルータBにリンクメトリックを確認し

ます。

7. ルータ Bに max-link-metricステートメントを設定します。
8. 設定をコミットします。

9. ルータ Bのリンクメトリックの変更を確認します。
10. （任意）ルータ Aと Cのルートプレフィックスの変更を確認します。

手順の詳細

ステップ 1 トポロジに示すように、ルータ A、B、および Cを設定します。

次の IPアドレスを使用します。

• Router A Loopback0: 1.1.1.1/32 and 1::1/128

• Router A -> Router B: 11.11.11.2/24 and 11:11:11::2/64

• Router B Loopback0: 2.2.2.2/32 and 2::2/128

• Router B -> Router A: 11.11.11.1/24 and 11:11:11::1/64

• Router B-> Router C: 13.13.13.1/24 and 13:13:13::1/64

• Router C Loopback0: 3.3.3.3/32 and 3::3/128

• Router C-> Router B: 13.13.13.2/24 and 13:13:13::2/64

ステップ 2 ルータ A、B、および Cで、IS-ISと対応するネットアドレスを設定します。
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例：

!Router A
RP/0/0/CPU0:RouterA(config)# router isis ring
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis)# net 00.0000.0000.0001.00
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis)# address-family ipv4 unicast
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis)# metric-style wide
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-af)# exit

!Router B
RP/0/0/CPU0:RouterB(config)# router isis ring
RP/0/0/CPU0:RouterB(config-isis)# net 00.0000.0000.0002.00
RP/0/0/CPU0:RouterB(config-isis)# address-family ipv4 unicast
RP/0/0/CPU0:RouterB(config-isis-af)# exit

!Router C
RP/0/0/CPU0:RouterC(config)# router isis ring
RP/0/0/CPU0:RouterC(config-isis)# net 00.0000.0000.0003.00
RP/0/0/CPU0:RouterC(config-isis)# address-family ipv4 unicast
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis)# metric-style wide
RP/0/0/CPU0:RouterC(config-isis-af)# exit

ステップ 3 ルータ A、B、および Cのループバックインターフェイスで IPv4と IPv6のアドレスファミリを設定し
ます。

例：

RP/0/0/CPU0:Router(config-isis)# interface loopback0
RP/0/0/CPU0:Router(config-isis-if)# address-family ipv4 unicast
RP/0/0/CPU0:Router(config-isis-if-af)# exit
RP/0/0/CPU0:Router(config-isis-if)# address-family ipv6 unicast
RP/0/0/CPU0:Router(config-isis-if-af)# exit
RP/0/0/CPU0:Router(config-isis-if)# exit
RP/0/0/CPU0:Router(config-isis)#

ステップ 4 ルータインターフェイスでリンクメトリックを設定します。

例：

! Configuration for Router A Interface GigabitEthernet 0/0/0/0 with Router B is shown here.
Similarly, configure other router interfaces.
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis)# interface GigabitEthernet 0/0/0/0
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-if)# address-family ipv4 unicast
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-if-af)# metric 10
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-if-af)# exit
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-if)# address-family ipv6 unicast
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-if-af)# exit
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis-if)# exit
RP/0/0/CPU0:RouterA(config-isis)#

ステップ 5 ルータ A、B、および Cのルートプレフィックスを表示して、設定を確認します。

例：

! The outputs for Router A are shown here. Similarly, view the outputs for Routers B and C.
RP/0/0/CPU0:RouterA# show route
Tue Oct 13 13:55:18.342 PST

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
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U - per-user static route, o - ODR, L - local, G - DAGR, l - LISP
A - access/subscriber, a - Application route
M - mobile route, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

L 1.1.1.1/32 is directly connected, 00:03:40, Loopback0
i L1 2.2.2.2/32 [115/20] via 11.11.11.2, 00:01:27, GigabitEthernet0/0/0/0
i L1 3.3.3.3/32 [115/30] via 11.11.11.2, 00:01:27, GigabitEthernet0/0/0/0
C 11.11.11.0/24 is directly connected, 00:03:39, GigabitEthernet0/0/0/0
L 11.11.11.1/32 is directly connected, 00:03:39, GigabitEthernet0/0/0/0
i L1 13.13.13.0/24 [115/20] via 11.11.11.2, 00:01:27, GigabitEthernet0/0/0/0
i L1 15.15.15.0/24 [115/30] via 11.11.11.2, 00:01:27, GigabitEthernet0/0/0/0

RP/0/0/CPU0:RouterA# show route ipv6
Tue Oct 13 14:00:55.758 PST

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local, G - DAGR, l - LISP
A - access/subscriber, a - Application route
M - mobile route, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

L 1::1/128 is directly connected,
00:09:17, Loopback0

i L1 2::2/128
[115/20] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:00:05, GigabitEthernet0/0/0/0

i L1 3::3/128
[115/30] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:00:05, GigabitEthernet0/0/0/0

C 11:11:11::/64 is directly connected,
00:09:16, GigabitEthernet0/0/0/0

L 11:11:11::1/128 is directly connected,
00:09:16, GigabitEthernet0/0/0/0

i L1 13:13:13::/64
[115/20] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:00:05, GigabitEthernet0/0/0/0

i L1 15:15:15::/64
[115/30] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:00:05, GigabitEthernet0/0/0/0

ステップ 6 max-link-metricステートメントを設定する前に、ルータ Bにリンクメトリックを確認します。

例：

RP/0/0/CPU0:RouterB# show isis database
Tue Oct 13 13:56:44.077 PST

No IS-IS RING levels found
IS-IS ring (Level-1) Link State Database
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
RouterB.00-00 * 0x00000005 0x160d 1026 0/0/0
Area Address: 00
NLPID: 0xcc
NLPID: 0x8e
MT: Standard (IPv4 Unicast)
MT: IPv6 Unicast 0/0/0
Hostname: RouterB
IP Address: 2.2.2.2

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
383

IS-ISの実装

例：ルータの過負荷状態を処理するための IS-ISの設定



IPv6 Address: 2::2

Metric: 10 IS RouterB.01
Metric: 10 IS RouterA.00
Metric: 10 IP 2.2.2.2/32
Metric: 10 IP 11.11.11.0/24
Metric: 10 IP 13.13.13.0/24
Metric: 10 MT (IPv6 Unicast) IS-Extended RouterB.01
Metric: 10 MT (IPv6 Unicast) IS-Extended RouterA.00
Metric: 10 MT (IPv6 Unicast) IPv6 2::2/128
Metric: 10 MT (IPv6 Unicast) IPv6 11:11:11::/64
Metric: 10 MT (IPv6 Unicast) IPv6 13:13:13::/64

RouterB.01-00 0x00000001 0xc8df 913 0/0/0
Metric: 0 IS RouterB.00
Metric: 0 IS RouterC.00
Metric: 0 IS-Extended RouterB.00
Metric: 0 IS-Extended RouterC.00

Total Level-1 LSP count: 2 Local Level-1 LSP count: 1

出力で、IS-ISプロトコルが動作していること、および表示されているリンクメトリック（Metric: 10）
が設定どおりであることを確認します。

ステップ 7 ルータ Bに max-link-metricステートメントを設定します。

例：

RP/0/0/CPU0:RouterB(config)# router isis ring
RP/0/0/CPU0:RouterB(config-isis)# max-link-metric
RP/0/0/CPU0:RouterB(config-isis)# exit
RP/0/0/CPU0:RouterB(config)#

ステップ 8 設定をコミットします。

例：

RP/0/0/CPU0:RouterB(config)# commit

ステップ 9 ルータ Bのリンクメトリックの変更を確認します。

例：

RP/0/0/CPU0:RouterB# show isis database
Tue Oct 13 13:58:36.790 PST

No IS-IS RING levels found
IS-IS ring (Level-1) Link State Database
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
RouterB.00-00 * 0x00000006 0x0847 1171 0/0/0
Area Address: 00
NLPID: 0xcc
NLPID: 0x8e
MT: Standard (IPv4 Unicast)
MT: IPv6 Unicast 0/0/0
Hostname: RouterB
IP Address: 2.2.2.2
IPv6 Address: 2::2
Metric: 63 IS RouterB.01
Metric: 63 IS RouterA.00
Metric: 63 IP 2.2.2.2/32
Metric: 63 IP 11.11.11.0/24
Metric: 63 IP 13.13.13.0/24
Metric: 16777214 MT (IPv6 Unicast) IS-Extended RouterB.01
Metric: 16777214 MT (IPv6 Unicast) IS-Extended RouterA.00
Metric: 16777214 MT (IPv6 Unicast) IPv6 2::2/128
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Metric: 16777214 MT (IPv6 Unicast) IPv6 11:11:11::/64
Metric: 16777214 MT (IPv6 Unicast) IPv6 13:13:13::/64

RouterB.01-00 0x00000001 0xc8df 800 0/0/0
Metric: 0 IS RouterB.00
Metric: 0 IS RouterC.00
Metric: 0 IS-Extended RouterB.00
Metric: 0 IS-Extended RouterC.00

Total Level-1 LSP count: 2 Local Level-1 LSP count: 1

出力で、最大リンクメトリック（IPv4の場合は 63、IPv6の場合は 16777214）が指定されたリンクに割
り当てられていることを確認します。

ステップ 10 （任意）ルータ Aと Cのルートプレフィックスの変更を確認します。

例：

! The outputs for Router A are shown here. Similarly, view the outputs on Router C.
RP/0/0/CPU0:RouterA# show route
Tue Oct 13 13:58:59.289 PST

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local, G - DAGR, l - LISP
A - access/subscriber, a - Application route
M - mobile route, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

L 1.1.1.1/32 is directly connected, 00:07:21, Loopback0
i L1 2.2.2.2/32 [115/73] via 11.11.11.2, 00:00:50, GigabitEthernet0/0/0/0
i L1 3.3.3.3/32 [115/83] via 11.11.11.2, 00:00:50, GigabitEthernet0/0/0/0
C 11.11.11.0/24 is directly connected, 00:07:20, GigabitEthernet0/0/0/0
L 11.11.11.1/32 is directly connected, 00:07:20, GigabitEthernet0/0/0/0
i L1 13.13.13.0/24 [115/73] via 11.11.11.2, 00:00:50, GigabitEthernet0/0/0/0
i L1 15.15.15.0/24 [115/83] via 11.11.11.2, 00:00:50, GigabitEthernet0/0/0/0

RP/0/0/CPU0:RouterA# show route ipv6
Tue Oct 13 14:00:06.616 PST

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local, G - DAGR, l - LISP
A - access/subscriber, a - Application route
M - mobile route, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

L 1::1/128 is directly connected,
00:08:28, Loopback0

i L1 2::2/128
[115/16777224] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:01:58, GigabitEthernet0/0/0/0

i L1 3::3/128
[115/16777234] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:01:58, GigabitEthernet0/0/0/0

C 11:11:11::/64 is directly connected,
00:08:27, GigabitEthernet0/0/0/0
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L 11:11:11::1/128 is directly connected,
00:08:27, GigabitEthernet0/0/0/0

i L1 13:13:13::/64
[115/16777224] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:01:58, GigabitEthernet0/0/0/0

i L1 15:15:15::/64
[115/16777234] via fe80::e9:45ff:fe22:5326, 00:01:58, GigabitEthernet0/0/0/0

出力で、ルーティングテーブルの最大メトリック設定の影響（[115/73]と [115/83]）を確認します。

IS-ISは、過負荷ビットを設定せずにルータの過負荷状態を処理するように正常に設定されて
います。

次の作業
他の IPルーティングプロトコルを実装するには、 Routing Configuration Guide for Cisco ASR
9000 Series Routersの次のドキュメントモジュールを参照してください。

•「OSPFの実装」

•「BGPの実装」

•「EIGRPの実装」

•「RIPの実装」

その他の参考資料
ここでは、IS-ISの実装に関する参考資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routers

IS-ISコマンド：コマンド構文の詳
細、コマンドモード、コマンド履

歴、デフォルト設定、使用に関する

注意事項、および例

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series
Routersの「 Implementing MPLS Traffic Engineering on
Cisco ASR 9000 Series Router」のモジュール

MPLS TE機能情報

Interface and Hardware Component Configuration Guide for
Cisco ASR 9000 Series Routersおよび Interface and
Hardware Component Command Reference for Cisco ASR
9000 Series Routers

双方向フォワーディング検出（BFD）
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標準

タイトル標準

『Routing IPv6 with IS-IS』（Christian E. Hopps）Draft-ietf-isis-ipv6-05.txt

『M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in IS-IS』（Tony
Przygienda、Naiming Shen、Nischal Sheth）

Draft-ietf-isis-wg-multi-topology-06.txt

『IS-IS Extensions for Traffic Engineering』（Henk Smit、
Toni Li）

Draft-ietf-isis-traffic-05.txt

『Restart Signaling for IS-IS』（M. Shand、Les Ginsberg）Draft-ietf-isis-restart-04.txt

『Point-to-point operation over LAN in link-state routing
protocols』（Naiming Shen）

Draft-ietf-isis-igp-p2p-over-lan-05.txt

『IP Fast Reroute Framework』（M. Shand、S. Bryant）Draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txt

『A Framework for Loop-free Convergence』（M. Shand、S.
Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txt

MIB

MIBのリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにある Cisco MIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。 https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—

RFC

タイトルRFC

『OSI IS-IS Intra-domain Routing Protocol』RFC
1142

『Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments』RFC
1195

『Dynamic Hostname Exchange Mechanism for IS-IS』RFC
2763

『Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS』RFC
2966

『IS-IS Mesh Groups』RFC
2973

『IS-IS Transient Blackhole Avoidance』RFC
3277
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タイトルRFC

『Three-Way Handshake for IS-IS Point-to-Point Adjacencies』RFC
3373

『IS-IS Cryptographic Authentication』RFC
3567

『IS-IS Management Information Base』RFC
4444

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 7 章

OSPFの実装

Open Shortest Path First（OSPF）は、Internet Engineering Task Force（IETF）のOSPFワーキング
グループによって開発された内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。OSPFは特に IPネッ
トワーク向けに設計されており、IPサブネット化、および外部から取得したルーティング情報
のタギングをサポートしています。また、OSPFを使用すると、パケットの送受信時にパケッ
ト認証が可能になり、IPマルチキャストが使用されます。

OSPF Version 3（OSPFv3）は OSPF Version 2を拡張し、IPv6ルーティングプレフィックスの
サポートを提供します。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでOSPFの両方のバージョンを実装する
ために必要な概念と作業について説明します。特に記載のないかぎり、用語「OSPF」は両方
のバージョンのルーティングプロトコルを意味します。

Cisco IOS XRソフトウェアの OSPFについての詳細情報、およびこのモジュールに記載されて
いる OSPFコマンドの詳細説明については、このモジュールの関連資料（491ページ）の項を
参照してください。設定作業を実行中に表示されることのある他のコマンドのドキュメントを

検索するには、オンラインで Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master
Listを検索してください。

（注）

OSPFの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース3.7.2

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2 SPFプレフィックスのプライオリティ付け。

• IP高速再ルーティングループフリー代替の計算

• OSPFバージョン 3のウォームスタンバイ

リリース3.9.0
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変更内容リリース

次の機能に対するサポートが追加されました。

•プレフィックス単位の OSPFv2高速再ルーティングの計算

• OSPFv3ノンストップルーティング（NSR）

リリース4.2.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2 VRF Lite

• OSPFv3タイマーの更新

リリース4.3.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2セグメントルーティングトポロジに依存しない高速再ルーティ
ング

• ASR 9000拡張イーサネットラインカード用 64 ECMP

リリース5.3.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

• BFDダンプニングの OSPFストリクトモードのサポート

• OSPF FIBダウンロード通知

リリース5.3.2

次の機能がサポートされました。

•過剰パントフロートラップ処理

リリース6.0.1

• OSPFの実装の前提条件 （390ページ）
• OSPFの実装に関する情報 （391ページ）
• OSPFの実装方法 （425ページ）
• IP高速再ルーティングループフリー代替の設定（477ページ）
• OSPFの実装の設定例 （481ページ）
•次の作業（490ページ）
•その他の参考資料（490ページ）

OSPFの実装の前提条件
次に、Cisco IOS XRソフトウェアで OSPFを実装するための前提条件を示します。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属してい
る必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含
まれます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場

合、AAA管理者に連絡してください。
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• OSPFv3の設定作業では、IPv6のアドレッシングと基本概念について精通していることを
前提としています。IPv6のルーティングとアドレッシングについては、 IP Addresses and
Services Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing Network Stack
IPv4 and IPv6 on Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュールを参照してください。

•インターフェイスでOSPFv3をイネーブルにする前に、次の手順を実行する必要がありま
す。

•ご使用の IPv6ネットワークに対するOSPFネットワーク戦略と計画を完成させます。
たとえば、複数のエリアが必要かどうかを決定します。

•インターフェイスで IPv6をイネーブルにします。

•認証（IPセキュリティ）の設定はオプションの作業です。認証を設定する場合、プレーン
テキスト認証とMessage Digest 5（MD5）認証のどちらを設定するかについて、また、認
証をエリア全体に適用するか特定のインターフェイスに適用するかについて最初に決定す

る必要があります。

OSPFの実装に関する情報
OSPFを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

OSPF機能の概要
OSPFは、IP用のルーティングプロトコルです。これは、ディスタンスベクトルプロトコル
ではなく、リンクステートプロトコルです。リンクステートプロトコルは、送信元マシンと

宛先マシンを接続するリンクの状態に基づいて、ルーティングの決定を行います。リンクス

テートは、インターフェイスと、その隣接ネットワーキングデバイスとの関係を説明するもの

です。インターフェイス情報には、インターフェイスの IPアドレス、ネットワークマスク、
接続されているネットワークの種類、そのネットワークに接続されているルータなどがありま

す。この情報は、さまざまなタイプのリンクステートアドバタイズメント（LSA）によって伝
播します。

ルータは受信したLSAデータの集まりをリンクステートデータベースに格納します。このデー
タベースにはこのルータのリンクの LSAデータが含まれます。ダイクストラアルゴリズムが
採用されている場合、データベースの内容からデータが抽出されてOSPFルーティングテーブ
ルが作成されます。データベースとルーティングテーブルの違いは、データベースにはすべて

の rawデータが含まれており、ルーティングテーブルには特定のルータインターフェイスポー
トを介した既知の宛先への最短パスのリストが含まれていることです。

OSPFは大規模ネットワークにまで拡張できるため、IGPとして適しています。エリアを使用
してネットワークをより管理しやすい大きさに分割するとともに、ネットワークに階層を導入

します。ルータはネットワークの1つのエリアまたは複数のエリアに接続されます。エリア内
のすべてのネットワーキングデバイスは、デバイスが属するエリア内のみのリンクステート

がすべて揃った、同じデータベース情報を維持します。ネットワーク内のすべてのリンクス
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テートについての情報は持ちません。エリア内のルータ間におけるデータベース情報の合意は

コンバージェンスと呼ばれます。

ドメイン内レベルで、OSPFは Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）を使用して取
得したルートを取り込むことができます。OSPFルートを IS-ISに伝達することもできます。ド
メイン間レベルで、OSPFはボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使用して取得した
ルートを取り込むことができます。OSPFルートを BGPに伝達することもできます。

Routing Information Protocol（RIP）とは異なり、OSPFは定期的なルーティングアップデート
を送信しません。OSPFルータはネイバーになると、データベースを交換および同期すること
によって隣接関係を確立します。その後、変更されたルーティング情報だけが伝播されます。

エリア内のすべてのルータは自分のリンクのコストとステートをアドバタイズします。この情

報は LSA内で送られます。このステート情報は、1ホップ先のすべてのOSPFネイバーに送ら
れます。その後すべての OSPFネイバーは、ステート情報を変更せずに送信します。このフ
ラッディングプロセスは、エリア内のすべてのデバイスが同じリンクステートデータベース

を持つまで続けられます。

宛先への最適なルートを決定するために、宛先へのルートに含まれるリンクのすべてのコスト

がソフトウェアによって合計されます。各ルータが別のネットワーキングデバイスからルー

ティング情報を受信した後で、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムが実行されて、データ
ベース内の各宛先ネットワークへの最適なパスが計算されます。

OSPFを実行しているネットワーキングデバイスは、ネットワーク内のトポロジの変化を検出
して、リンクステートアップデートをネイバーにフラッディングし、新しいトポロジビュー

をすぐに収束させます。ネットワーク内の各OSPFルータは、すぐに再び同じトポロジビュー
を持ちます。OSPFは、同じ宛先に対する複数の等コストのパスを許容します。すべてのリン
クステート情報がフラッディングされて SPF計算に使用されるため、複数の等コストパスが
計算されてルーティングに使用されることがあります。

ブロードキャストネットワークおよび非ブロードキャストマルチアクセス（NBMA）ネット
ワークでは、指定ルータ（DR）またはバックアップDRがLSAフラッディングを実行します。
ポイントツーポイントネットワークでは、フラッディングは単にインターフェイスからネイ

バーに直接送信されます。

OSPFは直接 IPの上で実行され、TCPやユーザデータグラムプロトコル（UDP）を使用しま
せん。OSPFはパケットヘッダーおよび LSAのチェックサムを使用してそれ自体でエラー訂
正を実行します。

OSPFv3は、基本概念は OSPF Version 2と同じですが、IPv6の拡大されたアドレスサイズのサ
ポートが追加されています。IPv6のアドレスとプレフィックスを伝送するために新しい LSA
タイプが作成され、個々の IPサブネットベースではなく、個々のリンクベースでプロトコル
が実行されます。

OSPFは通常多くの内部ルータ間の調整を必要とします。このようなルータには、複数のエリ
アに接続されたエリア境界ルータ（ABR）や、他のソース（IS-IS、BGP、静的ルートなど）か
らの再ルーティングを OSPFトポロジに伝達する自律システム境界ルータ（ASBR）がありま
す。OSPFベースのルータまたはアクセスサーバの最小設定では、すべてのデフォルトパラ
メータ値、およびエリアに割り当てられたインターフェイスが使用され、認証は行われませ

ん。環境をカスタマイズする場合は、すべてのルータの調和が取れた設定が必要です。
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Cisco IOS XRソフトウェアの OSPF実装でサポートされる主要機能
Cisco IOS XRソフトウェアの OSPF実装は、Internet RFC 2328および RFC 2740で詳述されて
いる OSPF Version 2および OSPF Version 3の仕様にそれぞれ準拠しています。

Cisco IOS XRソフトウェアの実装でサポートされている主な機能を次に示します。

•階層：CLI階層がサポートされます。

•継承：CLI継承がサポートされます。

•スタブエリア：スタブエリアの定義がサポートされています。

• NSF：ノンストップフォワーディングがサポートされています。

• SPFスロットリング：Shortest Path Firstスロットリング機能がサポートされています。

• LSAスロットリング：LSAスロットリング機能がサポートされています。

•高速コンバージェンス：SPFおよび LSAのスロットルタイマーが設定されると高速コン
バージェンスが設定されます。OSPF LSAスロットリング機能は、ネットワークが不安定
な間、OSPFでの LSAアップデートを低速化するためのダイナミックメカニズムを提供
します。さらに LSAスロットリングは、LSAのレート制限をミリ秒単位で指定すること
により、OSPFコンバージェンス時間の短縮が可能になります。

•ルート再配布：任意の IPルーティングプロトコルを使用して学習されたルートを、別の
IPルーティングプロトコルで再配布できます。

•認証：エリア内の隣接ルータ間でのプレーンテキスト認証およびMD5認証がサポートさ
れています。

•ルーティングインターフェイスパラメータ：サポートされる設定可能なパラメータには、
インターフェイス出力コスト、再送信インターバル、インターフェイス送信遅延、ルータ

プライオリティ、ルータの「dead」インターバルと helloインターバル、認証キーなどが
あります。

•仮想リンク：仮想リンクがサポートされています。

• Not-So-Stubby Area（NSSA）：RFC 1587がサポートされます。

•デマンド回線上の OSPF：RFC 1793がサポートされています。

Cisco IOS XRソフトウェアの OSPFv3と OSPFv2の比較
OSPFv3プロトコルの大半は OSPFv2と同じです。OSPFv3は RFC 2740に記載されています。

Cisco IOS XRソフトウェアの OSPFv3プロトコルと OSPFv2プロトコルの主な相違点は、次の
とおりです。

• OSPFv2を拡張した OSPFv3では、IPv6ルーティングプレフィックスとサイズの大きい
IPv6アドレスのサポートを提供しています。
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• NBMAインターフェイスをOSPFv3で使用する場合、ユーザは、ネイバーのリストを使用
してルータを手動で設定する必要があります。隣接ルータはネイバーに接続されたイン

ターフェイスのリンクローカルアドレスによって識別されます。

• OSPFv2とは異なり、複数の OSPFv3プロセスをリンク上で実行できます。

• OSPFv3のLSAは、「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス
長」として表現されます。

•ルータ IDは IPv6アドレスとは無関係な 32ビットの数値です。

OSPFの階層 CLIおよび CLI継承
Cisco IOSXRソフトウェアには、階層CLIおよびCLI継承で構成される新しいOSPFコンフィ
ギュレーションの基礎が導入されています。

階層 CLIとは、定義された階層レベル（ルータレベル、エリアレベル、インターフェイスレ
ベルなど）で、ネットワークコンポーネント情報がグループ化されたものです。階層 CLIを
使うと、OSPFの設定、メンテナンス、トラブルシューティングをより簡単に行えます。コン
フィギュレーションコマンドが一緒に階層コンテキストに表示されると、視覚的な検査が簡単

になります。階層 CLIはサポートされる CLI継承自体に備わっています。

CLI継承を使うと、エリアやインターフェイスのパラメータを明示的に設定する必要がありま
せん。Cisco IOS XRソフトウェアでは、同じエリアのインターフェイスのパラメータだけを 1
つのコマンドで設定できます。また、エリアコンフィギュレーションレベルやルータ OSPF
コンフィギュレーションレベルなどの高い階層レベルからパラメータ値を継承できます。

たとえば、インターフェイスの hello interval値は、IFステートメントの優先順位によって次の
ように決まります。

インターフェイスコンフィギュレーションレベルで hello intervalコマンドが設定されている
場合は、インターフェイスに設定されている値を使用します。

エリアコンフィギュレーションレベルで hello intervalコマンドが設定されている場合は、エ
リアに設定されている値を使用します。

ルータコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合は、ルー
タ設定されている値を使用します。

その他の場合は、コマンドのデフォルト値を使用します。

階層CLIおよびCLI継承を理解すると、設定時間を大幅に短縮できます。これらの基礎を理解
するには、OSPF Version 2の異なる階層レベルでの認証の設定（433ページ）を参照してくだ
さい。また、Cisco IOSXRソフトウェアの例については、OSPFの実装の設定例（481ページ）
を参照してください。

ヒント
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OSPFルーティングコンポーネント
OSPFを実装する前に、ルーティングコンポーネントの概要とその使用目的を把握する必要が
あります。これらは自律システム、エリアタイプ、内部ルータ、ABR、および ASBRで構成
されます。

図 20 : OSPFルーティングコンポーネント

次の図に、OSPFネットワークのトポロジのルーティングコンポーネントを示します。

自律システム

自律システムは、同じ管理制御下で、相互にルーティング情報を共有するネットワークの集合

です。自律システムは、ルーティングドメインとも呼ばれます。図 20 : OSPFルーティングコ
ンポーネント（395ページ）に、109と 65200の 2つの自律システムを示します。自律システ
ムは 1つまたは複数の OSPFエリアで構成されます。

エリア

エリアでは、自律システムをより小さく管理しやすいネットワークや隣接ネットワークのセッ

トに再分割できます。図 20 : OSPFルーティングコンポーネント（395ページ）で示されるよ
うに、自律システム 109はエリア 0、エリア 1、エリア 2の 3つのエリアから構成されます。

OSPFは 1つのエリアのトポロジをその他の自律システムから見えないようにします。1つの
エリアのネットワークトポロジはそのエリア内のルータにのみ認識されます。OSPFルーティ
ングがエリア内にある場合、そのルーティングはエリア内ルーティングと呼ばれます。この
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ルーティングは、ネットワークにフラッディングするリンクステート情報量を制限して、ルー

ティングトラフィックを少なくします。各ルータのトポロジ情報のサイズも小さくし、各ルー

タの処理と必要なメモリを節約します。

また、エリア内のルータはエリア外の詳細なネットワークトポロジを見ることはできません。

このようにトポロジ情報の開示が制限されているため、自律システム全体が1つのルーティン
グドメインであるときに、エリア間のトラフィックフローを制御して、ルーティングトラ

フィックを少なくすることができます。

バックボーンエリア

バックボーンエリアは、自律システムの複数エリア間でルーティング情報を配布する役割を担

当します。エリアの外で発生する OSPFルーティングをエリア間ルーティングと呼びます。

エリアのプロパティはすべてバックボーン自体にあります。これは、バックボーンだけにある

ABR、ルータ、ネットワークで構成されます。図 20 : OSPFルーティングコンポーネント（
395ページ）に示されるように、エリア 0は OSPFバックボーンエリアです。すべての OSPF
バックボーンエリアでは、0.0.0.0の IDが予約されています。

スタブエリア

スタブエリアは、ルートアドバタイズメントや、エリアの外部にあるネットワークの詳細情

報を受け入れないエリアです。スタブエリアには、通常、エリアと他の自律システムとのイン

ターフェイスになるルータが 1つだけがあります。スタブ ABRは、外部の宛先への単一のデ
フォルトルートをスタブエリアにアドバタイズします。スタブエリア内のルータはエリア外

の宛先および自律システムに対してこのルートを使用します。この関係は、エリアにフラッ

ディングされた外部 LSAを格納するためにも使用される LSAデータベースのスペースを節約
します。図 20 : OSPFルーティングコンポーネント（395ページ）で、エリア 2はABR 2を経
由してのみ到達するスタブエリアです。エリア 0はスタブエリアにはできません。

Not So Stubby Area

Not-So-Stubby Area（NSSA）はスタブエリアに似ています。NSSAはコアからエリアへとタイ
プ 5の外部 LSAをフラッディングしませんが、限定的に自律システム外部ルートをエリア内
にインポートできます。

NSSAは、再配布によって、タイプ 7の自律システムの外部ルートを NSSAエリア内部にイン
ポートできます。これらのタイプ 7の LSAは、NSSAのABRによってタイプ 5の LSAに変換
され、ルーティングドメイン全体にフラッディングされます。変換中は集約とフィルタリング

がサポートされます。

異なるルーティングプロトコルを使用するリモートサイトに OSPFを使用する中央サイトを
接続する必要があるネットワーク管理者であれば、管理を簡素化するために NSSA使用しま
す。

スタブエリアにはリモートサイトのルートが再配布されないため、NSSAが実装される前は、
企業サイトの境界ルータとリモートルータ間の接続にOSPFスタブエリアを利用できず、2つ
のルーティングプロトコルを維持する必要がありました。RIPのようなシンプルなプロトコル
を実行して再配布を処理する方法が一般的でした。NSSAが実装されたことで、企業ルータと
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リモートルータ間のエリアをNSSAとして定義することにより、NSSAでOSPFを拡張してリ
モート接続をカバーできます。エリア 0を NSSAにすることはできません。

ルータ

OSPFネットワークは ABR、ASBR、内部ルータで構成されます。

エリア境界ルータ

エリア境界ルータ（ABR）は複数のエリアのネットワークに直接接続する複数のインターフェ
イスを持つルータです。ABRは OSPFアルゴリズムのコピーを個別に実行し、バックボーン
エリアを含む、アタッチされる各エリアに対する個別のルーティングデータを保持します。ま

た、ABRはアタッチされたエリアの設定の集約をバックボーンエリアに送り、バックボーン
エリアではこの情報を自律システム内の他のOSPFエリアに配布します。図20 :OSPFルーティ
ングコンポーネント（395ページ）には 2つのABRがあります。ABR 1はバックボーンエリ
アに対するエリア 1のインターフェイスとなります。ABR 2はスタブエリアであるエリア 2
に対するバックボーンエリア 0のインターフェイスとなります。

自律システム境界ルータ（ASBR）

自律システム境界ルータ（ASBR）を使用すると、1つの自律システムから別のシステムに接
続できるようになります。ASBRは自律システムルーティング情報を他の自律システムの境界
ルータと交換します。自律システム内のすべてのルータは、その自律システムの境界ルータに

到達する方法を情報として保有しています。

ASBRは、BGPなどの他のプロトコルから外部ルーティング情報をインポートして、それらを
ネットワークに AS-External（ASE）タイプ 5 LSAとして再配布できます。Cisco IOS XRルー
タがASBRの場合、コンテンツのVIPアドレスを自律システムの外部ルートとしてアドバタイ
ズするようにルータを設定できます。このようにして、ASBRは OSPFネットワーク内のルー
タに外部ネットワークに関する情報をフラッディングします。

ASBRルートは、タイプ 1またはタイプ 2のASEとしてアドバタイズできます。タイプ 1とタ
イプ 2ではコストの計算方法が異なります。タイプ 2ASEでは、同じ宛先への複数パスを比較
するとき、外部コスト（メトリック）のみが考慮されます。タイプ1ASEでは、外部コストと
ASBRに到達するためのコストの組み合わせが使用されます。タイプ 2の外部コストがデフォ
ルトであり、常に OSPFルートよりコストがかかるため、OSPFルートが存在しない場合にの
み使用されます。

内部ルータ

内部ルータ（図 20 : OSPFルーティングコンポーネント（395ページ）の R1など）は 1領域
に接続されます（たとえば、すべてのインターフェイスは同じエリアに存在します）。

OSPFプロセスおよびルータ ID
OSPFプロセスは、物理ルータで OSPFを実行している論理ルーティングエンティティです。
システム管理者（Cisco IOSXRソフトウェアの所有者と呼ばれる）が物理ボックスをパーティ
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ションで個別のルータに区切ることができる論理ルーティング機能がありますが、その機能と

この論理ルーティングエンティティを混同しないでください。

物理ルータは複数の OSPFプロセスを実行できます。ただし、複数のプロセスを実行するの
は、複数のOSPFドメインに接続する場合のみです。各プロセスにはそれぞれのリンクステー
トデータベースがあります。ルーティングテーブルのルートはリンクステートデータベース

から計算されます。ルートが再配布されないかぎり、1つの OSPFプロセスは別の OSPFプロ
セスとルートを共有しません。

各OSPFプロセスは、ルータ IDで識別されます。ルータ IDはルーティングドメイン全体で一
意である必要があります。OSPFはルータ IDを優先度の高い順に次の送信元から取得します。

•デフォルトでは、OSPFプロセスが初期化されると、チェックポイントデータベースに
router-idがあるかどうかをチェックします。

•ルータコンフィギュレーションモードで OSPF router-idコマンドで指定された 32ビット
数値。（この値には任意の 32ビット値を指定できます。このルータのインターフェイス
に割り当てられた IPv4アドレス以外のアドレスを設定できます。また、ルーティング可
能な IPv4アドレスでなくてもかまいません）。

• ITALが選択した router-id。

• OSPFプロセスが実行されているインターフェイスのプライマリ IPv4アドレス。OSPFイ
ンターフェイスの最初のインターフェイスアドレスが選択されます。

ルータコンフィギュレーションモードで router-idコマンドを使用してルータ IDを設定するこ
とを推奨します。個別の OSPFプロセスは同じルータ IDを共有できますが、その場合、それ
らのプロセスは同じ OSPFルーティングドメインには存在できません。

サポート対象 OSPFネットワークタイプ
OSPFは異なるメディアを次のタイプのネットワークに分類します。

• NBMAネットワーク

•ポイントツーポイントネットワーク（POS）

•ブロードキャストネットワーク（ギガビットイーサネット）

•ポイントツーマルチポイント

ブロードキャストまたは NBMAネットワークで Cisco IOS XRネットワークを設定できます。
たとえば、ユーザのネットワークにあるルータでマルチキャストアドレッシングがサポートさ

れない場合に、この機能を使用してブロードキャストネットワークを NBMAネットワークと
して設定できます。

OSPFのルート認証方法
OSPF Version 2は 2種類の認証（プレーンテキスト認証とMD5認証）をサポートします。デ
フォルトでは、認証はイネーブルになっていません（RFC2178ではヌル認証と呼ばれます）。
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OSPFバージョン 3では、キーロールオーバーを除くすべてのタイプの認証がサポートされて
います。

プレーンテキスト認証

プレーンテキスト認証（タイプ1認証とも呼ばれる）では、物理メディアを移動するパスワー
ドを使用します。この認証は、アクセス権限を持ないユーザや、ネットワークに接続するパス

ワードを使用できないユーザでも簡単に見ることができます。そのため、プレーンテキスト認

証はセキュリティで保護されません。プレーンテキスト認証はOSPFインターフェイスの誤っ
た実装や設定ミスにより、間違ったOSPFパケットが送信されることを防止できる場合があり
ます。

MD5認証

MD5認証はセキュリティで保護されます。パスワードは物理メディアに移動されません。そ
の代わり、ルータではMD5を使用して、OSPFパケットとキーのメッセージダイジェストが
生成され、このメッセージダイジェストが物理メディアに送信されます。MD5認証を使用す
ると、未認証または悪意のあるルーティングアップデートをルータで受け取らないようにでき

ますが、トラフィックを迂回させることによってネットワークセキュリティが危険にさらされ

る可能性があります。

MD5認証では複数のキーがサポートされています。キー番号をキーに関連付ける必要があり
ます。

（注）

OSPF認証のメッセージダイジェスト管理。

認証方法

プロセスまたはエリアの全体に対して、またはインターフェイスまたは仮想リンク上に認証を

指定できます。インターフェイスまたは仮想リンクには1種類の認証だけを設定でき、両方と
も設定することはできません。エリアまたはプロセス用に設定されたインターフェイスまたは

仮想リンクのオーバーライド認証用に設定された認証。

エリアのすべてのインターフェイスで同じ認証タイプを使用する場合、エリアコンフィギュ

レーションサブモードで authenticationコマンドを使用すると（また、エリア全体でMD5認
証と HMAC SHA 256認証を使用する場合は message-digest キーワードを指定すると）、設定
するコマンドを少なくすることができます。この方法を使用すると、各インターフェイスに認

証を指定するときに必要なコマンドよりも少ないコマンドで設定できます。

キーロールオーバー

OSPF隣接関係（およびトポロジ）を中断することなく、操作用ネットワークでMD5キーを変
更するために、キーロールオーバーメカニズムがサポートされています。ネットワーク管理

者が新しいキーを複数のネットワーキングデバイスに設定するとき、異なるデバイスで新しい

キーと古いキーの両方が使用されていることがあります。インターフェイスに新しいキーが設

定されている場合、ソフトウェアから2つの同じパケットのコピーが送信されます。それぞれ
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のパケットは古いキーと新しいキーによって認証されます。ソフトウェアではどのデバイスが

新しいキーの使用を開始したかを追跡し、すべてのネイバーで新しいキーが使用されているこ

とを検出すると、重複パケットの送信を停止します。次に、ソフトウェアでは古いキーを廃棄

します。ネットワーク管理者は、各ルータの各コンフィギュレーションファイルから古いキー

を削除する必要があります。

OSPFのネイバーおよび隣接関係
セグメントを共有するルータ（2つのインターフェイス間のレイヤ 2リンク）は、そのセグメ
ント上でネイバー同士となります。OSPFでは Helloプロトコルをネイバー探索およびキープ
アライブメカニズムとして使用します。Helloプロトコルでは定期的にhelloパケットを各イン
ターフェイスで送受信します。helloパケットは、インターフェイス上のすべての既知のOSPF
ネイバーをリストします。ルータがネイバーの Helloパケット内に自身がリストされているこ
とを認識すると、それらのルータはネイバー同士となります。2つのルータがネイバーになる
と、データベースの交換や同期化を行うことができるようになります。これにより、隣接が作

成されます。ブロードキャストおよび NBMAネットワークのすべての隣接ルータに隣接があ
ります。

BFDダンプニングの OSPFストリクトモードのサポート
ストリクトモードは、OSPF BFD操作モードの 1つで、BFDセッションが起動するまでネイ
バーをダウン状態に保持します。ネイバーノードのステータスは、BFDセッションの起動待機
中として show ospf neighborコマンドの出力に表示されます。これにより、クライアントプロ
トコルは、BFDの宣言された状態とは無関係に動作しなくなります。

制約事項

•ストリクトモードおよび非ストリクトモードの動作モードは互換性がなく、OSPFがネイ
バー関係を形成しなくなります。一方のノードでストリクトモードを設定し、もう一方の

ノードでデフォルトモードまたは非ストリクトモードを設定することはできません。両方

の BFDネイバーが、ストリクトモードをサポートする IOS-XRイメージを実行している
必要があります。ただし、設計上、追加の BFDクライアントがすでに BFDセッションを
開始していて、OSPFが唯一のイニシエータではない場合、ネイバー関係が形成されるこ
とがあります。

• BFDの依存関係により、ストリクトモードで動作しているOSPFでは、ネイバーの確立と
完全な隣接関係が遅延する可能性があります。

ストリクトモードの有効化

ストリクトモードは、異なるレベル（プロセス、エリア、およびインターフェイス）で有効に

することができます。次に、インターエイス上でOpenShortest PathFirst（OSPF）に対してBFD
ストリクトモードを有効にする手順について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. bfd fast-detect strict-mode
6. commit
7. show ospf interface type interface-path-id

手順の詳細

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

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。
このモードでは、OSPFルーティングプロセスの設
定を行えます。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

現在のルータのprocess-nameを取得するには、EXEC
コンフィギュレーション モードで show ospfコマン
ドを使用します。

Open Shortest Path First（OSPF）領域を設定します。area area-id

例：

ステップ 3

area-idを OSPFエリア識別子に置き換えます。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、インターフェイス名と

rack/slot/module/port表記を指定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
interface gigabitEthernet 0/3/0/1

ステップ 4

この例では、モジュラサービスカードスロット 3
にあるギガビットイーサネットインターフェイス

を示しています。

BFDセッションが起動状態になるまで、ストリクト
モードを有効にし、ネイバーセッションをダウンさ

せておきます。

bfd fast-detect strict-mode

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)# bfd
fast-detect strict-mode

ステップ 5

実行コンフィギュレーションに変更をコミットしま

す。

commitステップ 6

適切なインターフェイスでストリクトモードが有効

になっていることを確認します。

show ospf interface type interface-path-id

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#show
ospf interface gigabitEthernet 0/3/0/1

BFDストリクトモード：例
次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで OSPFでの BFDストリクトモードを有効
にし、OSPFインターフェイス情報を確認する例を示します。BFDストリクトモードが有効に
なっている場合、Modeの値は Strictと表示されます。デフォルトでは、Modeの値が Default
と表示されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router ospf 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#area 0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#interface gigabitEthernet 0/3/0/1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#bfd fast-detect strict-mode
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#commit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#end
RP/0/RSP0/cpu 0: router#show ospf interface gigabitEthernet 0/3/0/1

GigabitEthernet0/3/0/1 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1, MTU 1500, MaxPktSz 1500
BFD enabled, BFD interval 150 msec, BFD multiplier 3, Mode: Strict
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.1.1.2
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:07:358

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
LS Ack List: current length 0, high water mark 1
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Multi-area interface Count is 0

次に、 show ospf neighborコマンドの出力例を示します#は、ネイバーが BFDセッションが起
動するのを待機していることを示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show ospf neighbor

Neighbors for OSPF 1

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 0 DOWN/DROTHER 00:00:33 10.1.1.3/24
GigabitEthernet0/3/0/1#

Total neighbor count: 1
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OSPF FIBダウンロード通知
OSPFFIBダウンロード通知によって、ラインカードのリロード後に入力トラフィックのドロッ
プが長期間にわたって最小化されます。また、この機能はデフォルトで有効になっています。

Open Shortest Path First（OSPF）は、インターフェイステーブル属性ライブラリ（ITAL）を介
してルーティング情報ベース（RIB）に登録され、すべてのルートが転送情報ベース（FIB）に
ダウンロードされるまで、インターフェイスがダウン状態のままになります。OSPFは、リロー
ドされたラインカード上のすべてのルートが RIB/FIBを介してダウンロードされると、イン
ターフェイスアップ通知を取得します。

RIBは、以下の場合に登録クライアントに通知を提供します。

•ノードが失われた。

•ノードが作成された。

•ノードの FIBアップロードが完了した。

OSPFの指定ルータ（DR）
ポイントツーポイントネットワークおよびポイントツーマルチポイントネットワーク上では、

Cisco IOS XRソフトウェアによってルーティングアップデートがすぐ隣のネイバーにフラッ
ディングされます。DRまたはバックアップ DR（BDR）はありません。すべてのルーティン
グ情報が各ルータにフラッディングされます。

OSPFは、1つのルータを DRに、もう 1つのルータを BDRに選択することで、ブロードキャ
ストセグメントまたは NBMAセグメント上でのみ、セグメント上で交換される情報量を最小
化します。このため、セグメント上のルータには、情報交換のための中央接続ポイントがあり

ます。各ルータは、セグメント上の他の各ルータとルーティングアップデートを交換するので

はなく、DRおよび BDRと情報を交換します。DRおよび BDRは、情報を他のルータに中継
します。ブロードキャストネットワークセグメントでは、ネットワークセグメントにあるす

べての OSPFルータがでリッスンしているマルチキャスト IPアドレスに、DRおよび BDRか
らそれらの OSPFアップデートが送信されることによって、OSPFパケットの数が大幅に削減
されます。

ソフトウェアによってセグメント上の各ルータのプライオリティが確認され、DRおよびBDR
となるルータが決定されます。最も高いプライオリティのルータがDRとして選択されます。
プライオリティが同じ場合、よりの高位ルータ IDを持つルータが優先されます。DRが選択さ
れると、BDRも同様の方法で選択されます。プライオリティが0に設定されているルータは、
DRまたは BDRになる資格がありません。

OSPFのデフォルトルート
タイプ 5（ASE）LSAが生成され、スタブエリアを除くすべてのエリアにフラッディングされ
ます。スタブエリアにあるルータから、スタブエリア外の宛先にパケットをルーティングで
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きるようにするために、スタブエリアにアタッチされているABRによってデフォルトルート
が挿入されます。

デフォルトルートのコストは1です（デフォルト）。または、default-costコマンドに指定され
ている値によって決まります。

OSPF Version 2のリンクステートアドバタイズメントタイプ
次の各 LSAタイプには、個別の目的があります。

•ルータ LSA（タイプ 1）：1つのエリア内にルータが持つリンクと各リンクのコストを表
します。これらのLSAは、エリア内でのみフラッディングされます。LSAは、QoS（Quality
of Service）に基づいてルータがパスを計算できるかどうか、ルータが ABRまたは ASBR
のどちらであるか、ルータが仮想リンクの一端であるかどうかを示します。また、タイプ

1の LSAは、スタブネットワークへのアドバタイズにも使用されます。

•ネットワーク LSA（タイプ 2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチさ
れているすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。この LSA
ではネットワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのルー

タを一覧にします。この LSAのコンテンツを生成して追跡するのは、ネットワークセグ
メントの指定ルータの仕事です。

• ABRのサマリーLSA（タイプ3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルート）に内部ネッ
トワークをアドバタイズします。タイプ 3のLSAは、1つのネットワークを表すことも、
1つのプレフィックスに集約された一連のネットワークを表すこともあります。サマリー
LSAを生成するのは ABRだけです。

• ASBRのサマリー LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコストをアド
バタイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのアドバタ

イズメントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。ABRはタイプ4LSA
を生成します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 5）：別の自律システムからルートを再配布します。通常
は別のルーティングプロトコルから OSPFに再配布します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 7）：外部ルート情報をNSSA内で伝搬するために提供さ
れます。タイプ 7 LSAは NSSAで生成およびアドバタイズできます。NSSAはタイプ 5
LSAを受信または生成しません。タイプ 7 LSAは 1つの NSSA内でのみアドバタイズさ
れます。境界ルータによってバックボーンエリアや他のエリアにフラッディングされるこ

とはありません。

•内部エリアプレフィックスLSA（タイプ9）：ルータは各ルータまたは中継ネットワーク
に複数の内部エリアプレフィックス LSAを生成できます。それぞれの内部エリアプレ
フィックス LSAには固有のリンクステート IDがあります。それぞれの内部エリアプレ
フィックス LSAのリンクステート IDには、ルータ LSAまたはネットワーク LSAに対す
る関係と、スタブおよび中継ネットワークのプレフィックスが記されています。

•エリアローカルスコープ（タイプ 10）：OpaqueLSAは関連付けられているエリアの境界
を越えてフラッディングされません。
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•リンクステート（タイプ 11）：LSAは ASを通してフラッディングされます。タイプ 11
LSAのフラッディングスコープは、AS-External（タイプ5）LSAのフラッディングスコー
プと同じです。タイプ 5 LSAと同様、タイプ 11Opaque LSAがスタブエリア内の隣接ルー
タからスタブエリアに受信されると、LSAは拒否されます。タイプ 11OpaqueLSAには、
次のような属性があります。

• LSAはすべての中継エリアを超えてフラッディングされます。

• LSAはバックボーンからのスタブエリアにはフラッディングされません

• LSAはルータから、ルータが接続されたスタブエリアには発信されません。

OSPFv3のリンクステートアドバタイズメントタイプ
次の各 LSAタイプには、個別の目的があります。

•ルータ LSA（タイプ 1）：リンクステートおよびエリアに対するルータリンクのコスト
を表します。これらの LSAは、エリア内でのみフラッディングされます。LSAは、ルー
タが ABRまたは ASBRのどちらであるか、および仮想リンクの一端であるかどうかを示
します。また、タイプ 1の LSAは、スタブネットワークへのアドバタイズにも使用され
ます。OSPFv3では、これらの LSAはアドレス情報を持たず、ネットワークプロトコル
に依存しません。OSPFv3では、ルータインターフェイス情報は複数のルータ LSA間で
拡散されます。受信者は、SPF計算を実行する前に、特定のルータから発信されたすべて
のルータ LSAを連結する必要があります。

•ネットワーク LSA（タイプ 2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチさ
れているすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。この LSA
ではネットワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのOSPF
ルータを一覧にします。ネットワークセグメントに選択された指定ルータだけが、セグメ

ントのネットワーク LSAを生成して追跡できます。OSPFv3では、ネットワーク LSAは
アドレス情報を持たず、ネットワークプロトコルに依存しません。

• ABRのエリア間プレフィックスLSA（タイプ3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルー
ト）に内部ネットワークがアドバタイズされます。タイプ 3のLSAは、1つのネットワー
クを表すことも、1つのプレフィックスとして集約された一連のネットワークを表すこと
もあります。ABRはタイプ 3 LSAだけを生成します。OSPFv3では、これらの LSAのア
ドレスは「addressおよび mask」ではなく「prefixおよび prefix length」で表されます。デ
フォルトルートは、長さが 0のプレフィックスとして表現されます。

• ASBRのエリア間ルータ LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコスト
をアドバタイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのア

ドバタイズメントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。ABRはタイ
プ 4 LSAを生成します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 5）：別の自律システムからルートを再配布します。通常
は別のルーティングプロトコルから OSPFに再配布します。OSPFv3では、これらの LSA
のアドレスは「addressおよびmask」ではなく「prefixおよび prefix length」で表されます。
デフォルトルートは、長さが 0のプレフィックスとして表現されます。
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•自律システム外部 LSA（タイプ 7）：外部ルート情報をNSSA内で伝搬するために提供さ
れます。タイプ 7 LSAは NSSAで生成およびアドバタイズできます。NSSAはタイプ 5
LSAを受信または生成しません。タイプ 7 LSAは 1つの NSSA内でのみアドバタイズさ
れます。境界ルータによってバックボーンエリアや他のエリアにフラッディングされるこ

とはありません。

•リンク LSA（タイプ 8）：リンクローカルフラッディングスコープを持ち、関連付けら
れているリンクを超えてフラッディングすることはありません。リンク LSAは、リンク
またはネットワークセグメントに接続されている他のすべてのルータに対してルータのリ

ンクローカルアドレスを提供し、リンクに接続されている他のルータに、そのリンクに関

連付ける IPv6プレフィックスのリストを通知します。また、ルータがOptionsビットの集
まりをアサートして、リンクの起点となるネットワーク LSAと関連付けできるようにし
ます。

•内部エリアプレフィックスLSA（タイプ9）：ルータは各ルータまたは中継ネットワーク
に複数の内部エリアプレフィックス LSAを生成できます。それぞれの内部エリアプレ
フィックス LSAには固有のリンクステート IDがあります。それぞれの内部エリアプレ
フィックス LSAのリンクステート IDには、ルータ LSAまたはネットワーク LSAに対す
る関係と、スタブおよび中継ネットワークのプレフィックスが記されています。

新しく定義された LSAのほとんどすべてに、アドレスプレフィックスが存在します。プレ
フィックスは、Prefix Length、Prefix Options、および Address Prefixの 3つのフィールドで表現
されます。OSPFv3では、これらの LSAのアドレスは「addressおよびmask」ではなく「prefix
および prefix length」で表されます。デフォルトルートは、長さが 0のプレフィックスとして
表現されます。

エリア間プレフィックス LSAおよびエリア内プレフィックス LSAでは、すべての IPv6プレ
フィックス情報が伝送されます。IPv4ではこの情報はルータ LSAおよびネットワーク LSAに
含まれます。特定の LSA（ルータ LSA、ネットワーク LSA、エリア間ルータ LSA、およびリ
ンク LSA）の Optionsフィールドは、IPv6で OSPFをサポートするために 24ビットに拡張さ
れています。

OSPFv3では、エリア間プレフィックス LSA、エリア間ルータ LSA、および自律システム外部
LSAのリンクステート IDの機能は、リンクステートデータベースの個々の部分を識別するこ
とだけです。OSPF Version 2ではリンクステート IDで表されたアドレスまたはルータ IDはす
べて、OSPFv3では LSAの本体で伝送されます。

OSPFの仮想リンクおよび中継エリア
OSPFでは、すべてのエリアからのルーティング情報は、ABRによって最初にバックボーンエ
リアに集約されます。次に、同じ ABRは受信したその情報をアタッチされているエリアに伝
播します。このような階層型のルーティング情報の配信では、すべてのエリアがバックボーン

エリア（エリア 0）に接続する必要があります。エリアを定義する必要がある場合もあります
が、エリア 0には物理的に接続することはできません。そのような場合の例として、会社で
OSPFエリアが含まれる新しい取得を行う場合やエリア 0自体がパーティション化されている
場合が挙げられます。
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エリアをエリア 0に接続できない場合、そのエリアとエリア 0の間で仮想リンクを設定する必
要があります。仮想リンクの 2つのエンドポイントは ABRであり、仮想リンクは両方のルー
タで設定する必要があります。2つのルータが属する、バックボーン以外の共通エリアは中継
エリアと呼ばれます。仮想リンクは、他の仮想エンドポイント（他の ABR）の中継エリアと
ルータ IDを指定します。

仮想リンクはスタブエリアまたは NSSAから設定することはできません。

図 21 :エリア 0への仮想リンク

この図はエリア 3からエリア 0への仮想リンクを示します。

パッシブインターフェイス

パッシブとしてインターフェイスを設定すると、ネイバーへのルーティングアップデートの送

信が無効になるため、隣接関係はOSPFで形成されません。ただし、特定のサブネットはOSPF
ネイバーに引き続きアドバタイズされます。インターフェイスでのOSPFプロトコル動作の送
信を抑制するには、適切なモードで passiveコマンドを使用します。

ホストを持つLANセグメントをネットワークの残りに接続しているが、ルータ間のトランジッ
トリンクになるように作られていないインターフェイスでは、パッシブ設定を使用することを

推奨します。

MPLS VPNの OSPFv2模造リンクのサポート
MPLS VPN環境では、複数の VPNクライアントサイトを同じ OSPFエリアで接続できます。
これらのサイトがバックドアリンクを経由して接続され（エリア内リンク）、VPNバックボー
ンに接続されている場合、プロバイダーエッジルータは VPNバックボーンを経由して学習し

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
407

OSPFの実装

パッシブインターフェイス



たOSPFルートを、バックドアリンクを経由してアドバタイズされたエリア内ルートよりも優
先順位が低いエリア間ルートまたは外部ルートとしてアドバタイズするため、すべてのトラ

フィックは、VPNバックボーンではなくバックドアリンクを通過します。

MPLS VPNでのこの OSPFのデフォルトの動作を修正するには、2つのプロバイダーエッジ
（PE）ルータ間に模造リンクを設定して、MPLS VPNバックボーンを介してサイトを接続し
ます。模造リンクは、PEルータ間のエリア内（番号なしのポイントツーポイント）接続を表
します。エリア内のその他すべてのルートは模造リンクを確認して、リモートサイトへのエリ

ア内 Shortest Path First（SPF）ルートを計算するために使用します。トラフィックがバックド
アリンクと模造リンクのどちらで送信されるかを決定するために、各模造リンクとともにコス

トを設定する必要があります。

設定された送信元と宛先のアドレスは、模造リンクのエンドポイントとして機能します。送信

元と宛先の IPアドレスはVRFに属し、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）によってホ
ストルートとしてリモートPEルータにアドバタイズされる必要があります。模造リンクエン
ドポイントアドレスは、OSPFによってアドバタイズされないことが必要です。

図 22 : OSPFクライアントサイト間のバックドアパス

たとえば、図 22 : OSPFクライアントサイト間のバックドアパス （408ページ）には 3つのク
ライアントサイトがあり、それぞれにバックドアリンクがあります。各サイトはエリア 1コ
ンフィギュレーション内で OSPFを実行するため、サイト間のすべてのルーティングはMPLS
VPNバックボーンではなく、バックドアリンク間のエリア内パスに従います。

サイト間のバックドアリンクがバックアップの目的でのみ使用される場合、望ましくないトラ

フィックフローが作成されるため、バックボーンリンクを介するデフォルトルートの選択は

受け入れられません。MPLSバックボーンを介して目的のパス選択を確立するには、イングレ
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スとイーグレス PEルータ間に追加の OSPFエリア内（模造リンク）リンクを作成する必要が
あります。

模造リンクが必要なのは、同じ OSPFエリアに属し、OSPFバックドアリンクを共有する 2つ
の VPNサイト間です。サイト間にバックドアリンクがない場合、模造リンクは不要です。

図 23 :接続されている OSPFクライアントサイトへの PEルータ間の模造リンク

図 23 :接続されている OSPFクライアントサイトへの PEルータ間の模造リンク （409ペー
ジ）には、模造リンク設定が必要なMPLS VPNトポロジが示されています。VPNクライアン
トには 3つのサイトがあり、それぞれにバックドアリンクがあります。1つは PE-1と PE-2の
間、もう 1つは PE-2と PE-3の間に、2つの模造リンクが設定されています。PE-1と PE-3の
間に模造リンクは必要ありません。これは、これらのサイト間にはバックドアリンクがないた

めです。

PEルータ間に模造リンクが設定されてる場合、PEルータは模造リンクを介して学習したOSPF
ルートによって仮想ルーティングおよび転送（VRF）テーブルを入力します。これらの OSPF
ルートには、BGPルートよりも大きいアドミニストレーティブディスタンスがあります。BGP
ルートが利用可能な場合は、より大きいアドミニストレーティブディスタンスを持つこれらの

OSPFルートよりも優先されます。

MPLS VPNの OSPFv3模造リンクのサポート
OSPFv3模造リンクは、2つのPE間の単一ポイントツーポイント接続としてのVPNバックボー
ンを表します。OSPFv3では、仮想リンクと同様に、ポイントツーポイントの番号なしインター
フェイスとして模造リンクを処理します。OSPFv3模造リンクを設定する際は、模造リンクの
リモートエンドポイントへのルートが VRF RIBに存在することを確認します。
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リモートエンドポイントへのルートが存在している場合は、模造リンクインターフェイスが起

動します。模造リンクのリモートエンドポイントへのルートがVRFRIBから削除された場合、
OSPFv3は再配布コールバックを受信し、模造リンクをダウンさせます。

模造リンクを介したグレースフルリスタートの手順

OSPFv3は、スイッチまたはプロセスの再起動時に、模造リンクを他のインターフェイスとし
て処理します。OSPFv3は、設定されているすべての模造リンクが稼働していることを前提と
しており、それらに隣接関係を形成しようとします。

スイッチオーバーの前に模造リンクがダウンしている場合、OSPFv3はHelloパケットをリモー
トエンドポイントに送信します。最終コンバージェンス信号を RIBから受信すると、OSPFv3
は、RIB内に設定された各模造リンクの BGPルートに基づいて、模造リンクをアップまたは
ダウンのいずれかで保持します。

OSPFv3は、BGPコンバージェンスが完了した後にのみ、模造リンクを介して上位の ADルー
トをインストールします。

ECMPと OSPFv3の模造リンク

等コストマルチパス（ECMP）メカニズムは、プレフィックスに複数の iBGPパスがある場合
に、模造リンク上のトラフィックのロードバランシングに使用されます。模造リンクパスと

バックドアパスのコストが同じである場合、模造リンクパスとバックドアパスの間のECMPは
サポートされません。

OSPF SPFプレフィックスのプライオリティ設定
OSPFSPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、ルートのインストール中に、
高速モードで、管理者が重要なプレフィックスを収束できます。

多くのプレフィックスがルーティング情報ベース（RIB）および転送情報ベース（FIB）にイン
ストールされる必要がある場合、SPF中の、最初のプレフィックスから最後のプレフィックス
までの更新期間が、かなりの長さになることがあります。

時間依存のトラフィック（VoIPなど）が他のトラフィックフローとともに同じルータを通過
する可能性があるネットワークでは、SPF中の、これらの時間に依存するプレフィックスの
RIBおよび FIBアップデートを優先することが重要です。

OSPF SPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、SPF計算中に RIBにインス
トールされる重要なプレフィックスに、管理者が優先順位を付けることが可能になります。重

要なプレフィックスは、領域ごとに同じルートタイプのプレフィックス内で高速で収束しま

す。RIBおよびFIBのインストール前に、ルートとプレフィックスは指定したルートポリシー
に基づいて OSPFローカル RIBのさまざまなプライオリティバッチキューに割り当てられま
す。RIBプライオリティバッチキューはプライオリティの高い順から「critical」、「high」、
「medium」、「low」に分類されます。

イネーブルの場合、次のプレフィックスプライオリティで RIB更新シーケンスが変更されま
す。
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Critical > High > Medium > Low

プレフィックスプライオリティが設定されると、デフォルトでは /32プレフィックスは優先さ
れなくなり、より高いプライオリティポリシーに一致しない場合は、lowプライオリティキュー
に配置されます。ルートポリシーは、/32が高いプライオリティのキュー（Highプライオリ
ティ、またはMediumプライオリティ）に保持されるように考案する必要があります。

プライオリティはルートポリシーを使用して指定されます。このルートポリシーは、IPアド
レスまたはルートタグに基づいて照会することができます。SPF中に、指定したルートポリ
シーに対してプレフィックスがチェックされ、適切な RIBバッチプライオリティキューに割
り当てられます。

これらは、このシナリオの例です。

• highプライオリティルートポリシーだけを指定した場合は、mediumプライオリティに対
してルートポリシーは設定されません。

•許可されたプレフィックスは、highプライオリティキューに配置されます。

• /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

• highプライオリティとmediumプライオリティの両方のルートポリシーが指定され、critical
プライオリティにマップが指定されない場合

• highプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、high
プライオリティキューに配置されます。

• mediumプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
mediumプライオリティキューに配置されます。

• /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに移動されます。

• criticalプライオリティとhighプライオリティの両方のルートポリシーが指定されており、
mediumプライオリティにマップが指定されていない場合

• criticalプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
criticalプライオリティキューに配置されます。

• highプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、high
プライオリティキューに配置されます。

• /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

• mediumプライオリティルートポリシーだけが指定され、highプライオリティまたはcritical
プライオリティにマップが指定されていない場合

• mediumプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
mediumプライオリティキューに割り当てられます。

• /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
411

OSPFの実装

OSPF SPFプレフィックスのプライオリティ設定



[no] spf prefix-priority route-policy rplコマンドを使用して、SPF中に OSPFプレフィック
スインストールのプライオリティをグローバル RIBで設定します。

SPFプレフィックスのプライオリティ設定は、デフォルトではディセーブルです。ディ
セーブルモードでは、/32プレフィックスは他のプレフィックスよりも前にグローバル
RIBにインストールされます。SPFプライオリティ設定がイネーブルの場合、ルートは
route-policy基準に対して照会され、SPFプライオリティセットに基づいて適切なプライ
オリティキューに割り当てられます。/32を含む一致しないプレフィックスは、lowプラ
イオリティのキューに配置されます。

すべての /32を highプライオリティキューまたは mediumプライオリティキューで処理
する必要がある場合、次の 1つのルートマップを設定します。

prefix-set ospf-medium-prefixes
0.0.0.0/0 ge 32
end-set

OSPFのルート再配布
再配布により、異なるルーティングプロトコルを使用してルーティング情報を交換できます。

この手法を使用すると、複数のルーティングプロトコルに接続を広げることができます。

redistributeコマンドでは、OSPFからの再配布ではなく、OSPFプロセスへの再配布が制御さ
れることに注意することが重要です。OSPFのルート再配布の例については、OSPFの実装の
設定例 （481ページ）を参照してください。

OSPF Shortest Path Firstスロットリング
OSPFSPFスロットリングにより、SPFスケジューリングをミリ秒間隔で設定して、ネットワー
クが不安定な場合に SPF計算を遅らせることができます。トポロジ変化が発生した場合、
Shortest Path Tree（SPT）を再計算するように SPFがスケジューリングされます。SPFが 1回実
行されると、複数のトポロジ変化イベントが発生します。

SPF計算の実行間隔は、ネットワークのトポロジ変化の頻度に応じて動的に選択されます。
ユーザ指定値の範囲内で、間隔は選択されます。ネットワークトポロジが不安定な場合、トポ

ロジが安定するまで、SPFスロットリング機能はSPFスケジューリング間隔を長目に計算しま
す。

SPFの計算は、timers throttle spfコマンドで設定した間隔で実行されます。待機期間とは、次
のSPF計算が実行されるまで待機する時間のことです。計算を行うたびに、待機期間はその前
の期間の 2倍の長さになり、指定された最大待機期間に達するまでそれが行われます。

SPFタイミングについて、例を使用して説明します。この例では、開始時の間隔は 5ミリ秒
（ms）、初回待機時間は 1000ミリ秒、最大待機期間は 90,000ミリ秒に設定されます。

timers spf 5 1000 90000
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図 24 : timers spfコマンドで設定される SPFの計算間隔

次の図に、ある待機期間中に少なくとも 1回のトポロジ変化イベントを受信する場合の、SPF
計算の実行間隔を示します。

前の待機期間中に少なくとも 1回のトポロジ変化イベントを受信すると、SPF計算の待機期間
が2倍になることに注意してください。最大待機期間に達すると、トポロジが安定し、待機期
間中にイベントを受信しなくなるまで、待機期間が変化しなくなります。

現在の待機期間の経過後に、最初のトポロジ変化イベントを受信した場合は、開始時待機期間

として指定されている時間だけSPF計算が遅延されます。その後の待機期間は、動的パターン
に従います。

最大待機期間の開始後に、最初のトポロジ変化イベントが発生した場合、SPF計算は開始時待
機期間で再びスケジューリングされ、その後の待機期間は timers throttle spfコマンドで指定さ
れたパラメータに従ってリセットされます。図 25 :トポロジ変化イベント後のタイマー間隔の
リセット（413ページ）では、最大待機期間の開始後にトポロジ変化イベントを受信して、
SPF間隔がリセットされることに注意してください。

図 25 :トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセット

OSPF Version 2のノンストップフォワーディング
OSPFバージョン 2用のCisco IOSXRソフトウェアNSFでは、プロセスの再起動 またはフェー
ルオーバー後にルーティングプロトコル情報を保存しながら、既知のルートを通ってデータパ

ケットの転送が継続されるようにできます。NSFを使用すると、ピアネットワーキングデバ
イスでルーティングフラップが発生しません。プロセスの再起動またはフェールオーバー中、

データトラフィックはインテリジェントラインカードを介して転送されますが、スタンバイ

ルートプロセッサ（RP）では、障害が発生したRPからの制御と見なします。プロセスの再起
動中にラインカードのアップ状態が維持され、アクティブ RPの転送情報ベース（FIB）が最
新状態に維持される機能が、Cisco IOSXRソフトウェアNSFの動作にとって非常に重要です。

OSPFなどのルーティングプロトコルは、アクティブ RPまたはDRP上でのみ実行され、隣接
ルータからルーティングアップデートを受信します。OSPFNSF対応ルータがプロセスの再起
動を実行する場合、リンクステートデータベースをOSPFネイバーと再同期するために、次の
2つのタスクを実行する必要があります。まず、ネイバー関係をリセットせずに、ネットワー
ク上の使用可能な OSPFネイバーを再学習します。次に、ルータはネットワークのリンクス
テートデータベースのコンテンツを再取得します。
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RPフェールオーバー後またはプロセスの再起動後にできるだけ迅速にNSF対応ルータはOSPF
NSF信号を隣接する NSF対応デバイスに送信します。この信号はフェールオーバールータで
生成されたリンクローカル LSAの形式になります。ネイバーネットワーキングデバイスは、
この信号をこのルータとのネイバー関係がリセットされるべきでないことを示す指示として認

識します。NSF対応ルータがネットワーク上の他のルータから信号を受信すると、ネイバー
リストの再構築を始めます。

ネイバー関係が再構築されると、NSF対応ルータはすべての NSF認識ネイバーとデータベー
スの再同期化を始めます。この時点でルーティング情報は OSPFネイバーの間で交換されま
す。交換が完了すると、NSF対応デバイスはルーティング情報を使用して、失効ルートを削除
し、RIBを更新して、新しい転送情報で FIBを更新します。ルータおよび OSPFネイバー上の
OSPFが完全にコンバージされるようになりました。

OSPFv3のグレースフルシャットダウン
OSPFv3グレースフルシャットダウン機能により、次の状況でもデータプレーン機能を維持す
ることができます。

• RP障害。その結果、バックアッププロセッサにスイッチオーバーされます

•ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードに伴う再起動などの、計画された
OSPFv3プロセスの再起動

•プロセスのクラッシュに伴う再起動などの、予期しない OSPFv3プロセスの再起動

また、プロセッサが使用可能なメモリで非常に低いことを示す重大なメモリイベントがsysmon
のウォッチドッグプロセスから受信された場合、OSPFv3は一方的にシャットダウンするか、
または終了状態に入ります。

この機能を使うと、OSPFv3ルーティングプロトコルが再起動している間に、確立されている
ルートでノンストップデータ転送が行われます。そのため、この機能により IPv6転送の可用
性が向上します。

グレースフルリスタート操作のモード

ルータがこの機能に使用できる動作モードは、再起動モード、ヘルパーモード、およびプロト

コルシャットダウンモードです。

リスタートモード

OSPFv3プロセスが開始されたときに、グレースフルリスタートを試行する必要があるかどう
かを決定します。決定は、グレースフルリスタートがそれまでにイネーブルされているかどう

かに基づきます。（OSPFv3は、ルータの初回の起動時にグレースフルリスタートを試行しま
せん）。OSPFv3グレースフルリスタートを有効にすると、RIBの消去タイマーがゼロ以外の
値に変わります。グレースフルリスタートを有効にして設定する方法については、OSPFv3グ
レースフルリスタートの設定（454ページ）を参照してください。

グレースフルリスタート中、ルータは OSPFv3ルートを RIBに入力しません。ルータは再起
動前にOSPFv3が保有していた完全に隣接するネイバーとの完全な隣接関係を立ち上げようと
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します。最終的に、OSPFv3プロセスは、（何らかの理由により）グレースフルリスタートを
終了するため、または、グレースフルリスタートを終了したため、プロセスがコンバージされ

たことを RIBに示します。

再起動モードに関する一般的な詳細を次に示します。動作、特定の制約事項、要件に関するよ

り詳しい情報は、グレースフルリスタートの要件と制約事項（417ページ）の項に記されてい
ます。

•最後の再起動から間を空けずに OSPFv3が再起動を試みると、OSPFv3プロセスは頻繁に
繰り返しクラッシュするようになり、新しいグレースフルリスタートの実行が停止しま

す。グレースフルリスタートの許可間隔を制御するには、graceful-restart intervalコマンド
を使用します。

•起動する最初のインターフェイスでOSPFv3がグレースフルリスタートを開始すると、グ
レースフルリスタートの期間（有効期間）を制限するためにタイマーが起動します。

graceful-restart lifetimeコマンドを使用して、この期間を設定できます。起動する各インター
フェイスで graceLSA（タイプ 11）がフラッディングされ、このルータがグレースフルリ
スタートを試みていることを隣接ルータに示します。ネイバーはヘルパーモードを開始し

ます。

•再起動中のネイバーから受信した helloパケットの指定ルータとバックアップ指定ルータ
パケットの指定ルータチェックは正しくないため、バイパスされます。

ヘルパーモード

ヘルパーモードは、デフォルトでイネーブルになっています。グレースフルリスタートを試

みているルータから（ヘルパー）ルータが grace LSA（タイプ 11）を受け取ると、次のイベン
トが発生します。

• graceful-restart helper disableコマンドによりヘルパーモードがディセーブルされている場
合、ルータは LSAパケットをドロップします。

•ヘルパーモードがイネーブルの場合、次の条件がすべて満たされると、ルータはヘルパー
モードを開始します。

•ローカルルータ自体がグレースフルリスタートを試みていない。

•ローカル（ヘルパー）ルータに送信先ネイバーとの完全な隣接関係がある。

•受信した LSAの lsage（リンクステートの経過時間）の値が、要求された猶予期間よ
りも短い。

• grace LSAの送信元が grace LSAの生成元と同じである。

•ヘルパーモードを開始すると、ルータは一定期間そのヘルパー機能を実行します。この期
間は再起動モードにあるルータの有効期間の値から、受信した grace LSAの lsageの値を
引いた値です。グレースフルリスタートが時間内に成功すると、ヘルパータイマーが期

限切れになる前に停止します。ヘルパータイマーの期限が切れた場合、再起動している

ルータへの隣接関係がダウンし、通常の OSPFv3機能が再開します。

•デッドタイマーはヘルパーモードにあるルータでは使用できません。
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•次のいずれかの場合に、ヘルパーモードにあるルータはヘルパー機能の実行を停止しま
す。

•ヘルパールータが再起動中のルータとの完全な隣接関係を起動できる。

•ヘルパー機能のローカルタイマーの有効期限が切れている。

プロトコルシャットダウンモード

このモードでは、OSPFv3操作は完全に無効になっています。これは、自己生成リンクステー
トアドバタイズメント（LSA）をフラッシュすることで達成され、ローカルのOSPFv3対応イ
ンターフェイスが即座に停止し、リンクステートデータベース（LSDB）がクリアされます。
ローカル以外の LSDBエントリはOSPFv3によって削除され、フラッディング（MaxAged）さ
れません。

プロトコルシャットダウンモードは、protocol shutdownコマンドを使用（プロトコルインス
タンスが無効になります）して手動で起動できます。またはOSPFv3プロセスのメモリが不足
すると起動します。次のイベントは、プロトコルシャットダウンが実行されると発生します。

•ローカルルータ LSAおよびすべてのローカルリンク LSAがフラッシュされます。他の
LSAはすべて、ドメイン内の他の OSPFv3ルータによって最終的にエージアウトされま
す。

•まだローカルルータとフル状態になっていないOSPFv3ネイバーは、Kill_Nbrイベントと
ともに停止します。

• 3秒の遅延後、空の Helloパケットはアクティブな隣接関係がある各ネイバーに即座に送
信されます。

•空の Helloパケットは、dead_intervalが経過するまで定期的に送信されます。

• dead_intervalが経過すると、Helloパケットは送信されなくなります。

Dead Helloインターバルの遅延（4 XHelloインターバル）後、次のイベントが実行されます。

•その OSPFv3インスタンスからの LSAデータベースがクリアされます。

• OSPFv3によってインストールされた RIBからのすべてのルートが消去されます。

ルータは、プロトコルシャットダウン状態時にネイバーから受信するいずれの OSPF制御パ
ケットにも応答しません。

プロトコルの復元

プロトコルを復元する方法は、シャットダウンを最初に引き起こしたトリガーに依存します。

OSPFv3が protocol shutdownコマンドを使用してシャットダウンされた場合、OSPFv3を通常
の動作に復元するには no protocol shutdownコマンドを使用します。OSPFv3が sysmonからの
重要なメモリメッセージによってシャットダウンされた場合は、十分なメモリがプロセッサに

復元されたことを示す sysmonからの通常のメモリメッセージによって OSPFv3プロトコルが
復元され、通常の動作が再開されます。OSPFv3が重要なメモリトリガーによってシャットダ
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ウンされた場合は、通常のメモリレベルがルートプロセッサで復元された際に、手動で再起

動する必要があります。これは自動的に復元されません。

次のイベントは、OSPFv3が復元されると発生します。

1. すべてのOSPFv3インターフェイスが、Helloパケットとデータベース交換を使用してバッ
クアップされます。

2. ローカルルータおよびリンク LSAが再作成され、アドバタイズされます。

3. ルータは、ネイバーから受信したすべての OSPFv3制御メッセージに正常に応答します。

4. 他の OSPFv3ルータから学習されたルートが RIBにインストールされます。

グレースフルリスタートの要件と制約事項

グレースフルリスタート機能をサポートするための要件には、次のようなものがあります。

•グレースフルリスタート中にルータのネイバーと連携します。OSPFv3が再起動している
ルータに対して、各ルータはヘルパーと呼ばれます。

•グレースフルリスタートを実行するルータのすべてのネイバーは、グレースフルリスター
トを実行できる必要があります。

•はじめてルータを起動するときには、グレースフルリスタートは実行されません。

• OSPFv3ネイバー情報とデータベース情報ではチェックポイントが行われません。

• OSPFv3プロセスは再起動後に隣接関係を再構築します。

•再起動してもデータベースの一貫性を確保するには、再起動前に OSPFv3コンフィギュ
レーションを同じにする必要があります（この要件は、ローカルデータベース内の自己生

成情報に適用されます）。動作中に設定が変更されると、グレースフルリスタートが失敗

する可能性があります。この場合、データ転送にも影響を与えます。OSPFv3はすべての
LSAを再生成して、データベースをすべてのネイバーと再同期させることによって、操作
を再開します。

•グレースフルリスタート中に IPv6 FIBテーブルは変更されませんが、これらのテーブル
では最終的にホールドダウンタイマーを使用して、失効としてルートをマークします。プ

ロトコルには、状態情報とコンバージを再構築するために十分な時間が許されています。

• OSPFv3を再起動中のルータは、プロセス再起動のデッドインターバル内に OSPFv3 hello
を送信する必要があります。隣接関係のデッドタイマーの有効期限が切れる前に、プロト

コルはネイバーとの隣接関係を保持できるようになる必要があります。デッドタイマーの

デフォルトは 40秒です。デッドタイマーの有効期限が切れる前に helloが隣接関係に到達
しない場合、ルータは隣接関係を切断します。OSPFv3プロセスの再起動後にhelloを送信
するために必要な時間よりもデッドタイマーが短く設定されていると、OSPFv3グレース
フルリスタート機能は適切に機能しません。

•複数ルータでの同時グレースフルリスタートセッションは、1つのネットワークセグメ
ントではサポートされていません。複数ルータが再起動モードにあることをルータが判別

すると、すべてのローカルグレースフルリスタート操作を停止します。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
417

OSPFの実装

グレースフルリスタートの要件と制約事項



•この機能では、ルーティング情報ベース（RIB）にある既存の OSPFv3ルートのパージ時
間の変更に利用可能なサポートを活用します。グレースフルリスタートが有効になってい

る場合、パージタイマーはデフォルトで 90秒に設定されます。グレースフルリスタート
が無効である場合、パージタイマー設定は 0です。

•この機能には、関連付けられているグレース LSAがあります。このリンクスコープ LSA
はタイプ 11です。

• RFCには、OSPFv3プロセスは再起動中にすべての古い自動送信LSAをフラッシュする必
要があると記されています。ただし、グレースフルリスタート機能を使用すると、ルータ

はグレースフルリスタート中にこの不明の自動送信 LSAのフラッシュを遅らせます。
OSPFv3は新しい情報を学習して、新しい LSAを構築し、古い LSAと置き換えることが
できます。遅延が終了すると、すべての古い LSAがフラッシュされます。

•グレースフルリスタートが有効になっている場合、すべてのネイバーの隣接関係の作成時
間がシステムデータベース（SysDB）に保存されます。作成時間の保存目的は、OSPFv3
が元の隣接関係作成時間を使用して、再起動後にそのネイバーの稼働時間を遅延できるよ

うにすることです。

OSPF Version 2のウォームスタンバイとノンストップルーティング
OSPFv2ウォームスタンバイは、RPのスイッチオーバー全体でハイアベイラビリティを実現
します。ウォームスタンバイ拡張機能により、アクティブRPで実行されているプロセスごと
に、スタンバイRPで開始された、対応するスタンバイプロセスがあります。スタンバイOSPF
プロセスは、アクティブな OSPFプロセスにパフォーマンスへ影響を与えることなく、OSPF
パケットを送受信できます。

ノンストップルーティング（NSR）によって、RPフェールオーバー、プロセスの再起動、ま
たはインサービスアップグレードはピアルータから見えなくなり、パフォーマンスまたは処

理への影響が最小限になります。ルーティングプロトコルはルータ間でやり取りされるため、

NSRの影響を受けません。NSRはウォームスタンバイ拡張機能によって構築されます。NSR
を使用すると Cisco NSFおよび IETFグレースフルリスタートプロトコル拡張機能の要件が緩
和されます。

NSRは OSPFではデフォルトで有効になっています。NSRを無効にするには、OSPFコンフィ
ギュレーションモードで nsr disableコマンドを使用します。

Helloタイマーの間隔はデフォルトの 10秒に設定することをお勧めします。設定された Hello
間隔タイマーがデフォルト値より小さい場合、スイッチオーバー中に OSPFセッションがフ
ラップすることがあります。

（注）
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OSPFバージョン 3のウォームスタンバイ
この機能を使うと、フェールオーバー（FO）の前にOSPFv3が自動で初期化され、障害が発生
する前に機能する準備が整います。また、スイッチオーバー中のダウンタイムを減らすことが

できます。デフォルトでは、ルータは helloパケットを 40秒ごとに送信します。

各 OSPFプロセスのウォームスタンバイプロセスが、アクティブルートプロセッサで実行さ
れている場合、対応する OSPFプロセスはスタンバイ RPで開始する必要があります。この機
能のためにコンフィギュレーションを変更する必要はありません。

ウォームスタンバイは常にイネーブルです。この機能は、IGPとしてOSPFv3を実行している
システムが RPフェールオーバーを実行するときに有利です。

OSPFの multicast-intactサポート
multicast-intact機能を使用すると、IGPショートカットがルータに設定されアクティブな場合
に、マルチキャストルーティング（PIM）を実行できます。OSPFv2および IS-ISの両方で
multicast-intact機能がサポートされています。

IGPの multicast-intactは、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM）と IGPショート
カットがルータで設定されている場合に有効にすることができます。IGPショートカットは
IGPに公開されるMPLSトンネルです。IGPはこれらのトンネルを介して、（SPFを基点とし
て）トンネルの出力ルータからのダウンストリームである宛先に IPトラフィックを送信しま
す。PIMはPIMJoinを伝播するために IGPショートカットを使用できません。これは、リバー
スパス転送（RPF）が単方向トンネルでは機能しないためです。

multicast-intactを IGPで有効にすると、IGPは PIMが使用するパラレル等コストネクストホッ
プまたは代替等コストネクストホップをパブリッシュします。これらのネクストホップは

mcast-intactネクストホップと呼ばれます。mcast-intactネクストホップには次の属性がありま
す。

• IGPのショートカットが含まれていないことが保証されます。

•ユニキャストルーティングには使用されませんが、PIMによってのみPIM送信元への IPv4
ネクストホップの検索に使用されます。

• FIBには公開されません。

• multicast-intactが IGPで有効になっている場合、リンクステートアドバタイズメントに
よって学習されたすべての IPv4宛先は、RIBへの等コスト mcast-intactネクストホップの
セットとともにパブリッシュされます。この属性は、ネイティブネクストホップに IGP
ショートカットがない場合にも適用されます。

OSPFでは、最大パス（等コストネクストホップの数）制限は、ネイティブネクストホップ
およびmcast-intactネクストホップに個別に適用されます。等コストmcast-intactネクストホッ
プの数は、ネイティブネクストホップに設定されている数と同じです。
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OSPF Version 2および OSPFv3でのロードバランシング
ルータは、複数のルーティングプロセス（またはルーティングプロトコル）を使用して特定

のネットワークへの複数のルートを認識すると、最短のアドミニストレーティブディスタンス

を持つルートをルーティングテーブルにインストールします。同じアドミニストレーティブ

ディスタンスを持つ同じルーティングプロセスを使用して認識された多数のルートから、1つ
のルートを選択する必要があることもあります。この場合、ルータはその宛先へのコスト（ま

たはメトリック）が最も小さいパスを選択します。各ルーティングプロセスはコストをそれぞ

れの方法で計算します。コストは、ロードバランシングを実現するために処理が必要なことも

あります。

OSPFでは、自動的にロードバランシングが実行されます。OSPFにより、複数のインターフェ
イスを通って宛先に到達できること、および各パスのコストが同じであることが検出された場

合は、ルーティングテーブルに各パスがインストールされます。同じ宛先へのパスの数は、

maximum-paths（OSPF）コマンドを指定しない限り、制限されません。

最大パスの範囲は 1から 8です。デフォルトの最大パスの数は 8です。

OSPF Version 2のマルチエリアの隣接関係
OSPFv2のマルチエリアの隣接関係機能を使うと、マルチエリアのプライマリインターフェイ
スにリンクを設定できるため、リンクをこれらのエリアのエリア内リンクと見なすことがで

き、より高価なパスより優先されるパスとして設定できます。

この機能は、ポイントツーポイントのアンナンバードリンクをOSPFエリアに確立します。ポ
イントツーポイントリンクを使うと、そのエリアのトポロジパスを利用でき、プライマリ隣

接関係ではそのリンクを使用して、draft-ietf-ospf-multi-area-adj-06と同じリンクをアドバタイズ
します。

マルチエリアインターフェイスの属性と制限を次に示します。

• OSPFの既存のプライマリインターフェイス上の論理構成体として存在しますが、プライ
マリインターフェイス上のネイバーステートは、マルチエリアインターフェイスと無関

係です。

•隣接ルータ上の対応するマルチエリアインターフェイスとの隣接関係を確立します。マル
チエリアとプライマリインターフェイスの混在はサポートされていません。

•ネイバーステートがフルの場合、ルータリンクステートアドバタイズメント（LSA）の
アンナンバードポイントツーポイントリンクを、対応するエリアにアドバタイズします。

•ポイントツーポイントネットワークタイプとして作成されます。OSFスピーカーが 2つ
だけアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの隣接関係を設定で

きます。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、マルチエリア隣接関係のイ

ンターフェイスを有効にするnetworkpoint-to-pointコマンドを使用して、インターフェイ
スを OPSFポイントツーポイント型で設定する必要があります。
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•双方向フォワーディング検出（BFD）の性質をプライマリインターフェイスから継承しま
す。BFDはマルチエリアインターフェイスでは設定できません。ただし、プライマリイ
ンターフェイスでは設定できます。

マルチエリアインターフェイスは、インターフェイスの性質をそのプライマリインターフェ

イスから継承しますが、次のように、マルチエリアインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードでインターフェイスの一部の性質を設定できます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# multi-area-interface GigabitEthernet 0/1/0/3
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-mif)# ?
authentication Enable authentication
authentication-key Authentication password (key)
cost Interface cost
cost-fallback Cost when cumulative bandwidth goes below the theshold
database-filter Filter OSPF LSA during synchronization and flooding
dead-interval Interval after which a neighbor is declared dead
distribute-list Filter networks in routing updates
hello-interval Time between HELLO packets
message-digest-key Message digest authentication password (key)
mtu-ignore Enable/Disable ignoring of MTU in DBD packets
packet-size Customize size of OSPF packets upto MTU
retransmit-interval Time between retransmitting lost link state advertisements
transmit-delay Estimated time needed to send link-state update packet

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-mif)#

OSPFのラベル配布プロトコル IGP自動設定
ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェイプロトコル（IGP）自動設定を使うと、OSPF
などの IGPインスタンスに使用されているインターフェイスのセットで LDPをイネーブルに
する手順を簡略化できます。LDP IGP自動設定は、多数のインターフェイス（転送に LDPが
コアで使用される場合など）および複数の OSPFインスタンスで同時に使用できます。

この機能は、デフォルトの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスとして IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリをサポートします。

LDP IGP自動設定は、LDPの個々のインターフェイスベースで igp auto-config disableコマンド
使用して明示的にディセーブルにすることもできます。これにより、明示的にディセーブルに

したインターフェイスを除くすべての OSPFインターフェイスを LDPで受信できます。

LDP IGP自動設定については、MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series RoutersMPLS
Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routersを参照してください。

OSPF認証のメッセージダイジェスト管理
すべてのOSPFルーティングプロトコル交換は認証されます。使用される方法は、認証が設定
される方法によって異なります。暗号認証を使用する場合、OSPFルーティングプロトコル
は、MessageDigest 5（MD5）認証アルゴリズムを使用してネットワーク内のネイバー間で送信
されたパケットを認証します。各 OSPFプロトコルパケットでは、キーを使用して、OSPFパ
ケットの最後に付加されるメッセージダイジェストを生成および検証します。メッセージダ
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イジェストはOSPFプロトコルパケットおよび秘密キーの単方向機能です。各キーは使用され
るインターフェイスとキー IDの組み合わせで識別されます。インターフェイスでは、複数の
キーが常にアクティブになっています。

キーのロールオーバーを管理し、OSPFのMD5認証を拡張するには、キーチェーンと呼ばれる
キーのコンテナを設定できます。この各キーは、生成/受け取り時間、キー ID、認証アルゴリ
ズムの属性で構成されます。

OSPFの GTSM TTLセキュリティメカニズム
OSPFは、ネイバーに対するネットワーク、フラッディングリンクステートアドバタイズメ
ント（LSA）アップデートで、トポロジの変更を検出し、トポロジの新しいビュー上ですばや
くコンバージするためにネットワーキングデバイスを必要とするリンクステートプロトコル

です。ただし、ネイバーからの LSAの受信動作中は、ネットワーク攻撃が発生する可能性が
あります。これは、ユニキャストまたはマルチキャストパケットが仮想リンクの1ホップまた
は複数ホップ離れて配置されているネイバーから送信されているという確認ができないためで

す。

仮想リンクについては、OSPFパケットはネットワーク全体の複数ホップを通過して送信され
ます。したがって、TTL値は複数回にわたり減少していく可能性があります。このようなリン
クの種類では、最小 TTL値が複数ホップパケットで許可され受け入れられなければなりませ
ん。

複数ホップを通過して送信される無効なソースから発生するネットワーク攻撃をフィルタリン

グするには、一般 TTLセキュリティメカニズム（GTSM）の RFC 3682を使用して、攻撃を防
止します。GTSMはリンクローカルアドレスをフィルタリングして、TTL値 255のコンフィ
ギュレーションの 1ホップネイバーとなる隣接関係だけを許可します。IPヘッダーの TTL値
は OSPFパケットが生成されるときに 255に設定され、受信された OSPFパケットでデフォル
トの GTSM TTL値 255またはユーザ設定された GTSM TTL値に対してチェックされます。こ
のようにして、TTLホップを超える不正な OSPFパケットをブロックします。

OSPFv2のパス計算要素
PCEはネットワークパスやルートをネットワーク図に基づいて計算し、計算上の制限を適用
する機能を持つエンティティ（コンポーネント、アプリケーション、ネットワークノード）で

す。

PCEは、PCEアドレスおよびクライアントがMPLS-TEに設定されると実行されます。PCEは
その PCEアドレスおよび機能を OSPFに通信して、OSPFはこの情報を PCEディスカバリ
Type-Length-Value（TLV）（タイプ 2）にパッケージ化し、RI LSAを再発信します。OSPFに
は、すべての RI LSAでルータ機能 TLV（タイプ 1）も含まれます。PCEディスカバリ TLVに
は PCEアドレスサブ TLV（タイプ 1）およびパススコープサブ TLV（タイプ 2）が含まれま
す。

PCEアドレスサブ TLVでは PCEに到達するために使用される必要がある IPアドレスを指定
します。このアドレスは常に到達可能なループバックアドレスにする必要があります。この

TLVは必須であり、PCEディスカバリ TLV内に存在する必要があります。パススコープサブ
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TLVは、PCEパス計算スコープを示します。これは、PCE機能を参照して計算したり、エリ
ア内ルート、エリア間、AS間、またはレイヤ TE間 LSPの計算に参加したりします。

OSPFv2への PCE拡張機能には、ルータ情報リンクステートアドバタイズメント（RI LSA）
のサポートが含まれます。OSPFv2は、すべてのエリアの範囲（LSAタイプ 9、10、および
11）を受信するように拡張されます。ただし、OSPFv2はエリア範囲タイプ10のみを発信しま
す。

パス計算要素機能の詳細については、 MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routersの「Implementing MPLS Traffic
Engineering on Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュールと次の IETFのドラフトを参照
してください。

• draft-ietf-ospf-cap-09

• draft-ietf-pce-disco-proto-ospf-00

OSPF IP高速再ルーティングループフリー代替
OSPFIP高速再ルーティング（FRR）ループフリー代替（LFA）の計算では、次の処理がサポー
トされています。

• IP転送およびルーティングを使用した高速再ルーティング機能

•最短時間でラインカードの障害に対処

•デフォルト以外の VRFでの OSPFv2および OSPFv3 IP FRRの機能のサポート

OSPFv3の管理情報ベース（MIB）
Cisco IOS XRでは RFC 5643に定義されているMIBおよび OSPFv3のトラップが完全にサポー
トされています。RFC 5643には、IPv6用のOpen Shortest Path First（OSPF）ルーティングプロ
トコル（OSPFバージョン 3）で使用する管理情報ベース（MIB）のオブジェクトが定義され
ています。

OSPFv3 MIBの実装は、IETFドラフト『Management Information Base for OSPFv3 (
draft-ietf-ospf-ospfv3-mib-8)』に基づきます。RFC 5643にアップグレードすると、ユーザは新し
いMIBをピックアップするように NMSアプリケーションを更新する必要があります。

Cisco IOS XR MIBサポートの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MIB Specification Guide』を参照してください。

複数の OSPFv3インスタンス

SNMPv3は、複数のOSPFv3インスタンスにMIBビューを設定するために使用できる「コンテ
キスト」を同じシステムでサポートします。
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OSPFv2の VRF-liteサポート
OSPFバージョン 2（OSPFv2）のVRFLite機能は、イネーブルになっています。VRF-Liteは、
BGP/MPLSベースのバックボーンがない状態での仮想ルーティングおよび転送（VRF）導入で
す。VRF-Liteでは、個別のプロバイダーエッジ（PE）ルータはVRFインターフェイスを使用
して直接接続されています。OSPFv2のVRF-Liteをイネーブルにするには、VRFコンフィギュ
レーションモードで capability vrf-liteコマンドを設定します。VRF-Liteが設定されている場
合、DNビット処理および自動エリア境界ルータ（ABR）のステータス設定はディセーブルで
す。

OSPFv3タイマーリンクステートアドバタイズメントおよび Shortest
Path Firstスロットリングのデフォルト値のアップデート

Open Shortest Path Firstバージョン 3（OSPFv3）タイマーリンクステートアドバタイズメント
（LSA）、Shortest Path First（SPF）スロットリングのデフォルト値は次のように更新されま
す。

• timers throttle lsa all：start-interval：50ミリ秒および hold-interval：200ミリ秒

• timers throttle spf：spf-start：50ミリ秒、spf-hold：200ミリ秒、spf-max-wait：5000ミリ秒

OSPFの不等コストマルチパスロードバランシング
不等コストマルチパス（UCMP）のロードバランシングは、Open Shortest Path First（OSPF）に
よる、異なるコストを使用してトラフィックを複数のパスでバランス良く負荷分散する機能を

追加します。UCMPを有効にしないと、OSPF（ECMP）によってベストコストパスのみが検出
され、代替の上位コストパスは計算されません。

通常、最短 IGPパスを形成するために、高い帯域幅リンクほど低い IGPメトリックが設定され
ています。UCMPロードバランシングが有効になっている場合、IGPは、トラフィックに対し
てより低い帯域幅のリンク（またはより高いコストのリンク）を使用でき、転送情報ベース

（FIB）にこれらのパスをインストールできます。OSPFはFIBの同じ宛先に複数のパスをイン
ストールしますが、各パスには関連付けられた「ロードメトリック/重み」が含まれます。FIB
はこのロードメトリック/重みを、高帯域幅パスおよび低帯域幅パスで送信する必要があるト
ラフィックの量を決定するために使用します。

UCMPの計算は OSPF VRFのコンテキストで実行され、特定の VRFの UCMP計算を有効にし
ます。デフォルト VRFの場合、設定は OSPFグローバルモードで実行されます。UCMPの設
定には、UCMP計算をプレフィックスリストに存在するプレフィックスに対してのみに制限
するprefix-listオプションがあります。prefix-listオプションが指定されていない場合は、UCMP
の計算は、OSPFの到達可能プレフィックスに対して実行されます。考慮され、インストール
される UCMPのパスの数は、variance設定を使用して制御されます。variance値は、ルーティ
ング情報ベース（RIB/FIB）にインストールする対象となるUCMPパスメトリックの範囲を指
定し、プライマリパスメトリックの割合の観点から定義されます。ECMPや UCMPのパスな
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どのパスの合計数は、最大パス設定またはプラットフォームの最大パス機能によって制限され

ます。

UCMPの計算に使用されるインターフェイスから特定のインターフェイスを除外するオプショ
ンがあります。特定のインターフェイスが任意のプレフィックスに関してUCMPネクストホッ
プとして考慮されないようにする場合は、UCMP exclude interfaceコマンドを使用して、イン
ターフェイスを UCMPの計算から除外するように設定します。

UCMPの設定を有効にすると、prefix-listオプションが使用される場合、OSPFは到達可能なす
べてのOSPFプレフィックスまたはプレフィックスリストで許可されているすべてのプレフィッ
クスに対して UCMP計算を実行する必要があります。UCMP計算はプライマリ SPFの後に実
行され、ルート計算が完了します。プライマリルート計算の完了時から、設定可能な遅延があ

り（デフォルトの遅延は 100 ms）、UCMPの計算が開始されます。プライマリ SPFの完了と
UCMP計算の開始の間の遅延を設定するには、UCMP delay-intervalコマンドを使用します。
UCMPの計算は、高速再ルーティングの計算中に実行されます（UCMPの計算を実行するため
に IPFRRを有効にする必要はありません）。IPFRRが有効になっている場合、高速再ルーティ
ングバックアップパスは、プライマリ等コストマルチパス（ECMP）パスと UCMPパスの両
方に対して計算されます。

UCMP比率を手動で調整するには、リンクのメトリックを変更する任意のコマンドを使用しま
す。

•インターフェイスコンフィギュレーションモードで帯域幅コマンドを使用する

•リンクの OSPFインターフェイスコストを調整する

OSPFの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

OSPFのイネーブル化
このタスクでは、1つのルータ IDでOSPFプロセスをイネーブルにするルータで、最小のOSPF
コンフィギュレーションを実行し、バックボーンまたはバックボーン以外のエリアを設定し、

OSPFを実行する 1つ以上のインターフェイスを割り当てるする方法を説明します。

始める前に

IPアドレスを設定する前に OSPFを設定することはできますが、IPアドレスが設定されるま
で、OSPFはルーティングされません。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
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• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. OSPFを使用する各インターフェイスでステップ 5を繰り返します。
7. log adjacency changes [ detail ] [ disable ]
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3 1
process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

ステップ 4

•バックボーンエリアには 0のエリア IDがあり
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

•バックボーン以外のエリアにはゼロではないエ
リア IDがあります。

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式
で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、ステップ 4で設定したエリアのイン
ターフェイスを 1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 5

—OSPFを使用する各インターフェイスでステップ 5
を繰り返します。

ステップ 6

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。log adjacency changes [ detail ] [ disable ]

例：

ステップ 7

•デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)# log
adjacency changes detail

•ネイバー変更によって生成されたメッセージは
通知と見なされます。このメッセージは logging
consoleコマンドで重大度レベル5に分類されま
す。logging consoleコマンドではどの重大度レ
ベルのメッセージをコンソールに送信するかを

制御します。デフォルトでは、すべての重大度

レベルのメッセージが送信されます。

commitステップ 8

スタブエリアおよび Not-So-Stubby Areaタイプの設定
このタスクでは、OSPFのスタブエリアおよび NSSAを設定する方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. 次のいずれかを実行します。

• stub [ no-summary ]
• nssa [ no-redistribution ] [ default-information-originate ] [ no-summary ] [ translate ] [
translate always ]

6. 次のいずれかを実行します。

• stub
• nssa

7. default-cost cost
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8. commit
9. スタブエリアまたは NSSAにある他のすべてのルータでこのタスクを繰り返します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3 1
process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのバックボーン以外のエリアを設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 1

ステップ 4

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式
で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。

非バックボーンエリアをスタブエリアとして定義

します。

次のいずれかを実行します。ステップ 5

• stub [ no-summary ]
• nssa [ no-redistribution ] [
default-information-originate ] [ no-summary ] [
translate ] [ translate always ]

•スタブエリアに送信される LSAの数をさらに
減らすために no-summaryキーワードを指定し
ます。このキーワードにより、ABRがサマリー
リンクステートアドバタイズメント（タイプ

3）をスタブエリアに送信しないようにします。
例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# stub no
summary

または

または
エリアを NSSAとして定義します。
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# nssa
no-redistribution

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# nssa
translate <type number> always

（任意）スタブエリア、およびNSSAエリアに設定
されたオプションをオフにします。

次のいずれかを実行します。ステップ 6

• stub
• nssa •ステップ 5でオプションのキーワード（

no-summary、 no-redistribution、例：
default-information-originate、および translate

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# stub ）を使用してスタブエリアおよびNSSAエリア
を設定した場合、コマンドの no 形式を使用す

または
るのではなく、stubおよびnssaコマンドをこれ

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# nssa らのキーワードなしで再度発行する必要があり

ます。

•たとえば、コマンドのno nssa
default-information-originate 形式は、NSSAエ
リアを通常のエリアに変更し、そのエリアの既

存の隣接関係を意図せずダウンさせます。

（任意）スタブエリアまたはNSSAに送信されるデ
フォルトサマリールートのコストを指定します。

default-cost cost

例：

ステップ 7

•このコマンドは NSSAにアタッチされている
ABRでのみ使用します。エリア内の他のルータ
には使用しないでください。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-ar)#default-cost 15

•デフォルトのコストは 1です。

commitステップ 8

—スタブエリアまたはNSSAにある他のすべてのルー
タでこのタスクを繰り返します。

ステップ 9

ブロードキャストネットワーク以外のネイバーの設定

このタスクでは、非ブロードキャストネットワークにネイバーを設定する方法を説明します。

このタスクはオプションです。
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始める前に

NBMAネットワークをブロードキャストまたは非ブロードキャストとして構成する場合は、各
ルータから各ルータあるいはフルメッシュのネットワークにまで仮想回線があると想定されま

す。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. network { broadcast | non-broadcast | { point-to-multipoint [ non-broadcast ] | point-to-point

}}
6. dead-interval seconds
7. hello-interval seconds
8. interface type interface-path-id
9. 次のいずれかを実行します。

• neighbor ip-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ]
• neighbor ipv6-link-local-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost
number ] [ database-filter [ all ]]

10. インターフェイスのすべてのネイバーでステップ 9を繰り返します。
11. exit
12. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

ションモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3
1

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

ステップ 4

•この例ではバックボーンエリアを設定します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス
形式で入力できます。ただし、1つのエリアで
は同じ形式を選択する必要があります。IPv4
アドレス形式を使用することを推奨します。

OSPFネットワークタイプをそのメディアのデフォ
ルト以外のタイプに設定します。

network { broadcast | non-broadcast | {
point-to-multipoint [ non-broadcast ] | point-to-point
}}

ステップ 5

•この例では、ネットワークタイプをNBMAに
設定します。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# network
non-broadcast

（任意）ネイバーのダウンを宣言する前に、ネイ

バーからの helloパケットを待機する時間を設定し
ます。

dead-interval seconds

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
dead-interval 40

ステップ 6

（任意）OSPFがインターフェイスで送信するhello
パケットの間隔を指定します。

hello-interval seconds

例：

ステップ 7

Helloタイマーの間隔はデフォルトの 10
秒に設定することをお勧めします。設定

された Hello間隔タイマーがデフォルト
値より小さい場合、スイッチオーバー中

に OSPFセッションがフラップすること
があります。

（注）
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
hello-interval 10

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、ステップ 4で設定したエリアのイン
ターフェイスを 1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

ステップ 8

•この例では、値がインターフェイスレベルで
設定されていないため、インターフェイスはブ
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目的コマンドまたはアクション

ロードキャストネットワークタイプおよび

helloおよび dead間隔をそのエリアから継承し
ます。

ブロードキャストネットワーク以外と相互接続す

る OSPFネイバーの IPv4アドレスを設定します。
次のいずれかを実行します。ステップ 9

• neighbor ip-address [ priority number ] [
poll-interval seconds ][ cost number ] または

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority
number ] [ poll-interval seconds ][ cost number
] [ database-filter [ all ]]

OSPFv3ネイバーのリンクローカル IPv6アドレス
を設定します。

• ipv6-link-local-address 引数は、RFC 2373に記
載されている形式である必要があります。この

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#
neighbor 10.20.20.1 priority 3 poll-interval 15

アドレスは16ビット値を使用する16進数をコ
ロンで区切って指定します。

または
• priority キーワードでは、このネイバーがDR
または BDRになる資格があることをルータにRP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#

neighbor fe80::3203:a0ff:fe9d:f3fe 通知します。priority値は隣接ルータの実際の
プライオリティ設定と一致する必要がありま

す。ネイバープライオリティのデフォルト値

はゼロです。このキーワードはポイントツーマ

ルチポイントインターフェイスには適用され

ません。

•この poll-interval キーワードはポイントツー
マルチポイントインターフェイスには適用さ

れません。RFC 1247では、この値を hello
intervalよりずっと大きくすることが推奨され
ています。デフォルトは 120秒（2分）です。

•特定のコストが設定されていないネイバーは、
costコマンドに基づいてインターフェイスのコ
ストを想定します。ポイントツーマルチポイン

トインターフェイスでは、機能するキーワー

ドと引数の組み合わせは cost number だけで
す。 cost キーワードは NBMAには適用され
ません。

• database-filter キーワードではOSPFネイバー
への発信 LSAをフィルタリングします。 all
キーワードを指定すると、着信および発信LSA
はフィルタリングされます。フィルタリングに

よりルーティングトポロジが2つのネイバー間
でまったく異なるように見え、データトラ

フィックがブラックホール化やルーティング
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目的コマンドまたはアクション

ループを引き起こすことがあるため、十分注意

して使用してください。

—インターフェイスのすべてのネイバーでステップ

9を繰り返します。
ステップ 10

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

exit

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)# exit

commitステップ 12

OSPF Version 2の異なる階層レベルでの認証の設定
このタスクでは、OSPFルータプロセスにMD5（セキュア）認証を設定する方法について説明
します。プレーンテキスト認証を 1エリアに設定し、次にクリアテキスト（null）認証を 1イ
ンターフェイスに適用します。

インターフェイスレベルで設定された認証は、エリアレベルおよびルータプロセスレベルで

設定された認証を上書きします。インターフェイスに特別に設定された認証がない場合、その

インターフェイスは認証パラメータ値をより高い階層レベルから継承します。階層および継承

の詳細については、OSPFの階層 CLIおよび CLI継承（394ページ）を参照してください。

（注）

始める前に

認証を設定する場合、プレーンテキスト認証またはMD5認証のどちらを設定するかをはじめ
に決定する必要があります。また、認証の適用対象がプロセス内のすべてのインターフェイス

か、全エリアか、特定のインターフェイスかを決定する必要があります。ネットワークに特定

のメソッドを使用する場合、それぞれの種類の認証に関する情報については、OSPFのルート
認証方法（398ページ）を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. authentication [ message-digest | null ]
5. message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted key | LINE}
6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. 同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイスごとにステップ 7を繰り返し

ます。
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9. exit
10. area area-id
11. authentication [ message-digest | null ]
12. interface type interface-path-id
13. 同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイスごとにステップ12を繰り返し

ます。

14. interface type interface-path-id
15. authentication [ message-digest | null ]
16. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングを有効にし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

OSPFプロセスに対してMD5認証が有効になりま
す。

authentication [ message-digest | null ]

例：

ステップ 4

•エリアやインターフェイスなどのより低い階層
レベルによって変更されないかぎり、この認証

タイプはルータプロセス全体に適用されます。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf)#authentication message-digest

OSPFプロセスに対してMD5認証キーを指定しま
す。

message-digest-key key-id md5 { key | clear key
| encrypted key | LINE}

例：

ステップ 5

•隣接ルータが、同じキー IDを保持する必要が
あります。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf)#message-digest-key 4 md5
yourkey

エリアコンフィギュレーションモードを開始して、

OSPFプロセスのバックボーンエリアを設定しま
す。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをバック
ボーンエリアに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:

ステップ 7

•すべてのインターフェイスは、OSPFプロセス
の指定された認証パラメータ値を継承します

（ステップ 4、ステップ 5、ステップ6）。

router(config-ospf-ar)# interface GigabitEthernet
0/1/0/3

—同じ認証を使用して通信する必要があるインター

フェイスごとにステップ 7を繰り返します。
ステップ 8

エリア OSPFコンフィギュレーションモードを開
始します。

exit

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# exit

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスの非バックボーンのエリア 1を設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 1

ステップ 10

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス
形式で入力できます。ただし、1つのエリアで
は同じ形式を選択する必要があります。IPv4
アドレス形式を使用することを推奨します。

セキュリティのないタイプ1（プレーンテキスト）
認証をイネーブルにします。

authentication [ message-digest | null ]

例：

ステップ 11

•例では、プレーンテキスト認証を（キーワー
ドを指定しないことによって）指定します。イ

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
authentication

ンターフェイスコンフィギュレーションモー

ドで authentication-keyコマンドを使用し、こ
のプレーンテキストパスワードを指定します。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、ステップ7で指定したバックボーン以
interface type interface-path-id

例：

ステップ 12

外のエリア1に1つ以上のインターフェイスを関連
付けます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#

interface GigabitEthernet 0/1/0/0
•設定されているすべてのインターフェイスがエ
リア1に対して設定されている認証パラメータ
値を継承します。

—同じ認証を使用して通信する必要があるインター

フェイスごとにステップ 12を繰り返します。
ステップ 13
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始し、1つ以上のインターフェイスを異なる認
証タイプに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 14

ギガビットイーサネットインターフェイス 0/3/0/0
に no authenticationを指定し、エリア 1に指定され
たプレーンテキスト認証を上書きします。

authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#
authentication null

ステップ 15

•デフォルトでは、同じエリアで設定されるすべ
てのインターフェイスは、エリアと同じ認証パ

ラメータ値を継承します。

commitステップ 16

OSPFに同じ LSAが生成される頻度または受け入れられる頻度の制御
このタスクでは、非常に短い間隔で多数の LSAがフラッディングされる必要がある場合に、
ルーティングテーブルのOSPFルートのコンバージェンス時間を調整する方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. ステップ 5またはステップ 6、または両方のステップを実行して、同じ LSAが送受信され
る間隔を制御します。

5. timers lsa refresh seconds
6. timers lsa min-arrival seconds
7. timers lsa group-pacing seconds
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name
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目的コマンドまたはアクション

または例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router:router(config)# router
ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

または

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3 1

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

—ステップ 5またはステップ 6、または両方のステッ
プを実行して、同じLSAが送受信される間隔を制御
します。

ステップ 4

自動送信LSAをリフレッシュする頻度を秒単位で設
定します。

timers lsa refresh seconds

例：

ステップ 5

• OSPFおよび OSPFv3の両方で、デフォルトは
1800秒です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# timers lsa

refresh 1800

フラッディング中に特定の OSPF Version 2 LSAの新
しいプロセスが受け入れられる頻度を制限します。

timers lsa min-arrival seconds

例：

ステップ 6

•デフォルト値は 1秒です。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# timers lsa
min-arrival 2

OSPFリンクステート LSAがフラッディングのグ
ループに収集される間隔を変更します。

timers lsa group-pacing seconds

例：

ステップ 7

•デフォルトは 240秒です。RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-ospf)# timers lsa group-pacing
1000

commitステップ 8

OSPFのエリア 0にMD5認証を使用する仮想リンクの作成
このタスクでは、仮想リンクをバックボーン（エリア 0）に作成してMD5認証を適用する方
法について説明します。説明されている手順は、仮想リンクの各端にある両方の ABRで実行
する必要があります。仮想リンクを理解するには、OSPFの仮想リンクおよび中継エリア（406
ページ）を参照してください。
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明示的にエリアパラメータ値を設定したら、インターフェイスの値を上書きして明示的に設定

しないかぎり、その値はそのエリアにバインドされているすべてのインターフェイスに継承さ

れます。OSPFVersion 2のMD5認証を使用して設定された仮想リンク：例（487ページ）に例
を示します。

（注）

始める前に

MD5認証が設定された仮想リンクをエリア 0に作成するには、次の前提条件を満たす必要が
あります。

•ローカルルータを設定するリンクの反対の隣接ルータのルータ IDが必要です。ルータ ID
を取得するためにリモートルータで show ospfコマンドまたは show ospfv3コマンドを実
行できます。

•仮想リンクが正常に機能するには、仮想リンクの各端に固定ルータ IDが必要です。ルー
タ IDは変更されないようにします。デフォルトでルータ IDを割り当てると、変更される
可能性があります（ルータ IDの決定方法の説明については、OSPFプロセスおよびルータ
ID（397ページ）を参照してください）。したがって、仮想リンクを設定する前に、次の
いずれかのタスクを実行することをお勧めします。

•ルータ IDを設定するには、router-idコマンドを使用します。この方法を推奨します。

•ルータが安定したルータ IDを持つために、ループバックインターフェイスを設定し
ます。

• OSPF Version 2の仮想リンクを設定する前に、プレーンテキスト認証、MD5認証、認証
なし（デフォルト）のうち、どの認証を設定するかを決定する必要があります。認証に関

連する追加のタスクを実行する必要があるかどうかに応じて決定します。

プレーンテキスト認証を設定するか、または認証を設定しない場合は、 Routing Command
Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersの「OSPF Commands on Cisco ASR 9000シリーズルー
タ」のモジュールに記載されている authenticationコマンドを参照してください。

（注）

手順の概要

1. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ]
• show ospfv3 [ process-name ]

2. configure
3. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name
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4. router-id { router-id }
5. area area-id
6. virtual-link router-id
7. authentication message-digest
8. message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted key }
9. 仮想リンクの反対側にあるABRでこのタスクのすべての手順を繰り返します。このルー

タで仮想リンクに指定する同じキー IDおよびキーを指定します。
10. commit
11. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ] [ area-id ] virtual-links
• show ospfv3 [ process-name ] virtual-links

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPFルーティングプロセスに関する一般
情報を表示します。

次のいずれかを実行します。ステップ 1

• show ospf [ process-name ]
• show ospfv3 [ process-name ] •出力にはローカルルータのルータ IDが表示さ

れます。このルータ IDはリンクのもう一端を
設定するために必要です。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3

configureステップ 2

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

ションモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 3

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1
process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 4

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使
用することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3
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目的コマンドまたはアクション

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのバックボーン以外のエリアを設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステップ 5

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス
形式で入力できます。ただし、1つのエリアで
は同じ形式を選択する必要があります。IPv4
アドレス形式を使用することを推奨します。

OSPF仮想リンクを定義します。virtual-link router-id

例：

ステップ 6

•を参照してください。
RRP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
virtual-link 10.3.4.5

この仮想リンクに対してMD5認証を選択します。authentication message-digest

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#authentication
message-digest

OSPF仮想リンクを定義します。message-digest-key key-id md5 { key | clear key
| encrypted key }

ステップ 8

•仮想リンクを理解するには、を参照してくださ
い。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#message-digest-key
4 md5 yourkey

• key-id 引数は、1～ 255の範囲の数です。 key
引数は最大 16文字の英数字です。仮想リンク
の両端のルータには同じキー IDと、OSPFト
ラフィックをルーティングできるキーが必要で

す。

• authentication-key key コマンドは、OSPFv3
ではサポートされていません。

•キーが暗号化されたら、その暗号化を保持する
必要があります。

—仮想リンクの反対側にあるABRでこのタスクのす
べての手順を繰り返します。このルータで仮想リ

ステップ 9

ンクに指定する同じキー IDおよびキーを指定しま
す。

commitステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPF仮想リンクのパラメータと現在の状
態を表示します。

次のいずれかを実行します。ステップ 11

• show ospf [ process-name ] [ area-id ]
virtual-links

• show ospfv3 [ process-name ] virtual-links

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 2
virtual-links

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1
virtual-links

例

次に、show ospfv3 virtual links EXECコンフィギュレーションコマンドで、OSPFv3ネイバー
への OSPF_VL0仮想リンクが起動しており、仮想リンクインターフェイスの IDが 2であり、
仮想リンクのエンドポイントの IPv6アドレスが2003:3000::1であることを検証する例を示しま
す。

show ospfv3 virtual-links

Virtual Links for OSPFv3 1

Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up
Interface ID 2, IPv6 address 2003:3000::1
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 0.1.20.255, via interface GigabitEthernet 0/1/0/1, Cost of using 2
Transmit Delay is 5 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02
Adjacency State FULL (Hello suppressed)
Index 0/2/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0(0)/0(0)/0(0) Next 0(0)/0(0)/0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Check for lines:
Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

State is up and Adjacency State is FULL

OSPF ABRでのサブネットワーク LSAの要約
IPアドレスをインターフェイスに割り当てたときに複数のサブネットワークを設定した場合、
すべてのサブネットワークが含まれ、ローカルエリアが別のエリアにアドバタイズする1つの
LSAにソフトウェアを集約することができます。このようにソフトウェアを集約すると LSA
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の数を減らすことができるため、ネットワークリソースを節約できます。この集約はエリア間

ルート集約と呼ばれます。これは自律システム内のルートに適用されます。再配布によって

OSPFに挿入された外部ルートには適用されません。

このタスクでは、一緒にアドバタイズされる範囲に収まるすべてのサブネットワークを指定す

ることによって、サブネットワークを 1つの LSAに集約するように OSPFを設定します。こ
のタスクは 1つの ABRでのみ実行します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. 次のいずれかを実行します。

• range ip-address mask [ advertise | not-advertise ]
• range ipv6-prefix / prefix-length [ advertise | not-advertise ]

6. interface type interface-path-id
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3 1
process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3
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目的コマンドまたはアクション

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのバックボーン以外のエリアを設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 10

ステップ 4

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式
で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。

エリア境界でOSPFルートを統合および集約します。次のいずれかを実行します。ステップ 5

• range ip-address mask [ advertise | not-advertise
]

• advertiseキーワードにより、タイプ3サマリー
LSAのソフトウェアがサブネットワークのアド
レス範囲をアドバタイズします。• range ipv6-prefix / prefix-length [ advertise |

not-advertise ]
• not-advertise キーワードによって、ソフトウェ
アがタイプ3サマリーLSAに制限され、この範例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# range
192.168.0.0 255.255.0.0 advertise

囲内のサブネットワークは他のエリアには見え

ません。

または •最初の例では、ネットワーク 192.168.0.0のすべ
てのサブネットワークが ABRによって集約さ

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# range
4004:f000::/32 advertise

れ、バックボーン外のエリアにアドバタイズさ

れます。

• 2番目の例では、複数の IPv4インターフェイス
が 192.x.xのネットワークに対応しています。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/2/0/3

ステップ 6

commitステップ 7

OSPFへのルートの再配布
このタスクでは、IGP（別の OSPFプロセスでも可）から OSPFにルートを再配布します。

始める前に

ルーティングポリシーの設定については、 Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
Routersの「Implementing Routing Policy on Cisco ASR 9000シリーズルータ 」のモジュールを
参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 } [ metric metric-value ] [

metric-type type-value ] [match { external [ 1 | 2 ]} [ tag tag-value ] [ route-policy policy-name
]

5. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefix address mask [ not-advertise ] [ tag tag ]
• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [ not-advertise ] [ tag tag ]

6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3 1
process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RRP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

1つのルーティングドメインから別のルーティング
ドメインへの OSPFルートの再配布

redistribute protocol [ process-id ] { level-1 |
level-1-2 | level-2 } [ metric metric-value ] [
metric-type type-value ] [match { external [ 1 | 2 ]} [
tag tag-value ] [ route-policy policy-name ]

ステップ 4

または

例： あるルーティングドメインから別のルーティング

ドメインへ OSPFv3ルートを再配布します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# redistribute
bgp 100 •このコマンドを実行すると、定義上ルータが

ASBRになります。
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目的コマンドまたはアクション

または • OSPFは再配布によって学習したすべてのルー
トを externalとタグ付けします。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-router)#redistribute bgp 110 •プロトコルとそのプロセス ID（設定されている

場合）は、OSPFに再配布されるプロトコルを
示します。

•メトリックは外部ルートに割り当てるコストで
す。すべてのプロトコルでデフォルトは 20で
す。ただし、BGPのデフォルトのメトリックは
1です。

• OSPFの例では、BGP自律システム 1、レベル
1のルートを OSPFにタイプ 2外部ルートとし
て再配布します。

• OSPFv3の例では、BGP自律システム 1、レベ
ル1および2のルートをOSPFに再配布します。
OSPFv3ルーティングドメインにアドバタイズ
されるデフォルトルートに関連付けられている

外部リンクタイプは、タイプ 1の外部ルートで
す。

OSPFv3ではRPLはサポートされていませ
ん。

（注）

（任意）OSPFの集約アドレスを作成します。次のいずれかを実行します。ステップ 5

または• summary-prefix address mask [ not-advertise
] [ tag tag ]

（任意）OSPFv3の集約アドレスを作成します。• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [
not-advertise ] [ tag tag ] •このコマンドは、非 OSPFルートの外部ルート

集約を行います。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#
summary-prefix 10.1.0.0 255.255.0.0

•集約される外部範囲は隣接している必要があり
ます。異なる 2台のルータからの重複範囲を集
約すると、誤った宛先にパケットが送信される

原因となる場合があります。
または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-router)#
summary-prefix 2010:11:22::/32

•このコマンドはオプションです。これを指定し
ないと、各ルートはリンクステートデータベー

スに含まれ、LSAにアドバタイズされます。

• OSPFv2の例では、集約アドレス 10.1.0.0にアド
レス 10.1.1.0、10.1.2.0、10.1.3.0などが含まれて
います。外部の LSAでは、アドレス 10.1.0.0だ
けがアドバタイズされます。
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目的コマンドまたはアクション

• OSPFv3の例では、集約アドレス 2010:11:22::/32
には 2010:11:22:0:1000::1、
2010:11:22:0:2000:679:1、などのアドレスがあり
ます。外部 LSAにはアドレス 2010:11:22::/32だ
けがアドバタイズされます。

commitステップ 6

OSPF Shortest Path Firstスロットリングの設定
このタスクでは、SPFスケジューリングをミリ秒間隔で設定し、ネットワークが不安定な場合
に SPF計算を遅らせる方法について説明します。このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait
5. area area-id
6. interface type interface-path-id
7. commit
8. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ]
• show ospfv3 [ process-name ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2

• router ospf process-name
• router ospfv3 process-name

または例：

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

または
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3 1
process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

SPFスロットリングタイマーを設定します。timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# timers
throttle spf 10 4800 90000

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

バックボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

ステップ 5

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 6

commitステップ 7

（任意）SPFスロットリングタイマーを表示しま
す。

次のいずれかを実行します。ステップ 8

• show ospf [ process-name ]
• show ospfv3 [ process-name ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router# RP/0/RP0/CPU0:router#
show ospfv3 2
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例

次の例では、show ospf EXECコンフィギュレーション コマンドを使用して、初期 SPFスケ
ジュール遅延時間、最小ホールドタイム、最大待機時間が正しく設定されていることを検証し

ます。ルータタイプおよびルートの再配布などのOSPFプロセスに関する詳細情報が表示され
ます。

show ospf 1

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.4.3
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,

ospf 2
Initial SPF schedule delay 5 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 100 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 1000 msecs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Non-Stop Forwarding enabled

それぞれの出力表示フィールドの説明については、 Routing Command Reference for Cisco ASR
9000 Series Routersの「OSPF Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ 」モジュールで、
show ospfコマンドを参照してください。

（注）

Cisco for OSPF Version 2固有のノンストップフォワーディングの設定
このタスクでは、NSF対応ルータの Ciscoに専用の OSPF NSFを設定する方法を説明します。
このタスクはオプションです。

始める前に

OSPF NSFでは、すべてのネイバーネットワーキングデバイスが NSF対応である必要があり
ます。ルータにCisco IOS XRソフトウェアイメージをインストールすると自動的に NSF対応
になります。NSF対応ルータが特定のネットワークセグメントで NSF非認識ネイバーを検出
すると、そのセグメントで NSF機能をディセーブルにします。NSF対応または NSF認識ルー
タで完全に構成された他のネットワークセグメントに対しては、継続して NSF機能を提供し
ます。
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ノンストップフォワーディングの設定では、次の制約事項が適用されます。

•仮想リンク用 Cisco OSPF NSFはサポートされません。

•ネイバーは NSF対応である必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. 次のいずれかを実行します。

• nsf cisco
• nsf cisco enforce global

5. nsf interval seconds
6. nsfflush-delay-timeseconds
7. nsflifetimeseconds
8. nsfietf
9. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

OSPFプロセスの Cisco NSF操作をイネーブルにし
ます。

次のいずれかを実行します。ステップ 4

• nsf cisco
• nsf cisco enforce global •オプションの enforce および global キーワー

ドを指定せずに nsf ciscoコマンドを使用して、例：
検出されたNSF以外のネイバーのインターフェ
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# nsf cisco
enforce global

イスでNSF再起動メカニズムを中断し、NSFネ
イバーが適切に機能できるようにします。

•再起動中にルータがNSFを実行するようにする
場合は、オプションの enforce および global
キーワードを指定して nsf ciscoコマンドを使用
します。ただし、NSF以外のネイバーが検出さ
れると、OSPFプロセス全体で NSF再起動は
キャンセルされます。

NSF再起動の試行間隔の最小時間を設定します。nsf interval seconds

例：

ステップ 5

このコマンドを使用する場合、OSPFが
NSF再起動実行を試みる前のOSPFプロセ
スを、最小でも 90秒に設定する必要があ
ります。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# nsf interval
120

外部ルートの学習に許可される最大時間を秒単位で

設定します。

nsfflush-delay-timeseconds

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#nsf
flush-delay-time 1000

再起動に続くNSFのルートの最大有効期間を秒単位
で設定します。

nsflifetimeseconds

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#nsf lifetime
90

ietfグレースフルリスタートをイネーブルにします。nsfietf

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#nsf ietf

commitステップ 9

MPLSトラフィックエンジニアリングの OSPF Version 2の設定
このタスクでは、MPLS TEの OSPFを設定する手順について説明します。このタスクはオプ
ションです。

MPLSTEタスクおよびトンネルをサポートするルータを設定できるコマンド、OSPFが使用で
きるMPLSトンネルを設定できるコマンド、およびMPLS TEのトラブルシューティングの説
明については、 MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series RoutersMPLS Configuration
Guide for Cisco NCS 560 Series Routersの「Implementing MPLS Traffic Engineering on Cisco ASR
9000 Series Router」のモジュールを参照してください。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
450

OSPFの実装

MPLSトラフィックエンジニアリングの OSPF Version 2の設定



始める前に

ルータで OSPFのMPLS TEを有効にするには、ネットワークで次の機能がサポートされてい
る必要があります。

• MPLS

• IPシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）

ネットワークのトラフィックエンジニアリング部分にあるすべてのOSPFルータ上で、次のタ
スクのコマンドを入力する必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. mpls traffic-eng router-id interface-type interface-instance
5. area area-id
6. mpls traffic-eng
7. interface type interface-path-id
8. commit
9. show ospf [ process-name ] [ area-id ] mpls traffic-eng { link | fragment }

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

（任意）ノードのトラフィックエンジニアリング

ルータ識別子が、指定されたインターフェイスに関

mpls traffic-eng router-id interface-type
interface-instance

例：

ステップ 4

連付けられている IPアドレスになるように指定しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# mpls
traffic-eng router-id loopback 0

•この IPアドレスは TE LSA内のすべてのノード
にフラッディングされます。

•他のノードから始まり、このノードで終了する
すべてのトラフィックエンジニアリングトン

ネルに対して、トンネル宛先を宛先ノードのト

ラフィックエンジニアリングルータ IDに設定
する必要があります。これは、そのアドレス

が、トンネルヘッドのトラフィックエンジニ

アリングトポロジデータベースがそのパス計

算に使用するアドレスであるためです。

•ループバックインターフェイスは物理インター
フェイスより安定しているため、ループバック

インターフェイスをMPLS TEルータ IDに使用
することを推奨します。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

ステップ 5

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。

OSPFエリアでMPLS TEを設定します。mpls traffic-eng

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# mpls
traffic-eng

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
interface loopback0

ステップ 7

commitステップ 8

（任意）MPLS TEのローカルルータで利用可能な
リンクとフラグメントに関する情報を表示します。

show ospf [ process-name ] [ area-id ] mpls traffic-eng
{ link | fragment }

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf 1 0 mpls
traffic-eng link
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例

ここでは、次の出力例について説明します。

MPLS TEを設定する前の show ospfコマンドのサンプル出力

次ニ、show route ospf EXECコンフィギュレーション コマンドは、ギガビットイーサネット
インターフェイス 0/3/0/0が存在することおよびMPLS TEが設定されていないことを検証する
例を示します。

show route ospf 1

O 11.0.0.0/24 [110/15] via 0.0.0.0, 3d19h, tunnel-te1
O 192.168.0.12/32 [110/11] via 11.1.0.2, 3d19h, GigabitEthernet0/3/0/0
O 192.168.0.13/32 [110/6] via 0.0.0.0, 3d19h, tunnel-te1

show ospf mpls traffic-engコマンドの出力例

次に、MPLSTEフラグメントが正しく設定されていることを、showospfmpls traffic-engEXEC
コンフィギュレーション コマンドで検証する例を示します。

show ospf 1 mpls traffic-eng fragment

OSPF Router with ID (192.168.4.3) (Process ID 1)

Area 0 has 1 MPLS TE fragment. Area instance is 3.
MPLS router address is 192.168.4.2
Next fragment ID is 1

Fragment 0 has 1 link. Fragment instance is 3.
Fragment has 0 link the same as last update.
Fragment advertise MPLS router address
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3
Link connected to Point-to-Point network
Link ID :55.55.55.55
Interface Address :192.168.50.21
Neighbor Address :192.168.4.1
Admin Metric :0
Maximum bandwidth :19440000
Maximum global pool reservable bandwidth :25000000
Maximum sub pool reservable bandwidth :3125000
Number of Priority :8
Global pool unreserved BW
Priority 0 : 25000000 Priority 1 : 25000000
Priority 2 : 25000000 Priority 3 : 25000000
Priority 4 : 25000000 Priority 5 : 25000000
Priority 6 : 25000000 Priority 7 : 25000000
Sub pool unreserved BW
Priority 0 : 3125000 Priority 1 : 3125000
Priority 2 : 3125000 Priority 3 : 3125000
Priority 4 : 3125000 Priority 5 : 3125000
Priority 6 : 3125000 Priority 7 : 3125000
Affinity Bit :0

次に、エリアインスタンス 3のMPLS TEリンクが正しく設定されていることを、show ospf
mpls traffic-eng EXECコンフィギュレーション コマンドで検証する例を示します。
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show ospf mpls traffic-eng link

OSPF Router with ID (192.168.4.1) (Process ID 1)

Area 0 has 1 MPLS TE links. Area instance is 3.

Links in hash bucket 53.
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3
Link connected to Point-to-Point network
Link ID :192.168.50.20
Interface Address :192.168.20.50
Neighbor Address :192.168.4.1
Admin Metric :0
Maximum bandwidth :19440000
Maximum global pool reservable bandwidth :25000000
Maximum sub pool reservable bandwidth :3125000
Number of Priority :8
Global pool unreserved BW
Priority 0 : 25000000 Priority 1 : 25000000
Priority 2 : 25000000 Priority 3 : 25000000
Priority 4 : 25000000 Priority 5 : 25000000
Priority 6 : 25000000 Priority 7 : 25000000
Sub pool unreserved BW
Priority 0 : 3125000 Priority 1 : 3125000
Priority 2 : 3125000 Priority 3 : 3125000
Priority 4 : 3125000 Priority 5 : 3125000
Priority 6 : 3125000 Priority 7 : 3125000
Affinity Bit :0

show ospfコマンドのMPLS TEを設定した後のコマンドのサンプル出力

次に、show route ospf EXECコンフィギュレーションコマンドで、MPLS TEトンネルがギガ
ビットイーサネットインターフェイス 0/3/0/0を置き換え、設定が正しく実行されたことを検
証する例を示します。

show route ospf 1

O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O E2 192.168.11.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O E2 192.168.1244.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O 192.168.12.0/24 [110/2] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2

OSPFv3グレースフルリスタートの設定
このタスクでは、OSPFv3プロセスのグレースフルリスタートを設定する方法を説明します。
このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 process-name
3. graceful-restart
4. graceful-restart lifetime
5. graceful-restart interval seconds
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6. graceful-restart helper disable
7. commit
8. show ospfv3 [ process-name [ area-id ]] database grace

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

OSPFv3のルータコンフィギュレーションモードを
開始します。プロセス名はOSPFルーティングプロ

router ospfv3 process-name

例：

ステップ 2

セスを一意に識別する 1つの単語です。プロセス名
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospfv3
test

はスペースを含まない 40文字以内の任意の英数字
ストリングです。

現行ルータでグレースフルリスタートをイネーブル

にします。

graceful-restart

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospfv3)#graceful-restart

グレースフルリスタートの最大時間を指定します。graceful-restart lifetime

例：

ステップ 4

•デフォルトは 95秒です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)#
graceful-restart lifetime 120

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

現行ルータのグレースフルリスタートの間隔（最小

時間）を指定します。

graceful-restart interval seconds

例：

ステップ 5

•間隔のデフォルト値は 90秒です。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)#
graceful-restart interval 120 •値の範囲は 90～ 3600秒です。

ヘルパー機能をディセーブルにします。graceful-restart helper disable

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)#
graceful-restart helper disable

commitステップ 7

グレースフルリスタートリンクのステートを表示

します。

show ospfv3 [ process-name [ area-id ]] database
grace

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospfv3 1 database
grace
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グレースフルリスタートに関する情報の表示

ここでは、グレースフルリスタートに関する情報を表示するために使用できるタスクについて

説明します。

•機能がイネーブルかどうかや、グレースフルリスタートが最後に実行された時間を確認す
るには、show ospfコマンドを使用します。OSPFv3インスタンスの詳細を参照するには、
show ospfv3 process-name [ area-id ] database grace コマンドを使用します。

グレースフルリスタート機能のステータスの表示

次の画面出力は、ローカルルータのグレースフルリスタート機能の状態を示しています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospfv3 1

Routing Process “ospfv3 1” with ID 2.2.2.2
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Initial LSA throttle delay 0 msecs
Minimum hold time for LSA throttle 5000 msecs
Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Maximum number of configured interfaces 255
Number of external LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Graceful Restart enabled, last GR 11:12:26 ago (took 6 secs)

Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1
SPF algorithm executed 1 times
Number of LSA 6. Checksum Sum 0x0268a7
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

OSPFv3インスタンスのグレースフルリスタート情報の表示

次の画面出力では、OSPFv3のリンクステートインスタンスのリンクステータスを示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospfv3 1 database grace

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Grace (Type-11) Link States (Area 0)

LS age: 2
LS Type: Grace Links
Link State ID: 34
Advertising Router: 1.1.1.1
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x7a4a
Length: 36

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
456

OSPFの実装

グレースフルリスタートに関する情報の表示



Grace Period : 90
Graceful Restart Reason : Software reload/upgrade

OSPFv2模造リンクの設定
このタスクでは、プロバイダーエッジ（PE）ルータを設定し、VPNバックボーン全体でOSPFv2
模造リンク接続を確立する方法について説明します。このタスクはオプションです。

始める前に

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN内の模造リンクを

プロバイダーエッジ（PE）ルータでは、OSPFを次のように有効にする必要があります。

• OSPFルーティングプロセスを作成する。

• VRFに属するループバックインターフェイスを設定し、ホストマスクを使用して IPv4ア
ドレスを割り当てます。

•エリアサブモードで模造リンクを設定します。

これらのOSPF設定の前提条件の詳細については、OSPFのイネーブル化（425ページ）を参照
してください。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. vrf vrf-name
4. ipv4 address ip-address mask
5. end
6. router ospf instance-id
7. vrf vrf-name
8. router-id { router-id }
9. redistribute bgp process-id
10. area area-id
11. sham-link source-address destination-address
12. cost cost
13. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

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 interface-path-id

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface
loopback 3

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スをインターフェイスに割り当てます。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# vrf vrf1

IPアドレスとサブネットマスクをインターフェイ
スに割り当てます。

ipv4 address ip-address mask

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address
172.18.189.38 255.255.255.225

設定変更を保存します。end

例：

ステップ 5

endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# end

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXEC モードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC モー
ドに戻ります。設定の変更はコミットされませ

ん。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

router ospf instance-id

例：

ステップ 6

ションモードでルータを配置します。この例では、

OSPFインスタンスは ispと呼ばれます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf isp

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# vrf vrf1
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 8

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使
用することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-vrf)# router-id 192.168.4.3

1つのルーティングドメインから別のルーティング
ドメインに OSPFルートを再配布します。

redistribute bgp process-id

例：

ステップ 9

•このコマンドを実行すると、定義上ルータが
ASBRになります。RP/0/RSP0/cpu 0:

router(config-ospf-vrf)# redistribute bgp 1

• OSPFは再配布によって学習したすべてのルー
トを externalとタグ付けします。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定されてい
る場合）は、OSPFに再配布されるプロトコル
を示します。

• BGPVPNルートがOSPFに再配布される場合、
BGPのMED値は LSAメトリックフィールド
にコピーされます。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

ステップ 10

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット付き 10進表記または IPv4アドレスRP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf)# area

0
形式で入力できます。ただし、1つのエリアで
は同じ形式を選択する必要があります。

2つの VPNサイト間のポイントツーポイントアン
ナンバードインターフェイスを設定します。

sham-link source-address destination-address

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf-ar)#
sham-link 10.0.0.1 10.0.0.3

OSPFインターフェイスでパケットを送信するコス
トを明示的に指定します。指定したコストは、イン

cost cost

例：

ステップ 12

ターフェイスの自動コスト計算のデフォルト値より

も優先されます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf-ar-sl)#
cost 76

commitステップ 13
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OSPF SPFプレフィックスの優先順位付けの設定
このタスクを実行して、OSPFSPF（Shortest Path First）プレフィックスプライオリティを設定
します。

手順の概要

1. configure
2. prefix-set prefix-set name
3. route-policy route-policy name if destination in prefix-set name then set spf-priority {critical

| high |medium} endif
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• router ospf ospf-name
• router ospfv3 ospfv3-name

5. spf prefix-priority route-policy route-policy name
6. commit
7. show rpl route-policy route-policy name detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

プレフィックスセットを設定します。prefix-set prefix-set name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#prefix-set
ospf-critical-prefixes
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)#66.0.0.0/16
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)#end-set

ルートポリシーと OSPF SPFプライオリティを設定
します。

route-policy route-policy name if destination in
prefix-set name then set spf-priority {critical | high |
medium} endif

ステップ 3

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router#route-policy
ospf-spf-priority
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#if destination
in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical
endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)#end-policy

ルータOSPFコンフィギュレーションモードを開始
します。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4

• router ospf ospf-name
• router ospfv3 ospfv3-name

例：
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router# router ospfv3 1

定義されているルートポリシーのSPFプレフィック
スプライオリティを設定します。

spf prefix-priority route-policy route-policy name

例：

ステップ 5

OSPFルータで spf prefix-priorityコマンド
を設定します。

（注）または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospfv3)#spf
prefix-priority route-policy ospf3-spf-priority

commitステップ 6

SPFのプレフィックスプライオリティのセットを表
示します。

show rpl route-policy route-policy name detail

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show rpl route-policy
ospf-spf-priority detail
prefix-set ospf-critical-prefixes
66.0.0.0/16

end-set
!
route-policy ospf-spf-priority
if destination in ospf-critical-prefixes then

set spf-priority critical
endif

end-policy
!

OSPFv2の multicast-intactの有効化
このオプションの手順では、IPv4アドレスを使用する OSPFv2ルータの multicast-intactを有効
にする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf instance-id
3. mpls traffic-eng multicast-intact
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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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にOSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

router ospf instance-id

例：

ステップ 2

ンモードでルータを配置します。この例では、OSPF
インスタンスは ispと呼ばれます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf isp

multicast-intactを有効にします。mpls traffic-eng multicast-intact

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# mpls
traffic-eng multicast-intact

commitステップ 4

インターフェイスの VRFへの関連付け
このタスクでは、VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスにインターフェイスを関
連付ける方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. vrf vrf-name
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# vrf vrf1
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目的コマンドまたはアクション

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

ステップ 4

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf)# area 0

で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをVRFに
関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 5

commitステップ 6

プロバイダーエッジからカスタマーエッジ（PE-CE）プロトコルとし
ての OSPFの設定

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. vrf vrf-name
4. router-id { router-id }
5. redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 } [ metric metric-value ] [

metric-type type-value ] [ match { external [ 1 | 2 ] }] [ tag tag-value ] route-policy
policy-name]

6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. exit
9. domain-id [ secondary ] type { 0005 | 0105 | 0205 | 8005 } value value
10. domain-tag tag
11. disable-dn-bit-check
12. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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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に OSPFルーティ
ングを有効にし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# vrf vrf1

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 4

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使
用することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-vrf)# router-id 192.168.4.3

1つのルーティングドメインから別のルーティング
ドメインへの OSPFルートの再配布

redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2
| level-2 } [ metric metric-value ] [ metric-type
type-value ] [ match { external [ 1 | 2 ] }] [ tag
tag-value ] route-policy policy-name]

ステップ 5

•このコマンドを実行すると、定義上ルータが
ASBRになります。

例：

• OSPFは再配布によって学習したすべてのルー
トを externalとタグ付けします。RP/0/RSP0/cpu 0:

router(config-ospf-vrf)# redistribute bgp 1
level-1 •プロトコルとそのプロセス ID（設定されてい

る場合）は、OSPFに再配布されるプロトコル
を示します。

•メトリックは外部ルートに割り当てるコストで
す。すべてのプロトコルでデフォルトは 20で
す。ただし、BGPのデフォルトのメトリック
は 1です。

•この例では、BGP自律システム1、レベル1の
ルートをOSPFにタイプ 2の外部ルートとして
再配布します。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

ステップ 6

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット付き 10進表記または IPv4アドレスRP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf)# area

0
形式で入力できます。ただし、1つのエリアで
は同じ形式を選択する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスを VRF
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf)#
interface GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 7

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了します。

exit

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# exit

OSPF VRFのドメイン IDを指定します。domain-id [ secondary ] type { 0005 | 0105 |
0205 | 8005 } value value

ステップ 9

• value 引数は 6オクテットの 16進数です。
例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-vrf)# domain-id type 0105
value 1AF234

OSPF VRFドメインタグを指定します。domain-tag tag

例：

ステップ 10

• tag の有効範囲は、0～ 4294967295です。

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-0spf-vrf)# domain-tag 234

ダウンビットを無視するように設定します。disable-dn-bit-check

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-vrf)# disable-dn-bit-check

commitステップ 12

複数の OSPFインスタンスの作成（OSPFプロセスおよび VRF）
このタスクでは、複数のOSPFインスタンスの作成方法を説明します。この場合、インスタン
スは通常の OSPFインスタンスと VRFインスタンスです。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. exit
6. vrf vrf-name
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7. area area-id
8. interface type interface-path-id
9. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

バックボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

ステップ 3

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4

OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。exit

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# exit

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# vrf vrf1

エリアコンフィギュレーションモードを開始して、

OSPFプロセスでVRFインスタンスのエリアを設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf)# area 0

ステップ 7

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式
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目的コマンドまたはアクション

で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをVRFに
関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-vrf)#
interface GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 8

commitステップ 9

マルチエリアの隣接関係の設定

このタスクでは、OSPFのプライマリインターフェイスで複数のエリアを作成する方法につい
て説明します。

始める前に

OSFスピーカーが2つだけアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの
隣接関係を設定できます。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、マルチエリア

隣接関係のインターフェイスを有効にする network point-to-pointコマンドを使用して、イン
ターフェイスを OPSFポイントツーポイント型で設定する必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. area area-id
6. multi-area-interface type interface-path-id
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

バックボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

ステップ 3

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 0

で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
Serial 0/1/0/3

ステップ 4

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

複数エリア隣接関係に使用されるエリアを設定しま

す。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 1

ステップ 5

• area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式
で入力できます。ただし、1つのエリアでは同
じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレ
ス形式を使用することを推奨します。

異なる OSPFエリアに対して複数の隣接関係を有効
にし、マルチエリア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

multi-area-interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#
multi-area-interface Serial 0/1/0/3

ステップ 6

commitステップ 7

OSPFのラベル配布プロトコル IGP自動設定の設定
このタスクでは、OSPFインスタンスに対するLDP自動設定を設定する方法について説明しま
す。

オプションで、OSPFインスタンスのエリアにこの機能を設定できます。

手順の概要

1. configure
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2. router ospf process-name
3. mpls ldp auto-config
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFインスタンスの LDP IGPインターフェイスの
自動設定をイネーブルにします。

mpls ldp auto-config

例：

ステップ 3

•任意で、このコマンドを OSPFインスタンスの
エリアに設定されます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# mpls ldp
auto-config

commitステップ 4

LDP IGP同期の設定：OSPF
このタスクを実行して、OSPFで LDP IGP同期を設定します。

デフォルトでは、LDPと IGP間の同期は行われません。（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• mpls ldp sync
• area area-idmpls ldp sync
• area area-id interface namempls ldp sync

4. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

OSPFルーティングプロセスを識別し、OSPFコン
フィギュレーションモードを開始します。

router ospf process-name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 100

インターフェイスでLDP IGP同期をイネーブルにし
ます。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 3

• mpls ldp sync
• area area-idmpls ldp sync
• area area-id interface namempls ldp sync

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# mpls ldp
sync

commitステップ 4

OSPFの認証メッセージダイジェスト管理の設定
このタスクでは、OSPFインターフェイスのキーチェーンの認証を管理する方法を説明します。

始める前に

このタスクを実行するには、有効なキーチェーンを設定する必要があります。

キーチェーンとそれに関連付けられている属性の設定方法については、 System Security
Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing Key Chain Management on
Cisco ASR 9000シリーズルータ 」のモジュールを参照してください。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. authentication[message-digest keychain | null]
7. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
470

OSPFの実装

OSPFの認証メッセージダイジェスト管理の設定



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にOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router id
192.168.4.3

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

area area-id

例：

ステップ 4

area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドッ
ト付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入力でRP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 1

きます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。IPv4アドレス形式を使用する
ことを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet0/4/0/1

ステップ 5

MD5キーチェーンを設定します。authentication[message-digest keychain | null]

例：

ステップ 6

この例では、この手順を実行する前に

ospf_intlキーチェーンを設定する必要があ
ります。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#
authentication message-digest keychain ospf_int1

commitステップ 7

例

次の例は、5つのキー IDを持つキーチェーン ospf_intf_1 の設定方法を示します。各キー ID
は異なる send-lifetime値で設定されます。ただし、すべてのキー IDはキーに同じテキスト文
字列を指定します。

key chain ospf_intf_1
key 1
send-lifetime 11:30:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5T
key-string clear ospf_intf_1
key 2
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send-lifetime 11:40:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 3
send-lifetime 11:50:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 4
send-lifetime 12:00:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 5
send-lifetime 12:10:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1

次の例は、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/4/0/1でキーチェーン認証が有効に
なっていることを示します。

show ospf 1 interface GigabitEthernet0/4/0/1

GigabitEthernet0/4/0/1 is up, line protocol is up
Internet Address 100.10.10.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.1, Interface address 100.10.10.2
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 100.10.10.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02

Index 3/3, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 2, maximum is 16
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Keychain-based authentication enabled
Key id used is 3

Multi-area interface Count is 0

次に、アクティブに設定されたキーの出力の例を示します。

show key chain ospf_intf_1

Key-chain: ospf_intf_1/ -

Key 1 -- text "0700325C4836100B0314345D"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:30:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 2 -- text "10411A0903281B051802157A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:40:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 3 -- text "06091C314A71001711112D5A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:50:30, 01 May 2007 - (Duration) 600 [Valid now]
Accept lifetime: Not configured

Key 4 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
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Send lifetime: 12:00:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 5 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:10:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

OSPFの一般 TTLセキュリティメカニズム（GTSM）の設定
このタスクでは、GTSMのインターフェイスにおけるセキュリティの存続可能時間メカニズム
の設定方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. log adjacency changes [ detail | disable ]
5. nsf { cisco [ enforce global ] | ietf [ helper disable ]}
6. timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait
7. area area-id
8. interface type interface-path-id
9. security ttl [ disable | hops hop-count ]
10. commit
11. show ospf [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id ] interface [ type interface-path-id ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングを有効にし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf 1

ステップ 2

process-name 引数は、40文字未満の英数
字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

ステップ 3

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使
用することを推奨します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# router id
10.10.10.100

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。log adjacency changes [ detail | disable ]

例：

ステップ 4

•デフォルトでは、この機能はイネーブルです。
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)# log
adjacency changes detail

•ネイバー変更によって生成されたメッセージは
通知と見なされます。このメッセージは logging
consoleコマンドで重大度レベル 5に分類され
ます。logging consoleコマンドではどの重大度
レベルのメッセージをコンソールに送信するか

を制御します。デフォルトでは、すべての重大

度レベルのメッセージが送信されます。

（任意）NSF OSPFプロトコルを設定します。nsf { cisco [ enforce global ] | ietf [ helper disable ]}

例：

ステップ 5

この例ではグレースフルリスタートをイネーブル

にします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# nsf ietf

（任意）SPFスロットリングタイマーを設定しま
す。

timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# timers
throttle spf 500 500 10000

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

area area-id

例：

ステップ 7

area-id 引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)# area 1

力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を
選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEternet0/5/0/0

ステップ 8

OSPFパケットの IPヘッダーのセキュリティ TTL
値を設定します。

security ttl [ disable | hops hop-count ]

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar-if)#
security ttl hopes 2

commitステップ 10

OSPFインターフェイス情報を表示します。show ospf [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id
] interface [ type interface-path-id ]

ステップ 11

例：
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf 1 interface
GigabitEthernet0/5/0/0

例

OSPFインターフェイスに設定されているGTSMセキュリティTTL値を表示する出力例を次に
示します。

show ospf 1 interface GigabitEthernet0/5/0/0

GigabitEthernet0/5/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 120.10.10.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 100.100.100.100, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
TTL security enabled, hop count 2
Designated Router (ID) 102.102.102.102, Interface address 120.10.10.3
Backup Designated router (ID) 100.100.100.100, Interface address 120.10.10.1
Flush timer for old DR LSA due in 00:02:36
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 4
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 102.102.102.102 (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Multi-area interface Count is 0

OSPFの設定と動作の確認
このタスクでは、OSPFの設定および操作を確認する方法について説明します。

手順の概要

1. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]
2. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] border-routers [ router-id ]
3. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] database
4. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ area-id ] flood-list interface type interface-path-id
5. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id ] interface [ type

interface-path-id ]
6. show { ospf | ospfv3 }[ process-name ] [ area-id ] neighbor [ t ype interface- path-id ] [

neighbor-id ] [ detail ]
7. clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] process
8. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] redistribution
9. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] routes
10. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] vrf [vrf-name|all] {process |redistribution|routes|statistics

[interface type interface-path-id|message-queue|neighbor]}
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11. clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] statistics [ neighbor [ type interface-path-id ] [
ip-address ]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPFルーティングプロセスに関する一般
情報を表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf group1

（任意）ABRおよびASBRへの内部OSPFルーティ
ングテーブルエントリを表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]
border-routers [ router-id ]

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf group1
border-routers

（任意）特定のルータのOSPFデータベースに関係
する情報の一覧を表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] database

例：

ステップ 3

•このコマンドは、さまざまな形式で、異なる
OSPF LSAに関する情報を提供します。RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf group2

database

（任意）インターフェイス上でのフラッディングを

待機している OSPF LSAのリストを表示します。
show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ area-id ]
flood-list interface type interface-path-id

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf 100 flood-list
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

（任意）OSPFインターフェイス情報を表示しま
す。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ vrf
vrf-name ] [ area-id ] interface [ type interface-path-id
]

ステップ 5

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf 100 interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

（任意）個々のインターフェイスに基づいたOSPF
ネイバー情報を表示します。

show { ospf | ospfv3 }[ process-name ] [ area-id ]
neighbor [ t ype interface- path-id ] [ neighbor-id ] [
detail ]

ステップ 6

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show ospf 100 neighbor

（任意）OSPFルータプロセスを停止および再起動
せずにリセットします。

clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] process

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0
/CPU0:router# clear ospf 100 process

OSPFルート再配布をクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] redistribution

例：

ステップ 8

RP/0/RSP0/cpu 0: router#clear ospf 100
redistribution

OSPFルートテーブルをクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] routes

例：

ステップ 9

RP/0/RSP0/cpu 0: router#clear ospf 100 routes

OSPFルートテーブルをクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] vrf [vrf-name|all]
{process |redistribution|routes|statistics [interface type
interface-path-id|message-queue|neighbor]}

ステップ 10

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router#clear ospf 100 vrf vrf_1
process

（任意）ネイバー状態遷移のOSPF統計情報をクリ
アします。

clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] statistics [
neighbor [ type interface-path-id ] [ ip-address ]]

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router# clear ospf 100
statistics

IP高速再ルーティングループフリー代替の設定
この手順では、リンク障害に関連するトラフィックフローを収束させるために IP高速再ルー
ティング（IPFRR）リンク単位のループフリー代替（LFA）の計算を有効にする方法について
説明します。

ブロードキャストリンクで保護を有効にするには、OSPF下のインターフェイスで IPFRRおよ
び双方向フォワーディング検出（BFD）を有効にする必要があります。

IPFRR LFAの有効化

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
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4. interface type interface-path-id
5. fast-reroute per-link { enable | disable }
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf

ステップ 2

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

area area-id

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#area 1

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEternet0/5/0/0

ステップ 4

インターフェイスのリンク単位のLFA計算を有効ま
たは無効にします。

fast-reroute per-link { enable | disable }

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-ar)#fast-reroute per-link
enable

commitステップ 6

リンク単位のIP高速再ルーティングの計算からのインターフェイスの
除外

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. fast-reroute per-link exclude interface type interface-path-id
6. commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf

ステップ 2

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

area area-id

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#area area-id

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#interface
type interface-path-id

ステップ 4

リンク単位の IP高速再ルーティングの計算からイン
ターフェイスを除外します。

fast-reroute per-link exclude interface type
interface-path-id

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-ar)#
fast-reroute per-link exclude interface
GigabitEternet0/5/0/1

commitステップ 6

SRMSサーバとの OSPF連携動作の有効化
SRMSサーバとの OSPF連携動作を有効にするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf instance-id
3. segment-routing mpls
4. segment-routing forwarding mpls
5. segment-routing prefix-sid-mapadvertise-local
6. segment-routing sr-preferprefix-list[acl-name]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1
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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インスタンスに OSPFルー
ティングを有効にし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

router ospf instance-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router ospf isp

ステップ 2

segment-routing mplsステップ 3

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#
segment-routing mpls

このインスタンス OSPFが有効になっているすべて
のインターフェイスで SR転送を有効にします。

segment-routing forwarding mpls

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#
segment-routing forwarding mpls

サーバ機能を有効にし、OSPFがエリア範囲のフラッ
ディングを使用してローカルマッピングエントリ

segment-routing prefix-sid-mapadvertise-local

例：

ステップ 5

をアドバタイズできるようにします。フラッディン
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#
segment-routing
prefix-sid-map advertise local

グは、セグメントルーティングが有効になっている

エリアに限定されます。デフォルトでは、無効に

なっています。

SRラベルが LDPラベルよりも優先されるルーティ
ング情報ベース（RIB）と通信するように、OSPFを

segment-routing sr-preferprefix-list[acl-name]

例：

ステップ 6

有効にします。ACLが使用されている場合、OSPF
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#
segment-routing
sr-prefer prefix-list foo

は、ACLに一致するプレフィックスの LDPラベル
を介した SRラベルの優先順位を通知します。ACL
を使用しない場合は、OSPFがすべてのプレフィッ
クスの SRラベルの優先順位を通知します。

例

次に、エリアフラッディング範囲を使用して、OSPFがローカルマッピングエントリを
アドバタイズする例を示します。

ipv4 prefix-list foo
permit 2.2.2.2/32
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
segment-routing mpls
segment-routing forwarding mpls
segment-routing prefix-sid-map receive
segment-routing prefix-sid-map advertise-local
segment-routing sr-prefer prefix-list foo
area 0
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interface Loopback0
prefix-sid index 1
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!
area 1
interface GigabitEthernet0/2/0/7
!

OSPFの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

Cisco IOS XRソフトウェア OSPF Version 2の設定：例
次の例では、のエリアのCisco IOS XRソフトウェアOSPFインターフェイスの設定方法を示し
ます。

エリア 0は areaコマンドで明示的に設定する必要があり、10.1.2.0から 10.1.2.255の範囲にあ
るすべてのインターフェイスはエリア0にバインドされます。インターフェイスは（エリアコ
ンフィギュレーションモードにルータがある間に）interfaceコマンドで設定され、インター
フェイスステートメントには area キーワードを含めません。

Cisco IOS XRソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.255
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

!
!

次の例では、Cisco IOSXRソフトウェアのエリアでのOSPFインターフェイスパラメータの設
定方法を示します。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、OSPFインターフェイスの固有のパラメータがインターフェ
イスコンフィギュレーションモードで設定され、エリア0に明示的に定義されます。さらに、
ip ospf キーワードは必要なくなりました。

Cisco IOS XRソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
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negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
cost 77
mtu-ignore
authentication message-digest
message-digest-key 1 md5 0 test

!
!

次の例では Cisco IOS XRソフトウェアの階層 CLI構造を示します。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、OSPFエリアは明示的に設定する必要があり、エリアコン
フィギュレーションモードで設定されたインターフェイスは、そのエリアに明示的にバインド

されています。この例では、インターフェイス 10.1.2.0/24がエリア 0に、インターフェイス
10.1.3.0/24がエリア 1にバインドされています。

Cisco IOS XRソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
!
area 1
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
!
!

OSPF Version 2の CLI継承および優先：例
次の例では、OSPFトポロジの異なる階層レベルでコストパラメータを設定します。また、パ
ラメータが継承される方法と1つの設定だけが優先される方法について説明します。優先ルー
ルに従って、最も明示的な設定が使用されます。

コストパラメータは、OSPFプロセスのルータコンフィギュレーションモードで 5に設定さ
れます。エリア 1はコストを 15に、エリア 6はコストを 30に設定します。エリア 0またはそ
のインターフェイスではコストが設定されていないため、エリア0のすべてのインターフェイ
スは OSPFプロセスの 5のコストを継承します。

エリア 1のすべてのインターフェイスには 15のコストがあります。これは、エリア 1でコス
トが設定され、ルータコンフィギュレーションモードで設定された 5が 15で上書きされるた
めです。
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エリア 4ではコストを設定しませんが、ギガビットイーサネットインターフェイス 01/0/2で
はコストを 20に設定します。エリア 4の残りのインターフェイスには、OSPFプロセスから継
承された 5のコストがあります。

エリア 6はコストを 30に設定し、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/1/0/3および
0/2/0/3によって継承されます。ギガビットイーサネットインターフェイス 0/3/0/3は 1のコス
トを使用します。これは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されます。

router ospf 1
router-id 10.5.4.3
cost 5
area 0
interface GigabitEthernet 0/1/0/0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
!
!
area 1
cost 15
interface GigabitEthernet 0/1/0/1
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
!
!
area 4
interface GigabitEthernet 0/1/0/2
cost 20
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/2
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/2
!
!
area 6
cost 30
interface GigabitEthernet 0/1/0/3
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/3
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/3
cost 1
!
!

OSPF Version 2のMPLS TE：例
次の例では、MPLS TEの OSPF部分の設定方法を示します。ただし、引き続きMPLS TEトポ
ロジを構築して、MPLS TEトンネルを作成する必要があります。詳細については、 MPLS
Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560
Series Routersを参照してください。

この例では、ループバックインターフェイス 0がエリア 0に関連付けられ、MPLS TEがエリ
ア 0内で設定されています。
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interface Loopback 0
address 10.10.10.10 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
router ospf 1
router-id 10.10.10.10
nsf
auto-cost reference-bandwidth 10000
mpls traffic-eng router-id Loopback 0
area 0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
interface Loopback 0

OSPFv3の集約を持つ ABR：例
次の例では、エリア 1からバックボーンに集約されたプレフィックス範囲 2300::/16を示しま
す。

router ospfv3 1
router-id 192.168.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
range 2300::/16
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3の ABRスタブエリア：例
エリア 1がスタブエリアとして設定される例を次に示します。

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
stub
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3の ABR完全スタブエリア：例
エリア 1が完全スタブエリアとして設定される例を次に示します。

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
stub no-summary
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
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OSPF SPFプレフィックスの優先順位付けの設定：例
この例では、/32プレフィックスを一般的にmediumプライオリティに設定し、一部の /32およ
び /24プレフィックスを criticalプライオリティおよび highプライオリティキューに設定する
方法を示します。

prefix-set ospf-critical-prefixes
192.41.5.41/32,
11.1.3.0/24,
192.168.0.44/32
end-set
!
prefix-set ospf-high-prefixes
44.4.10.0/24,
192.41.4.41/32,
41.4.41.41/32
end-set
!
prefix-set ospf-medium-prefixes
0.0.0.0/0 ge 32
end-set
!

route-policy ospf-priority
if destination in ospf-high-prefixes then
set spf-priority high

else
if destination in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical

else
if destination in ospf-medium-prefixes then
set spf-priority medium

endif
endif

endif
end-policy

OSPFv2

router ospf 1
spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface GigabitEthernet0/3/0/0
!
!
area 3
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
!
area 8
interface GigabitEthernet0/2/0/0.590

OSPFv3

router ospfv3 1
spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface GigabitEthernet0/3/0/0
!
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!
area 3
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
!
area 8
interface GigabitEthernet0/2/0/0.590

OSPFv3のルート再配布：例
次の例では、プレフィックスリストを使用して、他のプロトコルから再配布されるルートを制

限します。

上位 32ビットの 9898:1000および 32から 64のプレフィックス長を持つルートだけが BGP 42
から再配布されます。このパターンに一致しないルートだけがBGP1956から再配布されます。

ipv6 prefix-list list1
seq 10 permit 9898:1000::/32 ge 32 le 64
ipv6 prefix-list list2
seq 10 deny 9898:1000::/32 ge 32 le 64
seq 20 permit ::/0 le 128
router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
redistribute bgp 42
redistribute bgp 1956
distribute-list prefix-list list1 out bgp 42
distribute-list prefix-list list2 out bgp 1956
area 1
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3のエリア 1から設定された仮想リンク：例
この例では、エリア 0と 1および仮想リンク 10.0.0.217と 10.0.0.212で構成される OSPFv3ト
ポロジのエリア 1からバックボーンを接続するように仮想リンクを設定する方法を説明しま
す。

ABR 1の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.212
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

ABR 2の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.212
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
area 1
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virtual-link 10.0.0.217
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

次のように、仮想リンクを確認します。

show ospfv3 virtual-links
Mon Dec 17 11:18:29.249 EST

Virtual Link OSPF_VL0 to router 192.168.0.4 is up
Interface ID 1000000, IPv6 address 13:13:13::4
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 1, via interface GigabitEthernet0/0/0/0, Cost of using 2
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:06
Adjacency State INIT (Hello suppressed)
Index 0/0/0, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
First 0(0)/0(0)/0(0) Next 0(0)/0(0)/0(0)
Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

OSPF Version 2のMD5認証を使用して設定された仮想リンク：例
次の例では、バックボーンへの仮想リンクを設定して、MD5認証を適用する方法を示します。
説明されている手順は、仮想リンクの各端にある両方の ABRで実行する必要があります。

ABRを明示的に設定したら、そのインターフェイスの値を上書きし、明示的に設定しないか
ぎり、エリアにバインドされているすべてのインターフェイスにコンフィギュレーションが継

承されます。

仮想リンクを理解するには、OSPFの仮想リンクおよび中継エリア（406ページ）を参照して
ください。

この例では、ルータ ABR1のすべてのインターフェイスはMD5認証を使用します。

router ospf ABR1
router-id 10.10.10.10
authentication message-digest
message-digest-key 100 md5 0 cisco
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
area 1
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
virtual-link 10.10.5.5

!
!

この例では、ルータ ABR3のエリア 1インターフェイスだけがMD5認証を使用します。

router ospf ABR2
router-id 10.10.5.5
area 0
area 1
authentication message-digest
message-digest-key 100 md5 0 cisco
interface GigabitEthernet 0/9/0/1
virtual-link 10.10.10.10
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area 3
interface Loopback 0
interface GigabitEthernet 0/9/0/0

!

OSPF Version 2に設定された VPNバックボーンと模造リンク：例
次の例では、VPNバックボーンと模造リンクの接続を確立するようにプロバイダーエッジ
（PE）ルータを設定する方法を示します。

logging console debugging
vrf vrf_1
address-family ipv4 unicast
import route-target
100:1
!
export route-target
100:1
!

!
!
interface Loopback0
ipv4 address 2.2.2.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vrf_1
ipv4 address 10.0.1.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/2/0/2
vrf vrf_1
ipv4 address 100.10.10.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
ipv4 address 100.20.10.2 255.255.255.0
!
!

route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf 1
log adjacency changes
router-id 2.2.2.2
vrf vrf_1
router-id 22.22.22.2
domain-id type 0005 value 111122223333
domain-tag 140
nsf ietf
redistribute bgp 10
area 0
sham-link 10.0.1.3 10.0.0.101
!
interface GigabitEthernet0/2/0/2
!

!
!
!
router ospf 2
router-id 2.22.2.22
area 0
interface Loopback0
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!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!

!
router bgp 10
bgp router-id 2.2.2.1
bgp graceful-restart restart-time 300
bgp graceful-restart
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
neighbor 2.2.2.2
remote-as 10
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
!
vrf vrf_1
rd 100:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected route-policy pass-all
redistribute ospf 1 match internal external
!
!
!
mpls ldp
router-id 2.2.2.1
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!

設定用の showコマンドは、次のようになります。
show ospf vrf all-inclusive sham-links
Mon Dec 17 10:27:41.815 EST

Sham Links for OSPF 1, VRF vrf1

Sham Link OSPF_SL0 to address 3.3.3.3 is up
Area 1, source address 1.1.1.1
IfIndex = 3
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed., Cost of using 2
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:08:911
Adjacency State FULL (Hello suppressed)
Number of DBD retrans during last exchange 0
Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0(0)/0(0) Next 0(0)/0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Keychain-based authentication enabled
Keychain name key1
Key id used is 1
Cryptographic algorithm MD5_16

OSPF v3模造リンク
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次に、OSPFv3模造リンクの設定例を示します。
router ospfv3 1
vrf vrf1
auto-cost reference-bandwidth 1000
router-id 1.1.1.1
redistribute bgp 100 route-policy vrf1_rpl
area 1
sham-link 1111::1111 3333::3333
cost 2
!

設定用の showコマンドは、次のようになります。
show ospfv3 vrf all-inclusive sham-links
Mon Dec 17 11:06:05.192 EST

Sham Links for OSPFv3 1, VRF vrf1

Sham Link OSPF_SL0 to address 3333::3333 is up
Area 1, source address 1111::1111
IfIndex = 3
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed., Cost of using 2
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:08
Adjacency State FULL (Hello suppressed)
Number of DBD retrans during last exchange 0
Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0(0)/0(0) Next 0(0)/0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

次の作業
OSPFバージョン 2のRPLからルートマップを設定するには、「 Cisco ASR 9000シリーズルー
タ でのルーティングポリシーの実装」のモジュールを参照してください。

MPLS TEトポロジを構築するには、トンネルを作成し、OSPFバージョン 2のトンネルを介し
て転送を設定します。 MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series RoutersMPLS
Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routersを参照してください。

その他の参考資料
ここでは、OSPFの実装に関する関連資料について説明します。
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関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routers

OSPFコマンドとOSPFv3のマンド：す
べてのコマンドシンタックス、コマン

ドモード、コマンド履歴、デフォルト

値、使用上の注意事項、例

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560
Series Routersの「ImplementingMPLS Traffic Engineering
on Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュール

MPLS TE機能情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMIB
Specification Guide』

MIBリファレンス

標準

タイトル標準

『OSPF Multi-Area Adjacency』draft-ietf-ospf-multi-area-adj-07.txt

『OSPFProtocol Extensions for Path Computation Element
（PCE）』

draft-ietf-pce-disco-proto-ospf-08.txt

『LDP IGP Synchronization』draft-ietf-mpls-igp-sync-00.txt

OSPFv3グレースフルリスタートdraft-ietf-ospf-ospfv3-graceful-restart-07.txt

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

—

RFC

タイトルRFC

『The OSPF NSSA Option』RFC
1587

『Extending OSPF to Support Demand Circuits』RFC
1793
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タイトルRFC

『OSPF Version 2』RFC
2328

『The OSPF Opaque LSA Option』RFC
2370

『OSPF for IPv6』RFC
2740

『The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option』RFC
3101

『OSPF Stub Router Advertisement』RFC
3137

『Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers』RFC
3509

『Graceful OSPF Restart』RFC
3623

OSPFバージョン 2へのトラフィックエンジニアリング（TE）の拡張RFC
3630

『The Generalized TTL Security Mechanism (GTSM)』RFC
3682

『Calculating Interior Gateway Protocol (IGP) Routes Over Traffic Engineering Tunnels』RFC
3906

『OSPF Refresh and Flooding Reduction in Stable Topologies』RFC
4136

『Label Switched Paths (LSP) Hierarchy with Generalized Multi-Protocol Label Switching
(GMPLS) Traffic Engineering (TE)』

RFC
4206

『Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering』RFC
4124

『Using a Link State Advertisement (LSA) Options Bit to Prevent Looping in BGP/MPLS
IP Virtual Private Networks (VPNs) ownbit Extension for L3VPN』

RFC
4576

『OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP Virtual Private Networks
(VPNs)』

RFC
4577

『OSPF Version 2 Management Information Base』RFC
4750

『OSPF Out-of-Band Link State Database (LSDB) Resynchronization』RFC
4811
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タイトルRFC

『OSPF Restart Signaling』RFC
4812

『OSPF Link-Local Signaling』RFC
4813

『Extensions to OSPF for Advertising Optional Router Capabilities』RFC
4970

OSPFv3の管理情報ベース（MIB）RFC
5643

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 8 章

IP Fast Rerouteループフリー代替の実装

IP Fast Rerouteループフリー代替機能により、障害のあるリンクを含むパケットを、リモート
ループフリー代替（数ホップ離れている）までトンネリングすることができます。

• IPv4/IPv6ループフリー代替高速再ルーティングのための前提条件（495ページ）
•ループフリー代替高速再ルーティングの制約事項（495ページ）
• IS-ISおよび IP FRR（496ページ）
•修復パス（496ページ）
• LFAの概要（497ページ）
• LFAの計算（497ページ）
• RIBとルーティングプロトコル間の連携（498ページ）
•高速再ルーティングのサポートの設定（498ページ）
• IPv4ループフリー代替高速再ルーティングのサポートの設定：例（501ページ）
•その他の参考資料（501ページ）

IPv4/IPv6ループフリー代替高速再ルーティングのための
前提条件

•ループフリー代替（LFA）高速再ルーティング（FRR）は、インターフェイスがポイント
ツーポイントインターフェイスである場合だけ、インターフェイスを介して到達可能なパ

スを保護できます。

• LANインターフェイスが 1つのネイバーに物理的に接続されている場合、LFA FRRで保
護するために、LANインターフェイスをポイントツーポイントインターフェイスとして
設定する必要があります。

ループフリー代替高速再ルーティングの制約事項
•ロードバランスサポートは、FRRで保護されたプレフィックスで利用可能ですが、50ミ
リ秒のカットオーバーの時間は保証されません。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
495



•最大 8個の FRR保護のインターフェイスで同時にカットオーバーを実行することができ
ます。

•レイヤ 3 VPNだけがサポートされます。

• MPLSトラフィックのリモート LFAバックアップパスは、LDPを使用してのみ設定でき
ます。

• LFA計算は、同じレベルまたは領域に属するインターフェイスまたはリンクに制限されま
す。したがって、バックアップ LFAの計算時に同じ LAN上のすべてのネイバーを除外す
ると、トポロジのサブセットで修復を使用できなくなる可能性があります。

•物理インターフェイスおよび物理ポートチャネルインターフェイスのみ保護されます。サ
ブインターフェイス、トンネル、および仮想インターフェイスは保護されません。

•ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）プレフィックス独立コンバージェンス（PIC）
と IP FRRは、同じプレフィックスに使用されない限り、同じインターフェイス上に設定
できます。

• TEトンネルを介した IPv6 LFA FRRはサポートされていません。

IS-ISおよび IP FRR
ローカルリンクがネットワークで失敗した場合、IS-ISは、影響を受けるすべてのプレフィッ
クスの新しいプライマリネクストホップルートを再計算します。これらのプレフィックスは、

RIBおよび転送情報ベース（FIB）で更新されます。プライマリプレフィックスがフォワーディ
ングプレーンで更新されるまで、影響を受けるプレフィックス宛てのトラフィックは廃棄され

ます。このプロセスには数百ミリ秒かかることがあります。

IP FRRで、IS-ISはプライマリパスで障害が発生した場合に使用するために、フォワーディン
グプレーンに対する LFAネクストホップルートを計算します。LFAはプレフィックスごとに
計算されます。

特定のプライマリパスに複数の LFAがある場合、IS-ISはプライマリパスの単一 LFAを選ぶ
ために、タイブレークルールを使用します。複数 LFAパスを持つプライマリパスの場合、プ
レフィックスは LFAパス間で均等に分散されます。

修復パス
修復パスでは、ルーティングの遷移時にトラフィックが転送されます。リンクまたはルータに

障害が発生すると、物理層の信号が失われるため、当初は隣接ルータしかこの障害を認識でき

ません。ネットワーク内のその他すべてのルータは、この障害に関する情報がルーティングプ

ロトコルによって伝播されるまで（これには数百ミリ秒かかる可能性があります）、この障害

の性質と場所を認識しません。したがって、このネットワーク障害の影響を受けたパケットが

それぞれの宛先に到達するように準備する必要があります。
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障害が発生したリンクに隣接するルータは、障害が発生したリンクを使用していた可能性のあ

るパケットに対して、一連の修復パスを使用します。これらの修復パスは、ルータが障害を検

出してから、ルーティングの遷移が完了するまで使用されます。ルーティングの遷移が完了す

るまでに、ネットワーク内のすべてのルータは転送データを変更し、障害が発生したリンクは

ルーティングの計算から除外されます。

修復パスは、障害が検出されるとすぐにアクティブになるようにするために、障害を予測して

事前計算されます。

LFA FRR機能では次の修復パスを使用します。

•等コストマルチパス（ECMP）は、宛先の等コストパス分割セットのメンバーとしてリン
クを使用します。セットの他のメンバーは、リンクに障害が発生したときに代替パスを提

供できます。

• LFAは、ループバックしないで宛先にパケットを送るネクストホップルートです。ダウ
ンストリームパスは LFAのサブセットです。

LFAの概要
LFAはプライマリネイバー以外のノードです。トラフィックは、ネットワーク障害発生後に
LFAにリダイレクトされます。LFAは、失敗について認識せずに転送を決定します。

LFAは、トラフィックの転送に障害のある要素を使用したり、保護ノードを使用することはで
きません。LFAはループを発生させてはなりません。LFAは、インターフェイスがプライマ
リパスとして使用できる限り、デフォルトでサポートされるすべてのインターフェイスでイ

ネーブルになります。

プレフィックスごとの LFAを使用する利点は次のとおりです。

•プライマリパスでリンクがダウンした場合、修復パスが移行中にトラフィックを転送しま
す。

•プレフィックスごとの LFAを持つすべての宛先が保護されます。これにより、サブセッ
ト（障害の遠端のノード）のみが保護されない状態で残ります。

LFAの計算
プレフィックスごとに LFAを計算する汎用アルゴリズムについては、RFC 5286を参照してく
ださい。IS-ISは、メモリ使用量を減らすための少量の変更とともにRFC 5286を実装します。
保護のプレフィックスを検証する前にすべてのネイバーの最短パス優先（SPF）計算を実行す
る代わりに、IS-ISはSPF計算がネイバーごとに実行された後でプレフィックスを検査します。
IS-ISは SPF計算の実行後にプレフィックスを検査するため、IS-ISは SPF計算がネイバーごと
に実行された後も最適な修復パスを保持します。IS-ISでは、すべてのネイバーに対する SPF
の結果を保存する必要はありません。
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RIBとルーティングプロトコル間の連携
ルーティングプロトコルは、タイブレークアルゴリズムを実装して、プレフィックスの修復

パスを計算します。計算の結果は、プライマリパス付きの一連のプレフィックスになり、いく

つかのプライマリパスが修復パスに関連付けられます。

タイブレークアルゴリズムは特定の条件を満たすか、または特定の属性を持つ LFAを考慮し
ます。複数の LFAがある場合は、 tie-breakキーワードを使用して fast-reroute per-prefix コマ
ンドを設定します。ルールによってすべての候補LFAが除外される場合、そのルールはスキッ
プされます。

プライマリパスには、複数の LFAを設定できます。デフォルトのタイブレークルールを実装
し、ユーザがこれらのルールを変更できるようにするには、ルーティングプロトコルが必要で

す。タイブレークアルゴリズムの目的は、複数の候補 LFAを除外し、プレフィックス単位の
プライマリパスごとに 1つの LFAを選択し、プライマリパスが失敗したときに複数の候補
LFAでトラフィックを分散させることです。

タイブレークルールでは、すべての候補を除外することはできません。

タイブレークには、次の属性が使用されます。

•ダウンストリーム：保護された宛先へのメトリックが宛先へのノードを保護しているメト
リックよりも低い候補を除外します。

•ラインカード分離：保護されたパスと同じラインカードを共有している候補を除外しま
す。

•共有リスクリンクグループ（SRLG）：保護されたパス SRLGのいずれかに属する候補を
除外します。

•負荷分散：保護されたパスを共有するプレフィックスで残りの候補を分散させます。

•最低修復パスメトリック：保護されたプレフィックスへのメトリックが高い候補を除外し
ます。

•ノードの保護：保護されたノードではない候補を除外します。

•プライマリパス：ECMPではない候補を除外します。

•セカンダリパス：ECMPの候補を除外します。

高速再ルーティングのサポートの設定

LFA計算はすべてのルータに対して有効になり、FRRはサポートされているすべてのインター
フェイスに有効になります。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router isis process-id
3. is-type{ level-1 | level-1-2 | level-2-only }
4. net net
5. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast | multicast]
6. metric-style wide
7. exit
8. interface bundle bundle-id
9. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast | multicast]
10. fast-reroute per-prefix

手順の詳細

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

例：

ステップ 1

RP/0/RP0/CPU0:router# configure

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングを有効にし、ルータをルータコンフィギュ

router isis process-id

例：

ステップ 2

レーションモードにします。デフォルトでは、す
RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# router isis core

べての IS-ISインスタンスが自動的にレベル 1とレ
ベル2になります。is-typeルータコンフィギュレー
ションコマンドを使用して、特定のルーティング

インスタンス別にこのレベルを変更できます。

（任意）システムタイプ（エリアまたはバックボー

ンルータ）を設定します。

is-type{ level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

ステップ 3

デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスは
level-1-2ルータとして動作します。

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)#is-type
level-2-only

• level-1キーワードは、レベル 1（エリア内）
ルーティングのみを実行するようにソフトウェ

アを設定します。レベル1の隣接関係のみが確
立されます。ソフトウェアは、そのエリア内の

宛先のみを検出します。エリア外の宛先がある

場合にそれらを含むパケットが、エリア内の直

近の level-1-2ルータに送信されます。

• level-2-onlyキーワードは、レベル 2（バック
ボーン）ルーティングのみを実行するようにソ

フトウェアを設定します。ルータはレベル2の
隣接関係のみを確立します。これは、他の
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目的コマンドまたはアクション

level-2-onlyルータまたは level-1-2ルータのい
ずれかで確立されます。

• level-1-2キーワードは、レベル 1とレベル 2の
両方のルーティングを実行するようにソフト

ウェアを設定します。レベル1とレベル2の両
方の隣接関係が確立されます。ルータはレベル

2バックボーンとレベル 1エリアの間の境界
ルータとして動作します。

ルーティングプロセスの IS-IS Network Entity
（NET）を設定します。

net net

例：

ステップ 4

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# net
47.0001.0000.0000.8888.00

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、イ
ンターフェイス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 | ipv6} [unicast | multicast]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# address-family
ipv4 unicast

ステップ 5

ワイドリンクメトリックのみを生成して受け入れる

ようにルータを設定します。

metric-style wide

例：

ステップ 6

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide

ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了し、ルータをルータコンフィギュレー

ションモードにリセットします。

exit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# exit

ステップ 7

新しいイーサネットリンクバンドルを作成し名前

を付与します。

interface bundle bundle-id

例：

ステップ 8

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# interface
Bundle-Ether 9

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、イ
ンターフェイス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 | ipv6} [unicast | multicast]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 9

プレフィックス単位の FRRを有効にします。fast-reroute per-prefix

例：

ステップ 10

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#
fast-reroute per-prefix
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IPv4ループフリー代替高速再ルーティングのサポートの
設定：例

次に、IPv4 LFA FRRを設定する例を示します。

router isis core
is-type level-2-only
net 47.0001.0000.0000.8888.00
address-family ipv4 unicast
metric-style wide
exit
!
interface Bundle-Ether 9
point-to-point
address-family ipv4 unicast
fast-reroute per-prefix
!
!

その他の参考資料
以降の項では、IPv4/IPv6ループフリー代替高速再ルーティングの実装に関連する参考資料に
ついて説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series RoutersIS-ISコマンド

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series RoutersMPLSコマン
ド

MIB

MIBのリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにあるCiscoMIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。 https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—
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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/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 9 章

RIBの実装とモニタリング

ルーティング情報ベース（RIB）は、ネットワークのすべてのノード間のルーティングの接続
に関する情報を収集して配布したものです。各ルータには、そのルータのルーティング情報を

含む RIBを維持します。RIBは、システムで実行されているすべてのルーティングプロトコ
ルでの最良ルートを保存します。

このモジュールでは、Cisco IOSXRネットワークでRIBを実装およびモニタリングする方法を
説明します。

Cisco IOS XRソフトウェアのRIBに関する情報と、このモジュールに一覧で示されているRIB
コマンドに関しては、このモジュールの「その他の参考資料」の項を参照してください。

設定作業を実行中に表示されることのある他のコマンドのドキュメントを検索するには、オン

ラインで Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master Listを検索してく
ださい。

（注）

RIBの実装とモニタリングの機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース3.7.2

次の機能が追加されました。

•ルートとラベルの整合性チェッカ（RCCおよび LCC）

リリース4.2.0

RIBおよび FIBのBGP Prefix Independent Convergenceのサポートが追加されま
した。

リリース4.2.1

アップデート生成のためのBGP-RIBのフィードバックメカニズム機能が追加
されました。

リリース4.3.0

• RIBの実装の前提条件（504ページ）
• RIBの設定情報（504ページ）
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• RIBの導入およびモニタリング方法（509ページ）
• RCCおよび LCCの設定（512ページ）
•アップデート生成のための BGP-RIBのフィードバックメカニズム（515ページ）
• RIBモニタリングの設定例（515ページ）
•次の作業（518ページ）
•その他の参考資料（519ページ）

RIBの実装の前提条件
•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属してい
る必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含
まれます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場

合、AAA管理者に連絡してください。

• RIBはベースのCisco IOS XRソフトウェアによって分散されます。インストールの特別な
要件はありません。ベースソフトウェアインストールの要件は次のとおりです。

•ルータ

• Cisco IOS XRソフトウェア

•ベースパッケージ

RIBの設定情報
Cisco RIB機能を実装するには、次の概念を理解しておく必要があります。

RIBの概要
各ルーティングプロトコルは独自の最適ルートのセットを選択し、これらのルートとその属性

を RIBに取り込みます。RIBはこれらのルートを格納し、すべてのルーティングプロトコル
の中から最適ルートを選択します。これらのルートは転送パケットで使用するために、ライン

カードにダウンロードされます。頭字語のRIBは、RIBプロセスと、RIB内に含まれるルート
データの集合を表すために使用されます。

プロトコル内で、ルートはそのプロトコルによって使用されているメトリックに基づいて選択

されます。プロトコルは最適なルート（最も低いメトリックまたは結び付けられたメトリッ

ク）を RIBにダウンロードします。RIBは、関連付けられているプロトコルのアドミニスト
レーティブディスタンスを比較して、全体的に最適なルートを選択します。
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BGPおよびその他のプロトコルでの RIBデータ構造
RIBはプロセスを使用し、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）などの他のルーティン
グアプリケーション、および他のユニキャストルーティングプロトコル、または Protocol
IndependentMulticast（PIM）、Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）などのマルチキャス
トプロトコルとは異なるデータ構造を維持します。ただし、これらのルーティングプロトコ

ルは、RIBが使用するものと似た内部データ構造を使用し、RIBとしてそのデータ構造を内部
的に参照することがあります。たとえば、BGPルートは BGP RIB（BRIB）に保存され、PIM
およびMSDPなどのマルチキャストルーティングプロトコルによって計算されたマルチキャ
ストルートはマルチキャスト RIB（MRIB）に保存されます。RIBプロセスは BRIBおよび
MRIBに対処しません。これらは、BGPによっておよびマルチキャストプロセスによってそ
れぞれ処理されます。

パケットを転送するためにラインカードおよび RPによって使用されるテーブルは、転送情報
ベース（FIB）と呼ばれます。RIBプロセスは FIBを構築しません。代わりに、RIBはバルク
コンテンツダウンローダ（BCDL）プロセスによって、FIBプロセスに最適な、選択されたルー
トのセットをバルク各ラインカードにダウンロードします。続いて、FIBが構築されます。

RIBアドミニストレーティブディスタンス
転送は最長プレフィックス照合に基づいて行われます。10.0.2.1宛てのパケットを転送する場
合、マスク /24は /16よりも長い（より具体的である）ため、10.0.2.0/24は 10.0.0.0/16よりも
優先されます。

同じプレフィックスと同じ長さを持つ、異なるプロトコルからのルートは、アドミニストレー

ティブディスタンスに基づいて選択されます。たとえば、Open Shortest Path First（OSPF）プ
ロトコルのアドミニストレーティブディスタンスは 110、Intermediate System-to-Intermediate
System（IS-IS）プロトコルのアドミニストレーティブディスタンスは 115です。IS-ISおよび
OSPFの両方がRIBに10.0.1.0/24をダウンロードすると、OSPFのアドミニストレーティブディ
スタンスの方が小さいため、RIBは OSPFルートを優先します。同じ長さの複数のルート間で
選択するためだけにアドミニストレーティブディスタンスが使用されます。

次の表に、一般的なプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを示しま

す。

表 5 :デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスのデフォ

ルト

プロトコル

0接続されているルートまたはローカルルー

ト

1スタティックルート

20外部 BGPルート

110OSPFルート
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アドミニストレーティブディスタンスのデフォ

ルト

プロトコル

115IS-ISルート

200内部 BGPルート

一部のルーティングプロトコル（たとえば、IS-IS、OSPF、BGPなど）のアドミニストレー
ティブディスタンスは変更できます。プロトコルのアドミニストレーティブディスタンスを

変更する適切な方法については、そのプロトコル固有のマニュアルを参照してください。

すべてではなく一部のルータで、プロトコルのアドミニストレーティブディスタンスを変更す

ると、ルーティングループなどの予想外の動作が発生することがあります。したがって、これ

は推奨されません。

（注）

IPv4および IPv6の RIBサポート
Cisco IOSXRソフトウェアでは、RIBテーブルはマルチキャストルーティングおよびユニキャ
ストルーティングをサポートしています。

Cisco IOS XRソフトウェア RIBのデフォルトのルーティングテーブルは、IPv4ルーティング
のユニキャスト RIBテーブルおよび IPv6ルーティングのマルチキャスト/ユニキャスト RIB
テーブルです。マルチキャストルーティングの場合、ルーティングプロトコルは、マルチキャ

ストユニキャスト RIBテーブルにユニキャストルートを挿入します。マルチキャストプロト
コルは、その情報を使用してマルチキャストルートを構築します（次にそのマルチキャスト

ルートがMRIBに保存されます）。マルチキャストの使用と設定に関する詳細については、マ
ルチキャストのマニュアルを参照してください。

RIBプロセスの ipv4_ribおよび ipv6_ribは、RPカードで実行されます。プロセス配置機能が
ルータの複数の RPで使用可能でサポートされている場合、RIBプロセスは任意の使用可能な
ノードに配置できます。

RIB統計情報
RIBは、RIBとクライアントとの間でやり取りされるメッセージ（要求）の統計情報をサポー
トします。プロトコルクライアントは、メッセージを RIBに送信します（たとえば、ルート
追加、ルート削除、ネクストホップの登録など）。RIBもメッセージを送信します（たとえ
ば、ルート、アドバタイズメント、ネクストホップ通知などの再配布）。これらの統計情報

は、どのようなメッセージが送信されたかに関して、また送信されたメッセージ数に関する情

報を収集するために使用されます。これらの統計情報には、RIBサーバとそのクライアント間
で転送される各種メッセージのカウンタが含まれています。統計情報は、show rib statisticsコ
マンドを使用して表示します。

RIBは、次に挙げるような、クライアントから送信されるすべての要求のカウンタを保持しま
す。
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•ルートの動作

•テーブルの登録

•ネクストホップの登録

•再配布の登録

•属性の登録

•同期の完了

RIBは、RIBによって送信されるすべての要求のカウンタも保持します。設定はRIBネクスト
ホップダンプニング機能をディセーブルにします。この結果、クライアントが登録したネクス

トホップが解決された、または解決されなかった場合に RIBはクライアントにすぐに通知し
ます。

RIBは、要求の結果に関する情報も保持します。

IPv6プロバイダーエッジ IPv6およびMPLSを介する IPv6 VPNプロバイ
ダーエッジ転送

IPv6プロバイダーエッジ（6PE）および IPv6 VPNプロバイダーエッジ（6VPE）では、IPv6転
送に既存のマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）の IPv4コアインフラストラクチャ
を活用します。6PEおよび 6VPEを使うと、MPLSラベルスイッチドパス（LSP）を使用して
MPLS IPv4コアネットワークを介して IPv6サイトが相互に通信できるようになります。

RIBは、6VPEネクストホップを提供することにより、6PEおよび 6VPEをサポートしていま
す。ネクストホップ情報は、RIBの隠されたデータベースに格納されています。これには、プ
ロトコルクライアントによって転送情報ベース（FIB）に送信されるデータが読み込まれま
す。

MPLSを介する 6PEおよび 6VPEの設定については、 MPLS Configuration Guide for Cisco ASR
9000 Series RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routersを参照してくださ
い。

RIB隔離
RIB検疫は、ルーティングプロトコルと RIB間の相互作用における問題を解決します。問題
は、ルートが継続的に挿入され、RIBから取り消される場合に発生する、RIBとルーティング
プロトコルの間の持続振動です。問題が解決されるまで、CPU使用率にスパイクが生じます。
振動に減衰がない場合、プロトコルプロセスおよび RIBプロセスが CPUを多く使用するた
め、システムのその他の部分に影響を与え、さらにプロトコルおよびRIBのその他の動作の障
害となります。この問題は、RIBにルートの特定の組み合わせが受信されて取り込まれた場合
に発生します。この問題は、通常、ネットワークの設定が間違っている場合に発生します。た

だし、設定ミスはネットワーク全体であるため、単一のルータの設定時に問題を検出できませ

ん。
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隔離メカニズムでは相互に再帰的なルートが検出されますが、ここで隔離されるのは相互の再

帰が完了した最終ルートです。検疫ルートは、相互の再帰が解消したか確認するために定期的

に評価されます。再帰が引き続き存在する場合は、ルートは検疫対象のままとなります。再帰

が解消した場合は、ルートは検疫対象から外れます。

次の手順を使用して、ルートを隔離します。

1. RIBは問題がある特定のパスがインストールされている場合に検出します。

2. RIBは、そのパスを取り込んだプロトコルに通知を送信します。

3. プロトコルは問題のルートに関する隔離通知を受信すると、そのルートを「隔離中」と
マークします。これが BGPルートである場合、BGPはそのネイバーにルートへの到達可
能性をアドバタイズしません。

4. RIBは、すべての検疫対象パスに対して、安全に取り込む（検疫対象から「使用 OK」状
態に移行）ことができるようになったかどうかを定期的にテストします。パスが安全に使

用できるようになったことを示す通知がプロトコルに送信されます。

ルートとラベルの整合性チェッカ

ルート整合性チェッカおよびラベル整合性チェッカ（RCC/LCC）はコマンドラインツールで
す。これは、コントロールプレーンとデータプレーンルート間および IOS XRソフトウェア
のラベルプログラミングの整合性を検証するために使用できます。

運用中ネットワークのルータは、転送情報がコントロールプレーン情報と一致しない状態に

なった可能性があります。この原因は、ルートプロセッサ（RP）とラインカード（LC）間で
のファブリック障害または転送障害、または転送情報ベース（FIB）に関する問題である可能
性があります。RCC/LCCを使用すると、結果として生じたコントロールプレーンとデータプ
レーン間の不整合を識別して詳細情報を出力できます。この情報は、転送問題とトラフィック

損失の原因をさらに調査して診断するために使用できます。

RCC/LCCは、2つのモードで実行できます。RCC/LCCは、EXEC モードからオンデマンドの
1回かぎりのスキャンとしてトリガーする（オンデマンドスキャン）か、通常のルータ動作中
にバックグラウンドで定義した間隔で実行するように設定（バックグラウンドスキャン）でき

ます。RCCは、ルーティング情報ベース（RIB）を転送情報ベース（FIB）と比較します。一
方、LCCは、ラベルスイッチングデータベース（LSD）を FIBと比較します。不整合が検出
されると、RCC/LCC出力では、特定のルートまたはラベルを識別し、検出された不整合のタ
イプを識別して、さらなるトラブルシューティングに役立つ追加のデータも提供します。

RCCはルートプロセッサで動作します。FIBは、ラインカード上のエラーについてチェック
し、最初の 20のエラーレポートを RCCに送信します。RCCはすべてのノードからエラーレ
ポートを受信し、それらを要約し（完全一致についてチェックし）、2つのキュー（ソフトま
たはハード）に追加します。各キューのエラーレポート数の制限は 1000で、キューに優先度
はありません。RCC/LCCは、異なるノードからの同じエラー（完全一致）を 1つのエラーと
して記録します。RCC/LCCは、エラーのプレフィックス/ラベル、バージョン番号、タイプな
どに基づいてエラーを比較します。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
508

RIBの実装とモニタリング

ルートとラベルの整合性チェッカ



オンデマンドスキャン

オンデマンドスキャンでは、ユーザは、特定のテーブルの特定のプレフィックスまたはテーブ

ル内のすべてのプレフィックス関するコマンドラインインターフェイス全体のスキャンを要求

します。スキャンはただちに実行され、結果がすぐに発行されます。LCCは LSDでオンデマ
ンドスキャンを実行するのに対し、RCCは VRF単位で実行します。

バックグラウンドスキャン

バックグラウンドスキャンでは、ユーザはバックグラウンドで実行されるスキャンを設定しま

す。設定は、定期的なスキャンの間隔で構成されます。このスキャンは、単一または複数の

テーブルに設定できます。LCCは LSDでバックグラウンドスキャンを実行するのに対し、
RCCはデフォルトの VRFまたは他の VRFに対し実行します。

RIBの導入およびモニタリング方法
RIBを導入およびモニタするには、次の概念を理解しておく必要があります。

ルーティングテーブルを使用した RIB設定の検証
ルーティングテーブルの概要と詳細の情報をチェックすることで、RIBが RP上で実行され、
正常に機能していることを確認するために、RIBの設定を確認するには、次のタスクを実行し
ます。

手順の概要

1. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
summary [ detail ] [ standby ]

2. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
[ protocol [ instance ] | ip-address mask ] [ standby ] [ detail ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングテーブルに関するルートサ

マリー情報を表示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 |
ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] summary [
detail ] [ standby ]

ステップ 1

•要約されたデフォルトテーブルは、IPv4ユニ
キャストルーティングテーブルです。例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route summary

指定したルーティングテーブルに関する詳細なルー

ト情報を表示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 |
ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] [ protocol [
instance ] | ip-address mask ] [ standby ] [ detail ]

ステップ 2

•このコマンドは、表示を制限するために通常は
IPアドレスまたは他のオプションフィルタを使例：
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
用して発行します。それ以外の場合は、デフォ

ルトの IPv4ユニキャストルーティングテーブ
ルからすべてのルートを表示します。ネット

ワークの設定に応じて大規模なリストになる可

能性があります。

ネットワーキングとルーティングの問題の検証

ノード間のルートの動作を検証するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] [
protocol [ instance ] | ip-address mask ] [ standby ] [ detail ]

2. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
backup [ ip-address ] [ standby ]

3. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] best-local
ip-address [ standby ]

4. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
connected [ standby ]

5. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
local [ interface ] [ standby ]

6. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
longer-prefixes { ip-address mask | ip-address / prefix-length } [ standby ]

7. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] next-hop
ip-address [ standby ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

RIBの現在のルートを表示します。show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 |
ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] [ protocol [
instance ] | ip-address mask ] [ standby ] [ detail ]

ステップ 1

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
192.168.1.11/8

RIBのバックアップルートを表示します。show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 |
ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] backup [
ip-address ] [ standby ]

ステップ 2

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
backup 192.168.1.11/8
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目的コマンドまたはアクション

特定の宛先からの応答パケットに使用する場合に最

善のローカルアドレスが表示されます。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [
unicast | multicast | safi-all ] best-local ip-address
[ standby ]

ステップ 3

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
best-local 192.168.1.11/8

ルーティングテーブルの現在の接続ルートを表示し

ます。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 |
ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] connected [
standby ]

ステップ 4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
connected

ルーティングテーブルの受信エントリのローカル

ルートを表示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 |
ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] local [ interface
] [ standby ]

ステップ 5

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
local

指定のネットワークと指定の数のビットを共有する

RIBの現在のルートを表示します。
show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ]
[ unicast | multicast | safi-all ] longer-prefixes {
ip-address mask | ip-address / prefix-length } [ standby
]

ステップ 6

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
longer-prefixes 192.168.1.11/8

宛先アドレスまでのネクストホップゲートウェイ

またはホストを表示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [
unicast | multicast | safi-all ] next-hop ip-address
[ standby ]

ステップ 7

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show route ipv4 unicast
next-hop 192.168.1.34

RIBネクストホップダンプニングの無効化
RIBネクストホップダンプニングを無効にするには、次のタスクを実行します。
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手順の概要

1. router rib
2. address-family { ipv4 | ipv6 } next-hop dampening disable
3. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

RIBコンフィギュレーションモードを開始します。router rib

例：

ステップ 1

RP/0/RSP0/cpu 0: router# route rib

IPv4アドレスファミリのネクストホップダンプニン
グを無効にします。

address-family { ipv4 | ipv6 } next-hop dampening
disable

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rib)# address
family ipv4 next-hop dampening disable

commitステップ 3

RCCおよび LCCの設定

RCCおよび LCCオンデマンドスキャンの有効化
ルート整合性チェッカ（RCC）、およびラベル整合性チェッカ（LCC）オンデマンドスキャン
をトリガーするには、次の作業を実行します。オンデマンドスキャンは、特定のアドレスファ

ミリ（AFI）で、サブアドレスファミリ（SAFI）、テーブル、および、プレフィックス、VRF、
またはテーブルのすべてのプレフィックスに関して実行できます。

手順の概要

1. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• show rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name]
• show lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name]

2. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• clear rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name] log
• clear lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name] log
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート整合性チェッカ（RCC）またはラベル整合性
チェッカ（LCC）オンデマンドで実行します。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 1

• show rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask]
[vrf vrf-name]

• show lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask]
[vrf vrf-name]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show rcc ipv6 unicast
2001:DB8::/32 vrf vrf_1

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show lcc ipv6 unicast
2001:DB8::/32 vrf vrf_1

以前のスキャンのログをクリアします。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 2

• clear rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask]
[vrf vrf-name] log

• clear lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask]
[vrf vrf-name] log

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router#clear rcc ipv6 unicast
log

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show lcc ipv6 unicast log

RCCおよび LCCバックグラウンドスキャンの有効化
ルート整合性チェッカ（RCC）およびラベル整合性チェッカ（LCC）のバックグラウンドス
キャンを実行するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• rcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period milliseconds}
• lcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period milliseconds}

3. commit
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。
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show rcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-id scan-id-value]•
• show lcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-id scan-id-value]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

RCCまたは LCCバックグラウンドスキャンをトリ
ガーします。検証のトリガー頻度を制御するには、

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 2

• rcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period
milliseconds} periodオプションを使用します。スキャンをトリ

ガーするたびに、転送情報ベース（FIB）に送信さ• lcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period
milliseconds} れたルートまたはラベルの残りの 1バッファ分の場

所から検証が再開されます。
例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#rcc ipv6 unicast
enable

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#rcc ipv6 unicast
period 500

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#lcc ipv6 unicast
enable

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#lcc ipv6 unicast
period 500

commitステップ 3

バックグラウンドスキャンに関する統計情報を表示

します。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4

• show rcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-id
scan-id-value] • summary：現在進行中のスキャン IDおよび以

前の少数のスキャンの要約を表示します。• show lcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-id
scan-id-value]

• scan-id scan-id-value：特定のスキャンに関する
詳細情報を表示します。

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show rcc ipv6 unicast
statistics scan-id 120

または

RP/0/RSP0/cpu 0: router#show lcc ipv6 unicast
statistics scan-id 120
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アップデート生成のためのBGP-RIBのフィードバックメ
カニズム

アップデート生成機能のためのボーダーゲートウェイプロトコルルーティング情報ベース

（BGP-RIB）のフィードバックメカニズムによって、ネットワークで不完全なルートアドバ
タイズメントが行われて、それによってパケット損失が発生するのを防ぐことができます。こ

のメカニズムによって、ルートがネイバーにアドバタイズされる前にローカルに組み込まれる

ようになります。

BGPは RIBからのフィードバックを待ちます。このフィードバックには、BGPによって RIB
に組み込まれたルートが、BGPがネイバーにアップデートを送信する前に転送情報ベース
（FIB）に組み込まれたことが示されています。RIBは BCDLのフィードバックメカニズムを
使用して、そのバージョンのルートが FIBによって使用されたかを判断し、BGPをそのバー
ジョンで更新します。BGPがアップデートを送信するのは、FIBが組み込んだバージョン以下
のバージョンのルートだけです。この選択的な更新によって、BGPが不完全なアップデートを
送信しないようになり、ルータのリロード、LCOIR、または代替パスが使用可能になるリンク
フラップ後にデータプレーンがプログラミングされる前であっても、トラフィックの引き込み

が行われるようになります。

BGPが RIBに組み込んだルートが FIBに組み込まれたことを示す RIBからのフィードバック
を BGPが待機し、その後で BGPがネイバーにアップデートを送信するように設定するには、
ルータアドレスファミリ IPv4またはルータアドレスファミリ VPNv4コンフィギュレーショ
ンモードで update wait-installコマンドを使用します。show bgp、show bgp neighbors、および
show bgp process performance-statisticsコマンドを実行すると、update wait-install設定の情報が
表示されます。

RIBモニタリングの設定例
RIBは、Cisco IOS XRシステム用に別に設定されていません。RIBは、ルーティングプロトコ
ルからの入力に基づいて、ネットワークのルータとその他のノードの接続を計算します。RIB
は、RIBとそのクライアント間の接続のモニタおよびトラブルシューティングに使用できます
が、ネットワークのノード間のルーティング接続のモニタに主に使用します。ここでは、その

アクティビティをモニタするために使用する showコマンドによる表示について説明します。

show routeコマンドの出力：例
次に、アドレスを指定せずに入力した show routeコマンドの出力例を示します。

show route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
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i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local

Gateway of last resort is 172.23.54.1 to network 0.0.0.0

C 10.2.210.0/24 is directly connected, 1d21h, Ethernet0/1/0/0
L 10.2.210.221/32 is directly connected, 1d21h, Ethernet0/1/1/0
C 172.20.16.0/24 is directly connected, 1d21h, ATM4/0.1
L 172.20.16.1/32 is directly connected, 1d21h, ATM4/0.1
C 10.6.100.0/24 is directly connected, 1d21h, Loopback1
L 10.6.200.21/32 is directly connected, 1d21h, Loopback0
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 172.20.16.6, 1d21h

show route backupコマンドの出力：例
次に、show route backupコマンドの出力例を示します。

show route backup

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local

S 172.73.51.0/24 is directly connected, 2d20h, GigabitEthernet 4/0/0/1
Backup O E2 [110/1] via 10.12.12.2, GigabitEthernet 3/0/0/1

show route best-localコマンドの出力：例
次に、show route best-localコマンドの出力例を示します。

show route best-local 10.12.12.1

Routing entry for 10.12.12.1/32
Known via "local", distance 0, metric 0 (connected)
Routing Descriptor Blocks
10.12.12.1 directly connected, via GigabitEthernet3/0
Route metric is 0

show route connectedコマンドの出力：例
次に、show route connectedコマンドの出力例を示します。

show route connected

C 10.2.210.0/24 is directly connected, 1d21h, Ethernet0
C 172.20.16.0/24 is directly connected, 1d21h, ATM4/0.1
C 10.6.100.0/24 is directly connected, 1d21h, Loopback1
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show route localコマンドの出力：例
次に、show route localコマンドの出力例を示します。

show route local

L 10.10.10.1/32 is directly connected, 00:14:36, Loopback0
L 10.91.36.98/32 is directly connected, 00:14:32, Ethernet0/0
L 172.22.12.1/32 is directly connected, 00:13:35, GigabitEthernet3/0
L 192.168.20.2/32 is directly connected, 00:13:27, GigabitEthernet2/0
L 10.254.254.1/32 is directly connected, 00:13:26, GigabitEthernet2/2

show route longer-prefixesコマンドの出力：例
次に、show route longer-prefixesコマンドの出力例を示します。

show route ipv4 longer-prefixes 172.16.0.0/8

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1
N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1
E2 - OSPF external type 2, E - EGP, i - ISIS, L1 - IS-IS level-1
L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local

Gateway of last resort is 172.23.54.1 to network 0.0.0.0
S 172.16.2.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.3.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.4.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.5.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.6.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.7.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.8.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.9.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0

show route next-hopコマンドの出力：例
次に、show route resolving-next-hopコマンドの出力例を示します。

show route resolving-next-hop 10.0.0.1

Nexthop matches 0.0.0.0/0
Known via "static", distance 200, metric 0, candidate default path
Installed Aug 18 00:59:04.448
Directly connected nexthops
172.29.52.1, via MgmtEth0/RSP0

/CPU0/0
Route metric is 0

172.29.52.1, via MgmtEth0/RP1/CPU0/0
Route metric is 0
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RCCおよび LCCの有効化：例

RCCおよび LCCバックグラウンドスキャンの有効化：例

次に、ルート整合性チェッカ（RCC）バックグラウンドスキャンを IPv6ユニキャストテーブ
ルのスキャンのバッファ間 500ミリ秒の時間で有効にする例を示します。
rcc ipv6 unicast period 500

次に、ラベル整合性チェッカ（LCC）バックグラウンドスキャンを IPv6ユニキャストテーブ
ルのスキャンのバッファ間 500ミリ秒の時間でイネーブルにする例を示します。
lcc ipv6 unicast period 500

RCCおよび LCCオンデマンドスキャンの有効化：例

次に、vrf1のサブネット 10.10.0.0/16のルート整合性チェッカ（RCC）オンデマンドスキャン
を行う例を示します。

show rcc ipv4 unicast 10.10.0.0/16 vrf vrf 1

次に、ラベル整合性チェッカ（LCC）オンデマンドスキャンを IPv6プレフィックスのすべて
のラベルで実行する例を示します。

show lcc ipv6 unicast all

次の作業
RIBと対話するプロトコルの詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco
NCS 560 Series Routersの「Implementing MPLS Layer 3 VPNs」

• Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing BGP」

• Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing EIGRP」

• Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing IS-IS」

• Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing OSPF」

• Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing RIP」

• Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersの「RIB Commands」
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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

Routing Command Reference for Cisco ASR
9000 Series Routersの「RIB Commands on
Cisco IOS XR Software」

ルーティング情報ベースコマンド：コマンド構

文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デ

フォルト設定、使用に関する注意事項、および例

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『IP Fast Reroute Framework』（M.
Shand、S. Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txt

『A Framework for Loop-free
Convergence』（M. Shand、S. Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txt

—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。

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

—
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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/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。
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第 10 章

RIPの実装

ルーティング情報プロトコル（RIP）は、小規模ネットワークの自律システム（AS）内で情報
を交換するために設計された従来のディスタンスベクトル内部ゲートウェイプロトコル（IGP）
です。

このモジュールでは、基本的なRIPルーティングを実装するための概念とタスクについて説明
します。Cisco IOS XRソフトウェアは、RFC 2453に記載されているとおり RIPバージョン 1
（RIPv1）との下位互換性をサポートするRIPバージョン 2（RIPv2）の標準実装をサポートし
ます。

次の機能に関連するRIP設定情報については、このモジュールの関連資料（542ページ）の項
を参照してください。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3バーチャルプライベートネッ
トワーク（VPN）

• Site of Origin（SoO）のサポート

Cisco IOS XRソフトウェアでのRIPの詳細、およびこのモジュールに記載されているRIPコマ
ンドの詳細については、このモジュールの関連資料（542ページ）の項を参照してください。
設定タスクを実行中に表示される他のコマンドのマニュアルを見つけるには、オンラインでを

検索してください。 Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master List

（注）

RIPの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース
3.7.2

キーチェーンを使用したMD5認証機能が追加されました。リリース
4.0.0

• RIPの実装の前提条件（522ページ）
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• RIPの実装に関する情報（522ページ）
• RIPの実装方法（528ページ）
• RIPの実装の設定例（538ページ）
•その他の参考資料（542ページ）

RIPの実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

RIPの実装に関する情報

RIP機能の概要
RIPバージョン 1（RIP v1）は、実装が最も容易なルーティングプロトコルと見なされるクラ
スフルディスタンスベクトルプロトコルです。OSPFとは異なり、RIPはユーザデータグラム
プロトコル（UDP）データパケットをブロードキャストして、階層型ではなくフラットなイン
ターネットワークのルーティング情報を交換します。ネットワークの複雑さ、およびネット

ワーク管理に要する時間が軽減されます。ただし、クラスフルルーティングプロトコルとし

てRIP v1では、1つのルートで表されるホスト、サブネットまたはネットワークの連続ブロッ
クだけが許可されるため、有用性が厳しく制限されます。

RIP v2では、RIPアップデートパケットで伝送される情報も許可され、次の項目がサポートさ
れます。

•ルート集約

•クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）

•可変長サブネットマスク（VLSM）

•自律システムと再配布の使用

• RIPアドバタイズメント用のマルチキャストアドレス 224.0.0.9

異なるルートの値を評価するときにRIPが使用するメトリックは、ホップカウントです。ホッ
プカウントは、ルート内で経由されるルータ数です。直接接続しているネットワークのメト

リックはゼロです。到達不能のネットワークのメトリックは 16です。RIPはこのようにメト
リックの範囲が小さいので、大規模なネットワークに適したルーティングプロトコルではあり

ません。

ルーティング情報のアップデートはデフォルトでは 30秒ごとにアドバタイズされ、隣接ルー
タで検出された新しいアップデートはルーティングテーブルに格納されます。
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RFC 2453に記載のとおり、RIPバージョン 2（RIP v2）のみが Cisco IOS XRソフトウェアでサ
ポートされていて、デフォルトでは、このソフトウェアは RIP v2パケットのみを送受信しま
す。一方で、バージョン 1パケットとバージョン 2パケットのバージョンタイプのパケットの
両方、またはいずれか一方のみを送受信、または送信と受信のいずれかを実行するようにソフ

トウェアをインターフェイスごとに設定できます。

RIPを使用する利点は、次のとおりです。

•さまざまなネットワークデバイスとの互換性

•使用される帯域幅、設定、および管理時間の観点からして、オーバーヘッドがわずかなた
め小規模ネットワークに最適

•レガシーホストシステムのサポート

RIPは使用が容易なため、世界中のネットワークに実装されています。

VRFでは、グループの設定をルータRIPの直下に適用することはできません。グループの設定
は、グローバルに適用するか、または VRF下に適用します。

（注）

RIPのスプリットホライズン
通常、ブロードキャスト型の IPネットワークに接続し、ディスタンスベクトルルーティング
プロトコルを使用しているルータは、スプリットホライズンメカニズムを使用して、ルーティ

ングがループする可能性を軽減します。スプリットホライズンでは、情報が発生したインター

フェイス外部のルータによって、ルートに関する情報がアドバタイズされることが防止されま

す。通常、この動作は、複数のルータ間の（特にリンクが破損した場合の）通信を最適化しま

す。

セカンダリ IPアドレスを使用してインターフェイスを設定し、スプリットホライズンが有効
になっている場合、すべてのセカンダリアドレスからアップデートを送信できないことがあり

ます。スプリットホライズンを無効にしない場合、1つのルーティングアップデートは、1つ
のネットワーク番号ごとに送信されます。

スプリットホライズン機能は、デフォルトで有効になっています。一般的に、適切にルートを

アドバタイズするために動作で変更が必要なことが確実である場合を除き、スプリットホライ

ズンのデフォルト状態を変更しないことを推奨します。

（注）

RIPのルートタイマー
RIPでは、ルーティングアップデートの頻度、ルートが無効になるまでの時間、および他のパ
ラメータなどの変数を決めるいくつかのタイマーを使用します。次のタイマーを調整すること
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により、インターネットワークのニーズに合うように、ルーティングプロトコルのパフォーマ

ンスを調整できます。

•ルーティングアップデートを送信する頻度（アップデートの秒単位の間隔）

•ルートが無効と宣言された後の間隔（秒単位）

•より適切なパスに関するルーティング情報が抑制されている間隔（秒単位）

• RIPトポロジテーブルからルートが削除する前に経過する必要がある時間（秒単位）

• RIPアップデートパケット間の遅延時間

最初の 4個のタイマーの調整は timers basicコマンドによって設定できます。output-delayコ
マンドは、RIPアップデートパケット間の遅延時間を変更します。設定の詳細については、
RIPのカスタマイズ（530ページ）を参照してください。

また、ソフトウェアの IPルーティングのサポートを調整して、多様な IPルーティングアルゴ
リズムのコンバージェンスを高速化でき、必要に応じて冗長ルータへのドロップバックが迅速

にできます。総体的な結果として、迅速なリカバリが重要な状況で、ネットワークのエンド

ユーザの作業が中断する問題が最小限に抑えられます。

RIPのルート再配布
再配布とは、異なるルーティングドメインでルーティング情報を交換できる機能のことです。

異なるルーティングドメイン間をルーティングするネットワーキングデバイスは、境界ルータ

と呼ばれています。これらのデバイスが1つのルーティングプロトコルから別のルーティング
プロトコルにルートを挿入します。ルーティングドメイン内のルータは、境界ルータに再配布

が実装されていないかぎり、ドメイン内部のルートのみを認識します。

ルーティングドメインでRIPを実行しているとき、インターネットワーク内で複数のルーティ
ングプロトコルを使用してそれらの間でルートを再配布する必要がある場合があります。次

に、一般的な理由をいくつか示します。

•他のプロトコルから RIPにルートをアドバタイズするため（スタティック、接続済み、
OSPF、および BGPなど）。

• RIPから EIGRPなどの新しい内部ゲートウェイプロトコル（IGP）に移行するため。

•ホストシステムをサポートするために、いくつかのルータでルーティングプロトコルを
保持する一方で、他の部門グループのルータをアップグレードするため。

•多様なルータベンダー環境間で通信するため。基本的にはネットワークの一部ではシスコ
に固有のプロトコルを使用して、シスコ以外のデバイスと通信するためにRIPを使用する
場合があります。

また、ルート再配布を使用すると、企業は異なるルーティングプロトコルをそれぞれのプロト

コルが特に効果的な作業グループまたは領域で実行できます。Cisco IOSXRルート再配布は、
ユーザに対して単一ルーティングプロトコルのみを使用するように制限を加えないことによ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
524

RIPの実装

RIPのルート再配布



り、ダイバーシティによって技術的利点を最大化する一方でコストを最小化する優れた機能で

す。

インターネットワークへのルート再配布の実装に関しては、非常に単純にもでき、また非常に

複雑にもできます。単純な単一方向再配布の例は、RIPが有効になっているルータにログイン
して、redistribute staticコマンドを使用して、スタティック接続のみをバックボーンネット
ワークにアドバタイズして RIPネットワークをパススルーさせることです。複雑な例では、
ルーティングループ、互換性のないルーティング情報、および不整合なコンバージェンス時間

を考慮する必要があり、複数のルーティングプロトコルが管理上のコストを実行しているとき

にシスコルータが最適なパスを選択する方法を調査して、これらの問題が発生する理由を判断

する必要があります。

RIPのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス
アドミニストレーティブディスタンスは、IPルーティング情報源の信頼性の尺度として使用
されます。RIPなどのダイナミックルーティングプロトコルが設定されているときに、ルー
ティング情報の交換に再配布機能を使用する場合、適切なディスタンスの重みを設定できるよ

うに他のルート送信元のデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを認識しているこ

とが大切です。

次の表に、ルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを

示します。

表 6 :ルーティングプロトコルのデフォルトアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンス

値

ルーティングプロトコル

0接続されているインターフェイス

0インターフェイス外部のスタティックルー

ト

1ネクストホップへのスタティックルート

5EIGRPサマリールート

20外部 BGP

90内部 EIGRP

110OSPF

115IS-IS

120RIPバージョン 1および 2

170外部 EIGRP

200内部 BGP
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アドミニストレーティブディスタンス

値

ルーティングプロトコル

255不明

アドミニストレーティブディスタンスは、0～ 255の整数です。通常は、値が大きいほど、信
頼性の格付けが下がります。アドミニストレーティブディスタンスが255の場合はルーティン
グ情報の送信元をまったく信頼できないため、無視する必要があります。アドミニストレー

ティブディスタンス値は主観的なものです。ルートを選択するための定量的方法はありませ

ん。

RIPのルーティングポリシーのオプション
ルートポリシーは、 route-policy キーワードと end-policy キーワードで囲まれた一連のステー
トメントと式によって構成されます。個別のコマンド（1行に 1つのコマンド）の集合ではな
く、ルートポリシー内のステートメントには相互に関連するコンテキストがあります。そのた

め、個別のコマンドを各行に記すのではなく、各ポリシーまたはセットは独立した設定オブ

ジェクトとして、1つのユニットとして使用、入力、操作できます。

ポリシー設定の各行は論理サブユニットです。 then、 else、 end-policy キーワードの後ろに
は、少なくとも 1つの新しい行を続ける必要があります。ASパスセット、コミュニティセッ
ト、拡張コミュニティセット、またはプレフィックスセットを参照するパラメータリストと

名前ストリングを閉じる括弧の後には改行が必要です。ルートポリシー、ASパスセット、コ
ミュニティセット、拡張コミュニティセット、またはプレフィックスセットの定義の前には、

少なくとも新しい行が 1行必要です。アクションステートメントの後ろには 1行以上の新しい
行を続けることができます。名前付き ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニ
ティセット、プレフィックスセットのカンマ区切りの後ろには 1行以上の新しい行を続ける
ことができます。新しい行はポリシー式の論理ユニットの最後に記される必要があります。他

の場所に記すことはできません。

RIPでのキーチェーンを使用した認証
Cisco IOS XRルーティング情報プロトコル（RIP）でキーチェーンを使用する認証は、キー
チェーン認証に基づいて、RIPインターフェイスのすべてのRIPプロトコルトラフィックを認
証するためのメカニズムを提供します。このメカニズムは、Cisco IOS XRセキュリティキー
チェーンのインフラストラクチャを使用して秘密キーを保存、取得し、それを使用してイン

ターフェイス単位で受信および送信トラフィックを認証します。

キーチェーン管理は、相互に信頼を確立する前にキーなどの秘密を交換するすべてのエンティ

ティに共有秘密を設定する認証の一般的な方式です。Cisco IOSXRソフトウェアのルーティン
グプロトコルおよびネットワーク管理アプリケーションは、多くの場合、ピアと通信中のセ

キュリティを強化するために認証を使用します。
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Cisco IOS XRソフトウェアシステムのセキュリティコンポーネントは、キーチェーン管理な
ど、さまざまなシステムセキュリティ機能を実装します。キーチェーン管理の概念、設定作

業、例、およびキーチェーン管理を設定するために使用するコマンドの詳細については、次の

マニュアルを参照してください。

• System Security Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersの『Implementing Keychain
Management』のモジュール

• System Security Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routersの『Keychain Management
Commands』のモジュール

ヒント

キーチェーン自体には関連性がないため、キーチェーンはピアとキーを（認証のために）使用

して通信する必要のあるアプリケーションで使用する必要があります。キーチェーンには、存

続期間に基づいてキーおよびロールオーバーを処理するセキュアなメカニズムが備えられてい

ます。Cisco IOS XRキーチェーンインフラストラクチャは、キーチェーンの秘密キーのヒッ
トレスロールオーバーを処理します。

（注）

IOS XRキーチェーンデータベースにキーチェーンを設定すると、特定の RIPインターフェイ
スに同じキーチェーンが設定されている場合は、そのインターフェイス上のすべての着信およ

び発信 RIPトラフィックの認証に使用されます。認証キーチェーンが（デフォルト VRFまた
は非デフォルト VRFの） RIPインターフェイスで設定されていないかぎり、すべての RIPの
トラフィックは信頼性が高いと見なされ、受信RIPトラフィックおよび発信RIPトラフィック
に対してセキュリティを保護する認証メカニズムは使用されません。

RIPは、キー付きメッセージダイジェストモードとクリアテキストモードの 2種類の認証の
モードを使用します。キーチェーンの機能を使用して認証を設定するには、authentication
keychain keychain-namemode {md5 | text}コマンドを使用します。

キーチェーンがRIPインターフェイスに設定されている一方で、キーチェーンがキーチェーン
データベースで実際に設定されていないか、またはキーチェーンがMD5暗号化アルゴリズム
で設定されていない場合、インターフェイスのすべての着信 RIPパケットはドロップされま
す。発信パケットは認証データなしで送信されます。

インターフェイスの着信 RIPトラフィック

次は、インターフェイスにキーチェーンが設定されている場合のRIPインターフェイス上のす
べての受信 RIPパケットの検証基準です。

結果問題

パケットはドロップされます。コンポーネン

トレベルの RIPデバッグメッセージは、認証
失敗の特定の詳細を確認できるようにログに

記録されます。

RIPインターフェイスで設定されたキーチェー
ンが、キーチェーンのデータベースに存在し

ません。
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結果問題

パケットはドロップされます。コンポーネン

トレベルの RIPデバッグメッセージは、認証
失敗の特定の詳細を確認できるようにログに

記録されます。

キーチェーンはMD5暗号化アルゴリズムを使
用して設定されていません。

パケットはドロップされます。コンポーネン

トレベルの RIPデバッグメッセージは、認証
失敗の特定の詳細を確認できるようにログに

記録されます。

メッセージの最初の（かつ最初だけの）エン

トリのアドレスファミリ識別子が 0xFFFFで
はない場合、認証は使用されません。

パケットはドロップされます。コンポーネン

トレベルの RIPデバッグメッセージは、認証
失敗の特定の詳細を確認できるようにログに

記録されます。

「認証データ」のMD5ダイジェストが無効で
あることが検出されました。

それ以外の場合、パケットは残りの処理のために転送されます。

インターフェイスの発信 RIPトラフィック

次は、インターフェイスにキーチェーンが設定されている場合のRIPインターフェイス上のす
べての発信 RIPパケットの検証基準です。

次を実行します。問題

同じキーチェーンを使用してパケットを認証

するようにもリモートルータが設定されてい

る場合、RIPパケットはリモート/ピアエンド
の認証チェックをパスします。

RIPインターフェイスで設定されたキーチェー
ンが、キーチェーンのデータベースに存在し

ます。

同じキーチェーンを使用してパケットを認証

するようにもリモートルータが設定されてい

る場合、RIPパケットはリモート/ピアエンド
の認証チェックをパスします。

キーチェーンはMD5暗号化アルゴリズムを使
用して設定されています。

それ以外の場合、RIPパケットは認証チェックに失敗します。

RIPの実装方法
ここでは、次のタスクの手順を示します。

設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）
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RIPのイネーブル化
この作業では、RIPルーティングを有効にし、RIPルーティングプロセスを確立します。

始める前に

IPアドレスを設定する前にRIPを設定することはできますが、IPアドレスが設定されるまで、
RIPはルーティングされません。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. neighbor ip-address
4. broadcast-for-v2
5. interface type interface-path-id
6. receive version { 1 | 2 | 1 2 }
7. send version { 1 | 2 | 1 2 }
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router rip

（任意）RIPプロトコル情報を交換する隣接ルータ
を定義します。

neighbor ip-address

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# neighbor
172.160.1.2

（任意）RIP v2のマルチキャストアドレス
（224.0.0.9）ではなくブロードキャスト IPアドレス

broadcast-for-v2

例：

ステップ 4

にバージョン 2パケットのみを送信するように RIP
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)#
broadcast-for-v2

を設定します。このコマンドは、インターフェイス

またはグローバルコンフィギュレーションレベル

で適用されます。

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するイ
ンターフェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/0
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目的コマンドまたはアクション

（任意）次のパケットを受信するようにインター

フェイスを設定します。

receive version { 1 | 2 | 1 2 }

例：

ステップ 6

• RIP v1のみ
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)# receive
version 1 2 • RIP v2のみ

• RIP v1および RIP v2の両方

（任意）次のパケットを送信するようにインター

フェイスを設定します。

send version { 1 | 2 | 1 2 }

例：

ステップ 7

• RIP v1のみ
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)# send
version 1 2 • RIP v2のみ

• RIP v1および RIP v2の両方

commitステップ 8

RIPのカスタマイズ
このタスクでは、ネットワークタイミングおよびルートエントリの受け入れのために RIPを
カスタマイズする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. auto-summary
4. timers basic update invalid holddown flush
5. output-delay delay
6. nsf
7. interface type interface-path-id
8. metric-zero-accept
9. split-horizon disable
10. poison-reverse
11. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router rip

（任意）ネットワークレベルルートへのサブネッ

トルートの自動ルートサマライズを有効にします。

auto-summary

例：

ステップ 3

•デフォルトでは、自動集約は無効になっていま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# auto-summary

サブネットを切断した場合は noキーワー
ドを使用して、自動ルート集約を無効に

し、ソフトウェアによるサブネットとホ

ストのルーティング情報のクラスフルネッ

トワーク境界を越えた送信を許可します。

（注）

（任意）RIPネットワークタイマーを調整します。timers basic update invalid holddown flush

例：

ステップ 4

現在のタイマー値とデフォルトのタイマー

値を表示するには、show ripコマンドの
出力を表示します。

（注）

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# timers basic
5 15 15 30

（任意）送信する RIPアップデートのパケット間
遅延を変更します。

output-delay delay

例：

ステップ 5

高速のレートで受信できない可能性があ

る低速のルータに向けて高速で送信して

いるハイエンドルータがある場合、この

コマンドを使用します。

（注）
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# output-delay
10

（任意）RIPプロセスのシャットダウンまたはリス
タート後に RIPルートに NSFを設定します。

nsf

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# nsf

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行する
インターフェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/0

（任意）ネットワーキングデバイスがメトリック

ゼロ（0）のアップデートパケットで受信したルー
metric-zero-accept

例：

ステップ 8

トエントリを受け入れられるようにします。受信

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)#
metro-zero-accept

したルートエントリがメトリック 1（1）に設定さ
れます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）スプリットホライズンメカニズムを無効

にします。

split-horizon disable

例：

ステップ 9

•デフォルトでは、スプリットホライズンは有
効です。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)#
split-horizon disable

•一般に、アプリケーションで正しくルートをア
ドバタイズするために変更が必要なことが分

かっている場合を除き、split-horizonコマンド
のデフォルト状態を変更しないことを推奨しま

す。シリアルインターフェイスでスプリット

ホライズンが無効になっており、そのインター

フェイスがパケットスイッチドネットワーク

に接続されている場合、そのネットワークの関

連マルチキャストグループ内にあるすべての

ネットワーキングデバイスに対し、スプリッ

トホライズンを無効にする必要があります。

RIPルータアップデートのポイズンリバース処理
を有効にします。

poison-reverse

例：

ステップ 10

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)#
poison-reverse

commitステップ 11

ルーティング情報の制御

このタスクでは、ルーティングアップデートの交換および伝搬を制御または防止する方法につ

いて説明します。

次に、ルーティングアップデートを制御または防止するいくつかの理由を示します。

• WANリンクのアップデートトラフィックを遅くするか停止するため。オンデマンドWAN
リンクのアップデートトラフィックを制御しないと、リンクは常にアップ状態のままで

す。デフォルトでは、RIPルーティングアップデートは 30秒おきに発生します。

•ルーティングループを防止するため。冗長パスがある場合、または別のルーティングド
メインにルートを再配布している場合、いずれかのパスの伝搬をフィルタします。

•アップデートで受信されるネットワークをフィルタリングするため。特定のデバイスの 1
つ以上のルートの解釈を他のルータに学習させない必要がある場合、その情報を抑制でき

ます。

•他のルータによるダイナミックなルート処理を防止するため。インターフェイスに入る
ルーティングアップデートを処理したくない場合、その情報を抑制できます。
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•帯域幅を節約するため。必要のないルーティングアップデートトラフィックを削減する
ことによって、データトラフィックに使用可能な帯域幅を最大化できます。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. neighbor ip-address
4. interface type interface-path-id
5. passive-interface
6. exit
7. interface type interface-path-id
8. route-policy { in | out }
9. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router rip

（任意）RIPプロトコル情報を交換する隣接ルータ
を定義します。

neighbor ip-address

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# neighbor
172.160.1.2

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するイ
ンターフェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/0

（任意）明示的に設定されたネイバー宛てを除き、

インターフェイスのRIPアップデートの送信を抑制
します。

passive-interface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)#
passive-interface

ステップ 5

（任意）ルータを次に高いコンフィギュレーション

モードへ戻します。

exit

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-rip-if)# exit
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目的コマンドまたはアクション

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するイ
ンターフェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# interface
GigabitEthernet 0/2/0/0

（任意）RIPネイバーにアドバタイズするアップデー
トや、RIPネイバーから受信するアップデートに、
ルーティングポリシーを適用します。

route-policy { in | out }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-if)#
route-policy out

ステップ 8

commitステップ 9

RIPのルートポリシーの作成
このタスクでは、ルートポリシーを定義して、RIPプロセスのインスタンスに付加する方法を
示します。ルートポリシーは、次の目的で使用できます。

•送受信されるルートの制御

•再配信されるルートの制御

•デフォルトルートの発生の制御

ルートポリシーの定義は、route-policyコマンドと name 引数、その後に続く一連のオプショ
ンのポリシーステートメントで構成され、end-policyコマンドで閉じられます。

ルートポリシーはルーティングプロトコルのルートに適用されてはじめて役に立ちます。

手順の概要

1. configure
2. route-policy name
3. set rip-metric number
4. end-policy
5. commit
6. configure
7. router rip
8. route-policy route-policy-name { in | out }
9. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
534

RIPの実装

RIPのルートポリシーの作成



目的コマンドまたはアクション

ルートポリシーを定義して、ルートポリシーコン

フィギュレーションモードを開始します。

route-policy name

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy
IN-IPv4

（任意）RIPメトリック属性を設定します。set rip-metric number

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# set rip
metric 42

ルートポリシーの定義を終了して、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

commitステップ 5

configureステップ 6

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router rip

RIPネイバーにアドバタイズされる更新または RIP
ネイバーから受信する更新にルーティングポリシー

を適用します。

route-policy route-policy-name { in | out }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)# route-policy
rp1 in

ステップ 8

commitステップ 9

RIP認証キーチェーンの設定

デフォルト以外の VRFの IPv4インターフェイスの RIP認証キーチェーンの設定

RIP認証キーチェーンを非デフォルト VRFの IPv4インターフェイスに設定するには、次のタ
スクを実行します。

始める前に

キーチェーンをRIPインターフェイス/VRFに適用するには、 System Security ConfigurationGuide
for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing Keychain Management」のモジュールで説明さ
れているコンフィギュレーションコマンドを使用して、CiscoIOSXRキーチェーンデータベー
ス内にすべてのキーチェーンを設定する必要があります。
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authentication keychain keychain-nameと mode md5コンフィギュレーションは、IOS XRキー
チェーンデータベースにまだ設定されていないキーチェーン、またはMD5暗号アルゴリズム
を使用せずに IOS XRキーチェーンデータベースに設定されているキーチェーンの名前を受け
入れます。ただし、両方の場合ですべての着信パケットはインターフェイスでドロップされ、

送信パケットは認証データなしで送信されます。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. vrf vrf_name
4. interface type interface-path-id
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• authentication keychain keychain-namemode md5
• authentication keychain keychain-namemode text

6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router rip

非デフォルトの VRFを設定します。vrf vrf_name

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)#vrf
vrf_rip_auth

RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip-vrf)#interface
POS 0/6/0/0

RIPの認証キーチェーンモードを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5

• md5：キーメッセージダイジェスト（md5）認
証モード

• authentication keychain keychain-namemodemd5
• authentication keychain keychain-namemode text

例： • text：クリアテキストの認証モード
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rip-if)#authentication keychain key1
mode md5

または
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rip-if)#authentication keychain key1
mode text

commitステップ 6

デフォルトの VRFの IPv4インターフェイスの RIP認証キーチェーンの設定

RIP認証キーチェーンをデフォルト VRFの IPv4インターフェイスに設定するには、次のタス
クを実行します。

始める前に

キーチェーンをRIPインターフェイス/VRFに適用するには、 System Security ConfigurationGuide
for Cisco ASR 9000 Series Routersの「Implementing Keychain Management」のモジュールで説明さ
れているコンフィギュレーションコマンドを使用して、CiscoIOSXRキーチェーンデータベー
ス内にすべてのキーチェーンを設定する必要があります。

authentication keychain keychain-nameと mode md5コンフィギュレーションは、IOS XRキー
チェーンデータベースにまだ設定されていないキーチェーン、またはMD5暗号アルゴリズム
を使用せずに IOS XRキーチェーンデータベースに設定されているキーチェーンの名前を受け
入れます。ただし、両方の場合ですべての着信パケットはインターフェイスでドロップされ、

送信パケットは認証データなしで送信されます。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. interface type interface-path-id
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• authentication keychain keychain-namemode md5
• authentication keychain keychain-namemode text

5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router rip

RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rip)#interface POS
0/6/0/0

RIPの認証キーチェーンモードを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4

• md5：キーメッセージダイジェスト（md5）認
証モード

• authentication keychain keychain-namemodemd5
• authentication keychain keychain-namemode text

例： • text：クリアテキストの認証モード
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rip-if)#authentication keychain key1
mode md5

または

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rip-if)#authentication keychain key1
mode text

commitステップ 5

RIPの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

基本的な RIPの設定：例
次に、2つのギガビットイーサネットインターフェイスを RIPを使用して設定する例を示し
ます。

interface GigabitEthernet0/6/0/0
ipv4 address 172.16.0.1 255.255.255.0
!

interface GigabitEthernet0/6/0/2
ipv4 address 172.16.2.12 255.255.255.0
!

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
!
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
!

プロバイダーエッジでの RIPの設定：例
次に、2つの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用して PEに基本的な
RIPを設定する例を示します。
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router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
!
vrf vpn0
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
!
vrf vpn1
interface GigabitEthernet0/6/0/3
!
!
!

各 VRFインスタンスの RIPタイマーの調整：例
次に、各 VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスの RIPタイマーを調整する例を
示します。

VRFインスタンス vpn0の場合、timers basicコマンドは更新を 10秒ごとにブロードキャスト
するように設定します。ルータから 30秒間送信がないと、そのルートは使用不能と宣言され
ます。以降の情報はさらに 30秒間抑止されます。フラッシュ期間（45秒）の終了時に、ルー
ティングテーブルからルートがフラッシュされます。

VRFインスタンス vpn1の場合、タイマーは 20、60、60、および 70秒と異なる調整が行われ
ます。

output-delayコマンドは、vpn1のRIP更新パケット間の遅延を 10ミリ秒に変更します。デフォ
ルトでは、パケット間遅延はオフになっています。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
!
vrf vpn0
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
timers basic 10 30 30 45
!
vrf vpn1
interface GigabitEthernet0/6/0/3
!
timers basic 20 60 60 70
output-delay 10
!
!

RIPの再配布の設定：例
次に、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）およびスタティックルートを RIPに再配布
する例を示します。

再配布されるルートで使用される RIPメトリックは、ルートポリシーによって決まります。
ルートポリシーが設定されていないか、ルートポリシーで RIPメトリックが設定されていな
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い場合は、再配布されるプロトコルに基づいてメトリックが決定されます。BGPによって再配
布されるVPNv4ルートの場合、リモート PEルータで設定されたRIPメトリックが有効であれ
ば、それが使用されます。

その他すべての場合（BGP、IS-IS、OSPF、EIGRP、接続済み、静的）、default-metricコマン
ドで設定されたメトリックが使用されます。有効なメトリックが決定できない場合、再配布は

起こりません。

route-policy ripred
set rip-metric 5

end-policy
!

router rip
vrf vpn0
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
redistribute connected
default-metric 3
!
vrf vpn1
interface GigabitEthernet0/6/0/3
!
redistribute bgp 100 route-policy ripred
redistribute static
default-metric 3
!
!

RIPのルートポリシーの設定：例
次に、RIPインターフェイスによって受信されるまたは RIPインターフェイスから送信される
ルートアップデートを制御するために使用される、着信および発信ルートポリシーを設定す

る例を示します。

prefix-set pf1
10.1.0.0/24

end-set
!

prefix-set pf2
150.10.1.0/24

end-set
!

route-policy policy_in
if destination in pf1 then
pass

endif
end-policy
!

route-policy pass-all
pass

end-policy
!
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route-policy infil
if destination in pf2 then
add rip-metric 2
pass

endif
end-policy
!

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
route-policy policy_in in
!
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
route-policy infil in
route-policy pass-all out

RIPのパッシブインターフェイスおよび明示的なネイバーの設定：例
次に、パッシブインターフェイスおよび明示的なネイバーを設定する例を示します。インター

フェイスがパッシブな場合は、ルーティングアップデートを受信するのみです。つまり、明示

的に設定されたネイバー宛てを除き、インターフェイスからアップデートは送信されません。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
passive-interface
!
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
neighbor 172.17.0.1
neighbor 172.18.0.5
!

RIPルートの制御：例
次に、distanceコマンドを使用して、RIPルートをルーティング情報ベース（RIB）にインス
トールする例を示します。maximum-pathsコマンドは、RIPルートごとに許可される最大パス
数を制御します。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
route-policy polin in
!
distance 110
maximum-paths 8
!

RIP認証キーチェーンの設定：例
次に、RIPのデフォルトVRFインターフェイスに認証キーチェーンを適用する例を示します。
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router rip
interface POS0/6/0/0
authentication keychain key1 mode md5
!
!
end

次に、RIPの非デフォルトインターフェイスに認証キーチェーンを適用する例を示します。

router rip
vrf rip_keychain_vrf
interface POS0/6/0/0
authentication keychain key1 mode md5
!
!
!
end

その他の参考資料
次の各項では、RIPの実装に関連するその他の資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routers

RIPコマンド：コマンド構文の詳細、
コマンドモード、コマンド履歴、デ

フォルト設定、使用に関する注意事

項、および例

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series
Routersの「Implementing MPLS Traffic Engineering on
Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュール

RIPのMPLS VPNサポートの機能情
報

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
RoutersMPLS Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series
Routersの「Implementing MPLS Traffic Engineering on
Cisco ASR 9000シリーズルータ」のモジュール

RIPの Site of Origin（SoO）サポート
の機能情報

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Getting
Started Guide

Cisco IOS XRスタートアップガイド

System Security Configuration Guide for Cisco ASR 9000
Series Routersの「Configuring AAA Services on Cisco ASR
9000シリーズルータ」のモジュール

ユーザグループとタスク IDに関す
る情報
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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

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにあるCiscoMIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。

https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—

RFC

タイトルRFC

『RIPVersion 2』RFC
2453

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 11 章

ルーティングポリシーの実装

ピアから受け入れるか、ピアにアドバタイズされる、または1個のルーティングプロトコルか
ら別のプロトコルへ再配布されるときに、ルートを検査し、フィルタリングして、属性を変更

するように、ルーティングポリシーがルータに指示します。

このモジュールでは、ルーティングプロトコルが設定済みのルーティングポリシーに基づい

て、ルートのアドバタイズ、集約、廃棄、配布、エクスポート、保留、インポート、再配布、

変更を決定する方法について説明します。

ルーティングポリシー言語（RPL）では、すべてのルーティングポリシーのニーズを表現で
きる、単一の直接的な言語です。RPLは、大規模なルーティング設定をサポートするように設
計されました。以前のルーティングポリシーコンフィギュレーション方式に固有の冗長性が

大幅に削減されました。RPLでは、ルーティングポリシーの設定が簡素化され、これらの設
定の保存および処理に必要なシステムリソースが削減され、トラブルシューティングが容易に

なりました。

Cisco IOS XRソフトウェアのルーティングポリシーの詳細情報とこのモジュールに掲げられ
たルーティングポリシーコマンドの詳細については、このモジュールの関連資料（645ペー
ジ）の項を参照してください。設定タスクを実行中に表示される他のコマンドのマニュアルを

見つけるには、オンラインでを検索してください。 Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Commands Master List

（注）

ルーティングポリシーの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース3.7.2

すべての接続点で、パラメータ化がサポートされました。リリース3.9.0

次の機能が追加されました。

•階層的な条件

•条件ポリシーの適用

リリース4.2.0
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変更内容リリース

次の機能が導入されました。

•拡張プレフィックス長操作。

•ネストされたワイルドカード適用ポリシー。

• XMLを使用したルーティングポリシー言語セット要素の編集。

• bgp exportおよび bgp importの接続点の「med」属性の有効な演算子とし
て「set」をサポートします。

リリース4.2.1

次の機能が導入されました。

• VRF RPLベースのインポートポリシー

•フレキシブル L3VPNラベル割り当て

リリース4.3.1

•ルーティングポリシー実装の前提条件（546ページ）
•ルーティングポリシー実装の制約事項（546ページ）
•ルーティングポリシーの実装に関する情報（547ページ）
•ルーティングポリシーの実装方法（633ページ）
•ルーティングポリシーの実装の設定例（637ページ）
•その他の参考資料（645ページ）

ルーティングポリシー実装の前提条件
次に、Cisco IOS XRソフトウェアでルーティングポリシーを実装するための前提条件を示し
ます。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属してい
る必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含
まれます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場

合、AAA管理者に連絡してください。

•ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）、Integrated Intermediate System-to-Intermediate
（IS-IS）または Open Shortest Path First（OSPF）がネットワーク内で設定されている必要
があります。

ルーティングポリシー実装の制約事項
次の制約事項は、Cisco IOS XRソフトウェアでルーティングポリシー言語実装を使用する場
合に適用されます。
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•最大1000のステートメントのポリシー定義がサポートされています。ポリシー内のステー
トメントの総数は、階層型ポリシー構造を使用して4000ステートメントに拡張できます。
ただし、この制限は、applyステートメントの使用に限定されます。

•接続点で直接または間接的に付加されたポリシーを変更する必要がある場合、単一の
commit操作は次の場合に実行できません。

•接続点に直接または間接的に付加された別のポリシーによって参照されているセット
またはポリシーを削除する。

•削除するものと同じセットまたはポリシーへの参照を削除するためにポリシーを変更
する。

commitは、次の 2つの手順で実行する必要があります。

1. ポリシーまたはセットへの参照を削除するためにポリシーを変更してから、commitを
実行します。

2. ポリシーまたはセットを削除してから、commitを実行します。

•内部および外部のBGPマルチパスが設定されているCarrier SupportingCarrier（CSC）ネッ
トワークでは、vrf単位のラベルモードはサポートされていません。

• IPv4ピアから始まるルートについては、RPLポリシーを介してネクストホップアドレスを
IPv6アドレスに変更することはできません。

ルーティングポリシーの実装に関する情報
RPLを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

ルーティングポリシー言語

ここでは、次の内容について説明します。

ルーティングポリシー言語の概要

RPLは、大規模なルーティング設定をサポートするように開発されました。RPLには、従来の
ルートマップ、アクセスリスト、プレフィックスリスト向けの設定の機能とは異なる、重要

な機能がいくつか備えられています。これらの機能の1つめは、モジュラ形式でポリシーを構
築する機能です。ポリシーの共通ブロックは、個別に定義および維持できます。次に、ポリ

シーのこれらの共通ブロックをポリシーの他のブロックから適用して完全なポリシーを構築で

きます。この機能により、維持する必要のある設定情報の量が減ります。また、ポリシーのこ

れらの共通ブロックはパラメータ化できます。パラメータ化により、同じ構造を共有するが、

設定または一致された特定の値が異なるポリシーをポリシーの独立したブロックとして維持で

きます。たとえば、ローカルプリファレンス値以外はすべて同一である3つのポリシーは、ポ
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リシーのパラメータとして異なるローカルプリファレンス値を持つ1つの共通のパラメータ化
ポリシーとして表せます。

このポリシー言語では、セットという概念が導入されました。セットとは、ルート属性の一致

および設定演算で使用できる類似したデータのコンテナです。セットタイプには、prefix-sets、
community-sets、as-path-sets、および extcommunity-setsの 4つがあります。これらのセットはそ
れぞれ、IPv4または IPv6プレフィックス、コミュニティ値、ASパス正規表現、および拡張コ
ミュニティ値のグループ化を保持します。セットは、データの単なるコンテナです。セットの

大半はインライン変数も保持します。インラインセットでは、名前付きセットを参照せずに、

値の短い列挙をポリシーで直接使用できます。プレフィックスリスト、コミュニティリスト、

および ASパスリストは、リストに項目が 1つか 2つしかない場合でも維持が必要です。RPL
のインラインセットを使用すると、名前付きセットを参照することなく、値の小さいセットを

ポリシー本体に直接配置できます。

許可や拒否などの決定は、ポリシー定義自体で明示的に制御されます。RPLは、セットデー
タを使用する可能性のある一致演算子を、従来のブール論理演算子 AND、OR、および NOT
と組み合わせて複雑な条件式にします。すべての一致演算は trueまたは falseの結果を返しま
す。その後、これらの条件式の実行および関連するアクションは、if then、elseif、および else
の単純な構造を使用して制御できます。これにより、ポリシーを通じて評価パスをすべて指定

できます。

ルーティングポリシー言語の構造

ここでは、RPLの基本構造について説明します。

名前

ポリシー言語には、セットとポリシーの2種類の持続的で名前を付けられるオブジェクトがあ
ります。これらのオブジェクトの定義は、開始および終了のコマンドラインとして括弧で囲ま

れます。たとえば、testという名前のポリシーを定義する設定構文は、次のようになります。

route-policy test
[ . . . policy statements . . . ]
end-policy

ポリシーオブジェクトの正規名は、任意の連続する英数字（大文字および小文字）、数字の0
～9、および句読文字のピリオド、ハイフン、およびアンダースコアで指定できます。名前は、
文字または数字ではじまる必要があります。

セット

このコンテキストでは、セットという用語を、順序付けのない固有のエレメントの集合を意味

する数学的な概念で使用されます。ポリシー言語は、セットをマッチング用の値のグループに

対するコンテナとして提供します。セットは、条件式で使用されます。セットの要素はカンマ

で区切ります。ヌル（空）のセットは許可されます。

次の例で、

prefix-set backup-routes
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# currently no backup routes are defined
end-set

次の条件は、

if destination in backup-routes then

すべてのルートに対して FALSEとして評価されます。これは、プレフィックスセットに一致
する一致条件がないためです。

次の 5種類のセットがあります。as-path-set（550ページ）、community-set（550ページ）、
extcommunity-set（551ページ）、prefix-set（556ページ）、および rd-set（558ページ）。たと
えば、2つまたは 3つのコミュニティ値のように少ない数の要素に対して比較を実行する場合
があるとします。これらの比較を実現するため、ユーザはこれらの値を直接列挙できます。こ

れらの列挙はインラインセットと呼ばれます。インラインセットは、機能的には名前付きセッ

トと同じですが、単純なテストをインラインにできるようにします。つまり、1つや 2つだけ
の要素を比較する際には、別の名前付きセットの維持を比較では必要としません。構文につい

ては、次の項で説明するセット型を参照してください。通常、インラインセットの構文は、

(element-entry, element-entry, element-entry, ...element-entry)のように括弧で囲まれたカンマ区切
りのリストです。ここで element-entryは、プレフィックスやコミュニティ値などの使用タイプ
に適した項目のエントリです。

次に、インラインコミュニティセットを使用する例を示します。

route-policy sample-inline
if community matches-any ([10..15]:100) then
set local-preference 100
endif
end-policy

次に、test-communitiesという名前付きセットを使用する同等の例を示します。

community-set test-communities
10:100,
11:100,
12:100,
13:100,
14:100,
15:100
end-set

route-policy sample
if community matches-any test-communities then
set local-preference 100
endif
end-policy

これらの両方のポリシーは機能的に同等ですが、インライン形式では、6つの値を格納するだ
けのためにコミュニティセットの設定を必要としません。設定コンテキストに適切な形式を選

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
549

ルーティングポリシーの実装

セット



択できます。次の各項では、名前付きセットバージョンとインライン形式の両方の例が必要に

応じて示されています。

as-path-set

ASパスセットは、ASパス属性と一致させるための演算で構成されます。一致演算は、正規
表現一致だけです。

名前付きセット形式

名前付きセット形式は、ios-regexキーワードを使用して正規表現のタイプを示します。また、
正規表現を単一引用符で囲む必要があります。

次の例では、名前付き ASパスセットの定義を示します。

as-path-set aset1
ios-regex ’_42$’,
ios-regex ’_127$’
end-set

この ASパスセットは 2つの要素から構成されます。一致演算で使用する場合は、この ASパ
スセットは、ASパスが自律システム（AS）番号42または127のいずれかで終わる任意のルー
トと一致します。

名前付き ASパスセットを削除するには、no as-path-set aset1コマンドラインインターフェイ
ス（CLI）コマンドを使用します。

正規表現一致により、CPUの負荷が高くなります。ポリシーパフォーマンスを大幅に向上す
るには、次のいずれかを実行します。正規表現パターンをまとめて正規表現の合計呼び出し数

を減らす、または「as-path neighbor-is」、「as-path originates-from」、「as-path passes-through」
などの同等のネイティブ as-path一致演算を使用します。

（注）

インラインセット形式

インラインセットは、次のようにカンマ区切りの式のリストを括弧で囲んだ形式です。

(ios-regex '_42$', ios-regex '_127$')

このセットは、前の名前付きセットと同じ ASパスと一致させますが、ポリシーが使用する名
前付きセットとは別に名前付きセットを作成する余計な作業を必要としません。

community-set

コミュニティセットは、BGPコミュニティ属性との一致のためにコミュニティ値を保持して
います。コミュニティは、32ビット量です。整数のコミュニティ値は半分に分けて、コロンで
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区切った、0～ 65535の範囲内の 2つの符号なし 10進整数で表す必要があります。単一の 32
ビットコミュニティ値は指定できません。次に、名前付きセット形式を示します。

名前付きセット形式

community-set cset1
12:34,
12:56,
12:78,
internet
end-set

インラインセット形式

(12:34, 12:56, 12:78)
($as:34, $as:$tag1, 12:78, internet)

コミュニティセットのインライン形式では、パラメータ化もサポートされます。コミュニティ

の 16ビット部分のそれぞれをパラメータ化できます。詳細については、パラメータ化（563
ページ）を参照してください。

RPLでは、標準の well-knownコミュニティ値のシンボル名が提供されます。internetは 0:0、
no-exportは 65535:65281、no-advertiseは 65535:65282、local-asは 65535is-empty:65283です。

RPLでは、コミュニティの指定でワイルドカードを使用するためのファシリティも用意されて
います。ワイルドカードを指定するには、コミュニティ指定の 16ビット部分の 1つの代わり
に、アスタリスク（*）を挿入します。ワイルドカードはコミュニティのその部分の任意の値
が一致することを示します。つまり、次のポリシーが一致するすべてのコミュニティの中で、

自律システムが属するコミュニティは 123です。

community-set cset3
123:*

end-set

コミュニティセットは空にするか、または 1つ以上のコミュニティ値を含めることができま
す。空のコミュニティセットとともに使用すると、is-empty演算子は TRUEと評価され、
matches-any演算子と matches-every演算子は FALSEと評価されます。

extcommunity-set

拡張コミュニティセットは、通常のコミュニティ値の代わりに拡張コミュニティ値が含まれて

いる点を除き、コミュニティセットと似ています。拡張コミュニティセットは、名前付き形

式およびインライン形式もサポートします。拡張コミュニティセットには、cost、soo、rtの 3
つのタイプがあります。

コミュニティセットと同様に、インライン形式では、パラメータ化ポリシー内のパラメータ化

がサポートされます。拡張コミュニティ値のいずれかの部分をパラメータ化できます。
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ワイルドカード（*）および正規表現は、拡張コミュニティセット要素で使用できます。

すべての拡張コミュニティセットに、少なくとも1つの拡張コミュニティ値が含まれている必
要があります。空の拡張コミュニティセットは無効なため拒否されます。

次に、構文例を示します。

extcommunity-set costの名前付き形式

costセットは、コストEIGRPコストコミュニティタイプの拡張コミュニティタイプコミュニ
ティを格納するために使用される extcommunityセットです。

extcommunity-set cost a_cost_set
IGP:1:10

end-set

次のオプションが拡張コミュニティセット Costでサポートされています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#extcommunity-set cost cost_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)#?
#-remark Remark beginning with '#'
<0-255> decimal number
abort Discard RPL definition and return to top level config
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
igp: Cost Community with IGP as point of insertion
pre-bestpath: Cost Community with Pre-Bestpath as point of insertion
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

10進数<0-255>

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

IGPを挿入ポイントとして使用するコストコミュニティigp:

Pre-Bestpathを挿入ポイントとして使用するコストコミュニ
ティ

pre-bestpath:

一部の RPL設定を表示show

extcommunity-set rtの名前付き形式

rtセットはBGPルートターゲット（RT）拡張コミュニティタイプのコミュニティを格納する
ために使用される extcommunityセットです。

extcommunity-set rt a_rt_set
1.2.3.4:666
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1234:666,
1.2.3.4:777,
4567:777

end-set

Inline Set Form for Extcommunity-set RT

(1.2.3.4:666, 1234:666, 1.2.3.4:777, 4567:777)
($ipadrr:666, 1234:$tag, 1.2.3.4:777, $tag2:777)

次のオプションが拡張コミュニティセット RTでサポートされています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#extcommunity-set rt rt_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)#?
#-remark Remark beginning with '#'
* Wildcard (any community or part thereof)
<1-4294967295> 32-bit decimal number
<1-65535> 16-bit decimal number
A.B.C.D/M:N Extended community - IPv4 prefix format
A.B.C.D:N Extended community - IPv4 format
ASN:N Extended community - ASPLAIN format
X.Y:N Extended community - ASDOT format
abort Discard RPL definition and return to top level config
dfa-regex DFA style regular expression
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
ios-regex Traditional IOS style regular expression
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

ワイルドカード（任意のコミュニティまたは

その一部）

*

32ビットの 10進数<1-4294967295>

16ビットの 10進数<1-65535>

拡張コミュニティ：IPv4プレフィックス形式A.B.C.D/M:N

拡張コミュニティ：IPv4形式A.B.C.D:N

拡張コミュニティ：ASプレーン形式ASN:N

拡張コミュニティ：ASDOT形式X.Y:N

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort

DFAスタイルの正規表現dfa-regex

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

従来の IOSスタイルの正規表現ios-regex

一部の RPL設定を表示show
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extcommunity-set sooの名前付き形式

sooセットは、BGP Site-of-Origin（SoO）拡張コミュニティタイプコミュニティを格納するた
めに使用される extcommunityセットです。

extcommunity-set soo a_soo_set
1.1.1:100,

100:200
end-set

次のオプションが拡張コミュニティセット sooでサポートされています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#extcommunity-set soo soo_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)#?
#-remark Remark beginning with '#'
* Wildcard (any community or part thereof)
<1-4294967295> 32-bit decimal number
<1-65535> 16-bit decimal number
A.B.C.D/M:N Extended community - IPv4 prefix format
A.B.C.D:N Extended community - IPv4 format
ASN:N Extended community - ASPLAIN format
X.Y:N Extended community - ASDOT format
abort Discard RPL definition and return to top level config
dfa-regex DFA style regular expression
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
ios-regex Traditional IOS style regular expression
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

ワイルドカード（任意のコミュニティまたは

その一部）

*

32ビットの 10進数<1-4294967295>

16ビットの 10進数<1-65535>

拡張コミュニティ：IPv4プレフィックス形式A.B.C.D/M:N

拡張コミュニティ：IPv4形式A.B.C.D:N

拡張コミュニティ：ASプレーン形式ASN:N

拡張コミュニティ：ASDOT形式X.Y:N

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort

DFAスタイルの正規表現dfa-regex

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

従来の IOSスタイルの正規表現ios-regex
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説明オプション

一部の RPL設定を表示show

Extcommunity-set帯域幅の名前付き形式

帯域幅設定では、マルチホームサイトの不等ロードバランシングを実行するための、リンク

帯域幅の拡張コミュニティ属性のサポートが提供されます。

extcommunity-set bandwidth extcomm-bw
100:25000
end-set

Demilitarized Zone（DMZ;緩衝地帯）リンク帯域幅の値は、ルーティングテーブルを使用する
か、または additiveキーワードを追加した、outbound route-policyを使用して設定されます。ま
た、これによって、ピアの受信端で、routes-not-imported状態になります。
extcommunity-set bandwidth dmz_ext

1:8000
end-set
!
route-policy dmz_rp_vpn
set extcommunity bandwidth dmz_ext additive <<< 'additive' keyword.
pass

end-policy

次のオプションが拡張コミュニティセットの帯域幅でサポートされています。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# extcommunity-set bandwidth extcomm-bw
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# ?

#-remark Remark beginning with '#'
<1-65534> 16-bit decimal number
AS-TRANS ASN23456
ASN:N extended community - ASPLAIN format
abort Discard RPL definition and return to top level config
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

ワイルドカード（任意のコミュニティまたは

その一部）

*

16ビットの 10進数<1-65535>

ASN23456（予約済み ASN）AS-TRANS

拡張コミュニティ：ASPLAIN形式。ここで、
ASNは ASの番号で、Nは帯域幅の値です。

ASN:N

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort
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説明オプション

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

一部の RPL設定を表示show

prefix-set

prefix-setは、それぞれ 4つの部分（アドレス、マスク長、最小一致長、最大一致長）がある
IPv4または IPv6プレフィックス一致指定を保持しています。アドレスは必須ですが、他の 3
つの部分は任意です。アドレスは、標準のドット付き IPv4またはコロンで区切られた 16進数
の IPv6アドレスです。マスク長（存在する場合）は、0～ 32（IPv6の場合は 0～ 128）の範
囲内の負以外の 10進整数で、その前のアドレスはスラッシュで区切ります。アドレスと任意
のマスク長の後には、任意の最小一致長が続き、これはキーワード ge（以上（greater than or
equal to）のニーモニック）で表され、その後に 0～ 32（IPv6の場合は 0～ 128）の範囲内の
負以外の10進整数が続きます。最後には、任意の最大一致長が続き、これはキーワード le（以
下（l ess than or equal to）のニーモニック）で表され、その後に 0～ 32（IPv6の場合は 0～
128）の範囲内の負以外の別の10進整数が続きます。一致させるプレフィックスの正確な長さ
を指定するための構文ショートカットは、eqキーワード（等しい（equal to）のニーモニック）
です。

プレフィックス一致指定にマスク長がない場合は、デフォルトのマスク長は、IPv4では 32、
IPv6では128です。デフォルトの最小マッチング長はマスク長です。最小一致長が指定されて
いる場合、デフォルトの最大一致長は、IPv4では 32、IPv6では 128です。最小と最大のいず
れも指定しない場合は、デフォルトの最大長はマスク長になります。

prefix-set自体は、プレフィックス一致指定のカンマ区切りのリストです。次に例を示します。

prefix-set legal-ipv4-prefix-examples
10.0.1.1,
10.0.2.0/24,
10.0.3.0/24 ge 28,
10.0.4.0/24 le 28,
10.0.5.0/24 ge 26 le 30,
10.0.6.0/24 eq 28,
10.0.7.2/32 ge 16 le 24,
10.0.8.0/26 ge 8 le 16

end-set

prefix-set legal-ipv6-prefix-examples
2001:0:0:1::/64,
2001:0:0:2::/64 ge 96,
2001:0:0:2::/64 ge 96 le 100,
2001:0:0:2::/64 eq 100

end-set

prefix-setの最初の要素は、唯一の有効値 10.0.1.1/32またはホストアドレス 10.0.1.1と一致しま
す。2番めの要素は、唯一の有効値 10.0.2.0/24と一致します。3番めの要素は、10.0.3.0/28～
10.0.3.255/32の範囲のプレフィックス値と一致します。4番めの要素は、10.0.4.0/24～
10.0.4.240/28の範囲の値と一致します。5番めの要素は、10.0.5.0/26～ 10.0.5.252/30の範囲内
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のプレフィックスと一致します。6番めの要素は、10.0.6.0/28～ 10.0.6.240/28の範囲内にある
長さ 28の任意のプレフィックスと一致します。7番目の要素は、10.0.[0..255].2/32（10.0.0.2/32
～10.0.255.2）の範囲内にある長さ32の任意のプレフィックスと一致します。8番目の要素は、
10.[0..255].8.0/26（10.0.8.0/26～ 10.255.8.0/26）の範囲内にある長さ 26の任意のプレフィックス
と一致します。

次の prefix-setはすべて、無効なプレフィックス一致指定からなります。

prefix-set ILLEGAL-PREFIX-EXAMPLES
10.1.1.1 ge 16,
10.1.2.1 le 16,
10.1.3.0/24 le 23,
10.1.4.0/24 ge 33,
10.1.5.0/25 ge 29 le 28

end-set

最小長と最大長のいずれも、マスク長がないと無効です。IPv4の場合、最小長は、IPv4プレ
フィックスの最大長である 32未満でなければなりません。IPv6の場合、最小長は、IPv6プレ
フィックスの最大長である128未満でなければなりません。最大長は、最小長以上でなければ
なりません。

拡張プレフィックス長操作

prefix-setにおける拡張プレフィックス長操作のサポートは、プレフィックス一致指定での ge
セマンティックを使用するprefix-rangeを拡張します。これは、プレフィックス0.0.0.0/0,0.0.0.0/1,
0.0.0.0/2, ...., 0.0.0.0/32と一致する単一のエントリを保持する要求に応えます。prefix-lengthは、
geセマンティックを使用して操作できます。たとえば、prefix-set（0.0.0.0/30 ge 0 le 32）は、
0.0.0.0/0～ 0.0.0.3/32の範囲内のすべてのプレフィックスと一致します。これにより、単一の
prefix-setエントリ 0.0.0.0/32 ge 0 le 32は、プレフィックス 0.0.0.0/0, 0.0.0.0/1, 0.0.0.0/2, ...., 0.0.0.0/32
と一致します。

次に、IPv4プレフィックス構文と対応するマスク長範囲を含むプレフィックス範囲を示しま
す。

• <A.B.C.D>/<len> ge <G> le <L>

• <A.B.C.D>/[<len>..<G>] (if <len> is lesser than <G> )

• <A.B.C.D>/[<G>..<len>] (if <len> is greater than <G> )

• <A.B.C.D>/<len> ge <G>

• <A.B.C.D>/[<len>..<G>] (if <len> is lesser than <G> )

• <A.B.C.D>/[<G>..<len>] (if <len> is greater than <G> )

• <A.B.C.D>/<len> eq <E>

• <A.B.C.D>/[<len>..<E>] (if <len> is lesser than <E> )

• <A.B.C.D>/[<E>..<len>] (if <len> is greater than <E> )

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
557

ルーティングポリシーの実装

拡張プレフィックス長操作



RPLプレフィックスセットでの ACLサポート

アクセスコントロールリスト（ACL）タイプのプレフィックスセットエントリは、IPv4また
は IPv6のプレフィックス一致指定を保持し、それぞれにアドレスとワイルドカードマスクが
あります。アドレスおよびワイルドカードマスクは、標準のドット付き 10進数表記の IPv4ア
ドレスまたはコロンで区切られた 16進数の IPv6アドレスです。照合するビットセットはワイ
ルドカードの形式（反転マスクとも呼ばれる）で提供され、バイナリ0は必須一致を、バイナ
リ1は一致しない条件をそれぞれ表します。プレフィックスセットを使用して、任意のルート
で一致する必要がある連続したビットセットと非連続のビットセットを指定できます。

rd-set

rd-setは、ルート識別子（RD）要素を含むセットを作成するために使用します。RDセットは、
固有のボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）VPN IPv4アドレスをグローバルに作成する
ために、IPv4アドレスが前に付いた 64ビット値です。

RD値は、次のコマンドを使用して定義できます。

• a.b.c.d:m:*：IPv4形式の BGP VPN RDとワイルドカード文字。たとえば、
10.0.0.2:255.255.0.0:*です。

• a.b.c.d/m:n：IPv4形式のBGPVPNRDとマスク。たとえば、10.0.0.2:255.255.0.0:666です。

• a.b.c.d:**：IPv4形式のBGPVPNRDとワイルドカード文字。たとえば、10.0.0.2:255.255.0.0
です。

• a.b.c.d:n：IPv4形式の BGP VPN RD。たとえば、10.0.0.2:666です。

• asn:*：ASN形式の BGP VPN RDとワイルドカード文字。たとえば、10002:255.255.0.0で
す。

• asn:n：ASN形式の BGP VPN RD。たとえば、10002:666です。

次に、rd-setの例を示します。

rd-set rdset1
10.0.0.0/8:*,
10.0.0.0/8:777,
10.0.0.0:*,
10.0.0.0:777,
65000:*,
65000:777

end-set

ルーティングポリシー言語コンポーネント

ルーティングポリシー言語の 4種類の主要コンポーネント、設定フロントエンド、ポリシー
リポジトリ、実行エンジン、およびポリシークライアントそのものは、ポリシーの定義、変

更、および使用に関係します。

設定フロントエンド（CLI）は、ポリシーを定義し、変更する機能です。この設定は、通常の
保存方法を使用してルータに保存され、通常の設定のshowコマンドを使用して表示できます。
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ポリシーインフラストラクチャの 2番目のコンポーネントである、ポリシーリポジトリには
複数の役割があります。最初に、ユーザ入力設定を実行エンジンが認識可能な形式にコンパイ

ルします。2番目に、ポリシー検証の多くを実行し、定義されたポリシーが実際に適切に実行
できることを確認します。3番目に、いずれの接続点がいずれのポリシーを使用しているかを
追跡して、ポリシーが変更された場合に適切なクライアントが適切な新しいポリシーで正常に

アップデートされるようにします。

3番目のコンポーネントは実行エンジンです。このコンポーネントは、クライアントの要求に
応じて実際にポリシーを実行する部分です。このプロセスは、ポリシークライアントのいずれ

かからルートを受信して、特定のルートデータに対して実際のポリシーを実行するまでと見な

せます。

4つめのコンポーネントはポリシークライアント（ルーティングプロトコル）です。このコン
ポーネントは、適切なタイミングで実行エンジンをコールし、特定のポリシーを特定のルート

に適用し、次にいくつかのアクションを実行します。これらのアクションには、ルートをド

ロップする必要があるとポリシーに示されている場合にルートを削除する、最適なルートの候

補としてプロトコル決定ツリーにルートを渡す、またはポリシーに変更されたルートを必要に

応じてネイバーまたはピアにアドバタイズすることが含まれます。

ルーティングポリシー言語使用方法

ここでは、基本的なルーティングポリシー言語の使用方法の例について説明します。ルーティ

ングポリシー言語の実装方法の詳細については、ルーティングポリシーの実装方法（633ペー
ジ）を参照してください。

パスポリシーパスポリシー

次に、ルートを変更せずにポリシーがすべての渡されたルートを受け入れる例を示します。

route-policy quickstart-pass
pass
end-policy

すべてをドロップするポリシー

次に、渡されたすべてのルートをポリシーが明示的に拒否する例を示します。このタイプのポ

リシーは、特定のピアから送信されるすべてを無視するために使用されます。

route-policy quickstart-drop
drop
end-policy

パスの特定の AS番号を使用するルートを無視する

次に、3個の部分からなるポリシー定義の例を示します。まず、as-path-setコマンドは、ASパ
スとマッチングするための 3つの正規表現を定義します。2番目に、route-policyコマンドは、
ルートに ASパスセットを適用します。ルートの ASパス属性が as-path-setコマンドで定義さ
れた正規表現と一致する場合、プロトコルはこのルートを拒否します。3番めに、ルートポリ
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シーは、BGPネイバー 10.0.1.2に付加されます。BGPは、ネイバー 10.0.1.2から（インポー
ト）受信したルートの ignore_path_asという名前のポリシーを参照します。

as-path-set ignore_path
ios-regex '_11_',
ios-regex '_22_',
ios-regex '_33_'
end-set

route-policy ignore_path_as
if as-path in ignore_path then
drop
else
pass
endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.1.2 address-family ipv4 unicast policy ignore_path_as in

MEDに基づくセットコミュニティ

次に、ポリシーがルートのMEDをテストし、MEDの値に基づいてルートのコミュニティ属性
を変更する例を示します。MED値が 127の場合、ポリシーはルートにコミュニティ 123:456を
追加します。MED値が 63の場合、ポリシーはルートのコミュニティ属性に値 123:789を追加
します。それ以外の場合、ポリシーはコミュニティ 123:123をルートから削除します。いかな
る場合でも、ルートを受け入れるようにポリシーからプロトコルに指示します。

route-policy quickstart-med
if med eq 127 then
set community (123:456) additive
elseif med eq 63 then
set community (123:789) additive
else
delete community in (123:123)
endif
pass
end-policy

コミュニティに基づくローカルプリファレンスの設定

次に、quickstart-communitiesという名前のコミュニティセットがコミュニティ値を定義する例
を示します。quickstart-localprefという名前のルートポリシーは、quickstart-communitiesコミュ
ニティセットに指定されたコミュニティの存在に対してルートをテストします。ルートにいず

れかのコミュニティ値が存在する場合、ルートポリシーはルートのローカルプリファレンス

属性を 31に設定します。いかなる場合でも、ルートを受け入れるようにポリシーからプロト
コルに指示します。

community-set quickstart-communities
987:654,
987:543,
987:321,
987:210
end-set
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route-policy quickstart-localpref
if community matches-any quickstart-communities then
set local-preference 31
endif
pass
end-policy

持続的な注記

次に、ポリシーのセットおよびステートメントのエントリの意味を明確にするために、ポリ

シーにコメントを配置する例を示します。注記は持続的なため、ポリシーに付加されたままで

す。たとえば、show running-configコマンドの出力には注記が表示されます。ポリシーに注記
を追加すると、ポリシーの理解、また後日の変更が容易になるとともに、予期しない動作が発

生した場合にトラブルシューティングが容易になります。

prefix-set rfc1918
# These are the networks defined as private in RFC1918 (including
# all subnets thereof)
10.0.0.0/8 ge 8,
172.16.0.0/12 ge 12,
192.168.0.0/16 ge 16
end-set

route-policy quickstart-remarks
# Handle routes to RFC1918 networks
if destination in rfc1918 then
# Set the community such that we do not export the route
set community (no-export) additive

endif
end-policy

ルーティングポリシーの設定の基本

ルートポリシーは、route-policyキーワードと end-policyキーワードで囲まれた一連のステー
トメントと式によって構成されます。個別のコマンド（1行に 1つのコマンド）の集合ではな
く、ルートポリシー内のステートメントには相互に関連するコンテキストがあります。そのた

め、個別のコマンドを各行に記すのではなく、各ポリシーまたはセットは独立した設定オブ

ジェクトとして、1つのユニットとして使用、入力、操作できます。

ポリシー設定の各行は論理サブユニットです。 then、 else、 end-policy キーワードの後ろに
は、少なくとも 1つの新しい行を続ける必要があります。ASパスセット、コミュニティセッ
ト、拡張コミュニティセット、またはプレフィックスセットを参照するパラメータリストと

名前ストリングを閉じる括弧の後には改行が必要です。ルートポリシー、ASパスセット、コ
ミュニティセット、拡張コミュニティセット、またはプレフィックスセットの定義の前には、

少なくとも新しい行が 1行必要です。アクションステートメントの後ろには 1行以上の新しい
行を続けることができます。名前付き ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニ
ティセット、プレフィックスセットのカンマ区切りの後ろには 1行以上の新しい行を続ける
ことができます。新しい行はポリシー式の論理ユニットの最後に記される必要があります。他

の場所に記すことはできません。
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ポリシー定義

ポリシー定義によって、ポリシーステートメントの名前付きシーケンスが作成されます。ポリ

シー定義は、CLIの route-policy キーワードと、その後に続く名前、ポリシーステートメン
トのシーケンス、および end-policyキーワードで構成されます。たとえば、次のポリシーは検
出されたルートをすべてドロップします。

route-policy drop-everything
drop
end-policy

名前は、ポリシーをプロトコルにバインドするためのハンドルとして機能します。ポリシー定

義を削除するには、no route-policy nameコマンドを発行します。

ポリシーの共通ブロックを再利用できるように、ポリシーは他のポリシーを参照していること

もあります。他のポリシーの参照は、applyステートメントを使用して、次の例のように実行
されます。

route-policy check-as-1234
if as-path passes-through ‘1234.5’ then
apply drop-everything
else
pass
endif
end-policy

applyステートメントは、検討中のルートが受信前に自律システム 1234.5を介してパススルー
された場合に、ポリシー drop-everythingを実行する必要があることを示しています。ASパス
に自律システム1234.5があるルートが受信された場合、ルートはドロップされます。それ以外
の場合、ルートは変更なしで受け入れられます。このポリシーは、階層型ポリシーの例です。

つまり、applyステートメントのセマンティックは、適用されるポリシーを切り取って適用す
るポリシーに貼り付けた場合と同様です。

route-policy check-as-1234-prime
if as-path passes-through '1234.5' then

drop
else

pass
endif
end-policy

必要に応じて階層レベルはいくつでも使用できます。しかし、レベルを多くすると、維持や理

解が困難になることがあります。
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パラメータ化

applyステートメントを使用したポリシーの再利用サポートに加えて、属性の一部のパラメー
タ化ができるようにポリシーを定義できます。次に、param-exampleという名前のパラメータ
化ポリシーを定義する例を示します。この場合、ポリシーは $mytagという 1つのパラメータ
を取ります。パラメータは、常にドル記号ではじまり、任意の英数字で構成されます。パラ

メータは、パラメータを取る属性に置き換えられます。

次の例では、16ビットコミュニティタグがパラメータとして使用されています。

route-policy param-example ($mytag)
set community (1234:$mytag) additive
end-policy

その後、このパラメータ化ポリシーは、次の例に示すように、別のパラメータ化で再利用でき

ます。この方法で、共通の構造を共有するが、一部の個別のステートメントで別の値を使用す

るポリシーをモジュール化できます。パラメータ化できる属性の詳細については、個別の属性

についての項を参照してください。

route-policy origin-10
if as-path originates-from ‘10.5’ then
apply param-example(10.5)
else
pass
endif
end-policy

route-policy origin-20
if as-path originates-from ‘20.5’ then
apply param-example(20.5)
else
pass
endif
end-policy

パラメータ化ポリシーparam-exampleは、applyステートメントのパラメータとして提供されて
いる値で拡張されたポリシー定義を提供します。ポリシー階層が常に維持されるため、

param-exampleの定義が変更されると、origin_10および origin_20の動作が一致するように変更
されることに注意してください。

origin-10ポリシーの効果として、このポリシーをパススルーし、自律システム 10から発信さ
れたルートを示すASパスを持つすべてのルートにコミュニティ1234:10を追加します。origin-20
ポリシーは同様ですが、自律システム 20から発信されたルートに対してコミュニティ 1234:20
を追加します。

接続点でのパラメータ化

パラメータ化（563ページ）で説明したように applyステートメントを使用したパラメータ化
のサポートに加えて、ポリシーは接続点での属性のパラメータ化ができるようにも定義できま

す。すべての接続点で、パラメータ化がサポートされます。
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次の例では、パラメータ化ポリシー「param-example」を定義します。この例では、ポリシー
は、「$mymed」と「$prefixset」の 2つのパラメータを取ります。パラメータは、常にドル記
号ではじまり、任意の英数字で構成されます。パラメータは、パラメータを取る属性に置き換

えられます。この例では、MED値およびプレフィックスセット名をパラメータとして渡して
います。

route-policy param-example ($mymed, $prefixset)
if destination in $prefixset then
set med $mymed
endif

end-policy

その後、このパラメータ化ポリシーは、次の例に示すように、別のパラメータ化で再利用でき

ます。この方法で、共通の構造を共有するが、一部の個別のステートメントで別の値を使用す

るポリシーをモジュール化できます。パラメータ化できる属性の詳細については、各プロトコ

ルの個別の属性を参照してください。

router bgp 2
neighbor 10.1.1.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
route-policy param-example(10, prefix_set1)
route-policy param-example(20, prefix_set2)

パラメータ化ポリシー param-exampleは、neighbor route-policy in and outステートメントのパラ
メータとして提供されている値で拡張されたポリシー定義を提供します。

グローバルパラメータ化

RPLでは、ポリシー定義内で使用できるシステム全体のグローバルパラメータの定義がサポー
トされます。グローバルパラメータは、次のように設定できます。

Policy-global
glbpathtype ‘ebgp’
glbtag ‘100’

end-global

グローバルパラメータ値は、パラメータ化ポリシーのローカルパラメータと類似したポリシー

定義内で直接使用できます。次の例では、globalparam引数は、グローバルパラメータgbpathtype
と glbtagを使用し、非パラメータ化ポリシーに対して定義されます。

route-policy globalparam
if path-type is $glbpathtype then
set tag $glbtag

endif
end-policy
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パラメータ化ポリシーのパラメータ名に、グローバルパラメータ名との「衝突」がある場合

は、ポリシー定義に対してローカルなパラメータが優先され、グローバルパラメータが効果的

に隠されます。さらに、特定のグローバルパラメータが任意のポリシーによって参照されてい

る場合は、削除されないように、検証メカニズムが実施されます。

ポリシー適用のセマンティック

ここでは、ルーティングポリシーの評価および適用方法について説明します。説明する概念は

次のとおりです。

ブール演算子優先

ブール式は、演算子優先順位に従って、左から右に評価されます。最も優先される演算子は

NOTであり、その後に AND、次に ORと続きます。次に、式の例を示します。

med eq 10 and not destination in (10.1.3.0/24) or community matches-any ([10..25]:35)

評価の順を表示するために、すべてが括弧で囲まれる場合は、次のようになります。

(med eq 10 and (not destination in (10.1.3.0/24))) or community matches-any ([10..25]:35)

内部の NOTは、宛先のテストのみに適用されます。ANDは、NOT式の結果をMulti Exit
Discriminator（MED）テストと組み合わせます。さらに、ORは、その結果をコミュニティテ
ストと組み合わせます。演算の順は配列し直される場合があります。

not med eq 10 and destination in (10.1.3.0/24) or community matches-any ([10..25]:35)

その場合、すべてが括弧で囲まれた式は、次のようになります。

((not med eq 10) and destination in (10.1.3.0/24)) or community matches-any ([10..25]:35)

同じ属性の複数の変更

ポリシーが属性の値を複数回置換する場合、すべてのアクションが実行されるため、最後の割

り当てが優先されます。BGPのMED属性は、1つの固有値であるため、それに設定された最
後の値が優先されます。つまり、次のポリシーでは、ルートのMED値は 12になります。

set med 9
set med 10
set med 11
set med 12
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この例は単純ですが、機能の場合は複雑です。属性の値を効率的に変更するポリシーを記述す

ることも可能です。次に例を示します。

set med 8
if community matches-any cs1 then
set local-preference 122
if community matches-any cs2 then
set med 12
endif
endif

結果として、ルートのMEDは 8になります。ただし、ルートのコミュニティリストが cs1と
cs2の両方と一致する場合は、結果として、ルートのMEDは 12になります。

変更している属性に1つの値だけが含められる場合は、最後のステートメントが優先されるた
め、この例を理解するのは簡単です。一方、複数の値を含められる属性もいくつかあり、この

ような属性における複数のアクションの結果は、置換ではなく累積します。最初の例として、

コミュニティおよび拡張コミュニティ評価で additiveキーワードを使用する場合があります。
形式のポリシーを検討します。

route-policy community-add
set community (10:23)
set community (10:24) additive
set community (10:25) additive
end-policy

このポリシーは、10:23、10:24、および 10:25の 3つのコミュニティ値すべてを含めるために
ルートにコミュニティストリングを設定します。

2番目の例として、ASパスの先頭に追加する場合があります。形式のポリシーを検討します。

route-policy prepend-example
prepend as-path 2.5 3
prepend as-path 666.5 2
end-policy

このポリシーは、ASパスの先頭に 666.5 666.5 2.5 2.5 2.5を追加します。この先頭に追加する
動作は、実行するすべてのアクションの結果であり、単一のスカラー値ではなく、値の配列を

含む属性となる ASパスに対して実行されます。

属性を変更するとき

ポリシーは、すべてのテストが完了するまでルート属性値を変更しません。つまり、比較演算

子はルートの初期データで常に実行されます。ルート属性の中間での変更は、ポリシーの評価

にカスケード効果を与えません。次に、例を示します。

ifmed eq 12 then
set med 42
if med eq 42 then
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drop
endif
endif

このポリシーは、dropステートメントを一切実行しません。これは、2番目のテスト（med eq
42）がルートの元の変更されていないMED値を見るためです。2番目のテストに到達するに
は、MEDが 12である必要があるため、2番目のテストは常に falseを返します。

デフォルトのドロップ処理

すべてのルートポリシーには、評価中のルートをドロップするデフォルトアクションがあり

ます。ただし、ルートがポリシーアクションによって変更された場合と明示的に渡された場合

は除きます。適用（ネスト）されるポリシーは、適用されるポイントに適用されるポリシーを

貼り付けることによってこの処理を実装します。

ネットワーク10のすべてのルートを許可し、そのローカルプリファレンスを200に設定して、
他のルートすべてをドロップするポリシーについて検討します。ポリシーは次のように記述で

きます。

route-policy two
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32) then
set local-preference 200
endif
end-policy

route-policy one
apply two
end-policy

明示的なpassステートメントが含まれていなく、ルート属性も変更しないため、ポリシー one
はすべてのルートをドロップするように見える可能性があります。しかし、適用されるポリ

シーは実際は一部のルートに属性を設定し、この処理はポリシー oneに渡されます。結果とし
て、ポリシー oneはネットワーク 10の宛先を含むルートを渡して、その他すべてをドロップ
します。

制御フロー

ポリシーステートメントは、設定に表示される順に従って順番に処理されます。他のポリシー

ブロックを階層的に参照するポリシーは、参照されるポリシーブロックが直接インラインに置

換されたように処理されます。たとえば、次のポリシーが定義されているとします。

route-policy one
set weight 100
end-policy

route-policy two
set med 200
end-policy

route-policy three
apply two
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set community (2:666) additive
end-policy

route-policy four
apply one
apply three
pass
end-policy

ポリシー fourは次と同様の方法で書き換えられます。

route-policy four-equivalent
set weight 100
set med 200
set community (2:666) additive
pass
end-policy

passステートメントは必要ないため削除して、別の方法で同様のポリシーを表せます。（注）

ポリシー検証

ポリシーが定義されて使用される際には、いくつかの異なるタイプの検証が発生します。

範囲チェック

ポリシーが定義されるとき、値の範囲チェックなどのいくつかの簡単な検証が行われます。た

とえば、設定されるMEDがMED属性の適切な範囲内にあることを検証するためにチェック
されます。しかし、この範囲チェックはパラメータ指定を対象にできません。これは、パラ

メータ指定が値をまだ定義していない可能性があるためです。パラメータ指定は、ポリシーが

接続点に付加されたときに検証されます。ポリシーリポジトリでも、ポリシーの再帰定義がな

く、パラメータの数値が正しいことが検証されます。付加時には、すべてのポリシーが正しく

形成されている必要があります。参照されるすべてのセットおよびポリシーが定義されてい

て、有効値を持っている必要があります。同様に、パラメータ値もすべて適切な範囲内にある

必要があります。

不完全なポリシーとセットの参照

指定のポリシーが接続点に付加されていないかぎり、ポリシーは存在しないセットおよびポリ

シーを参照できます。これにより、ワークフローが自由になります。まだ定義されていない

セットまたはポリシーブロックを参照する設定を構築して、後からこれらの未定義のポリシー

およびセットに入力できます。これにより、ポリシー定義でのより高い柔軟性を実現します。

参照するポリシーの各部分は、ポリシーを定義しているときに設定に存在する必要はありませ

ん。つまり、ユーザはポリシーバーが存在しない場合でも、applyステートメントを使用して
ポリシーバーを参照するポリシー例を定義できます。同様に、ユーザは、存在しないセットを

参照するポリシーステートメントを入力できます。
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ただし、参照されているすべてのポリシーとセットの存在は、ポリシーが付加されたときに適

用されます。neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast policy sample inコマンドを使用してイン
バウンド BGPポリシーで未定義ポリシーバーを参照するポリシーサンプルをアタッチしよう
とすると、ポリシーバーが存在しないために設定が拒否されます。

同様に、接続点で現在使用中のルートポリシーまたはセットは削除できません。これは、削除

の結果、未定義参照が発生するためです。現在使用中のルートポリシーまたはセットを削除し

ようとすると、ユーザに対してエラーメッセージが表示されます。

ポリシーバーが存在しているものの、ステートメント、アクション、ディスポジションが存在

しないヌルポリシーと呼ばれる条件が存在します。つまり、ポリシーバーは次の場合に存在

します。

route-policy bar
end-policy

これは、有効なポリシーブロックです。これは、ルートを一切変更せず、passステートメント
も含まれていないポリシーブロックであるため、すべてのルートのドロップを実質的に強制し

ます。したがって、ポリシーブロックのドロップのデフォルトアクションが実行されます。

アタッチされたポリシーの変更

使用中のポリシーを変更する必要が生じる場合もあります。従来、設定変更は完全に関連する

設定を削除し、設定を再入力して行われます。しかし、これによりポリシーが付加されていな

いためにデフォルトアクションが実行される期間ができます。RPLでは、ポリシーが再び宣
言された場合、またはテキストエディタを使用して編集された場合、新しい設定がただちに適

応される、アトミック変更のメカニズムがあります。これによって、ポリシーが特定の接続点

に適用されない期間が発生することなく、使用中のポリシーを変更できます。

属性比較とアクションの検証

ポリシーリポジトリは、各接続点で有効な属性、アクションおよび比較を認識しています。ポ

リシーが付加されたとき、これらのアクションおよび比較はその特定の接続点の機能に対して

検証されます。例として、次のポリシー定義があります。

route-policy bad
set med 100
set level level-1-2
set ospf-metric 200
end-policy

このポリシーは、BGP属性 med、IS-IS属性レベル、および OSPF属性コストを設定するアク
ションの実行を試行します。システムは、このようなポリシーの定義を許可しますが、このよ

うなポリシーの付加は許可しません。このポリシーbadを定義し、BGPコンフィギュレーショ
ンステートメント neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast route-policy bad inを使用してイ
ンバウンド BGPポリシーとして接続しようとする場合、システムはこの設定の試行を拒否し
ます。この拒否は、ポリシーをチェックする検証プロセスの結果であり、BGPはMEDを設定
できるが、レベルおよびコストがそれぞれ IS-ISおよび OSPF属性であるため、レベルまたは
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コストを設定する方法がありません。実行できないアクションを黙示的に省く代わりに、シス

テムはユーザに対してエラーを生成します。同様に、存在しない属性を変更、または存在しな

い属性との比較の試行を発生させる場合のように、接続点で使用中の有効なポリシーは変更で

きません。ベリファイアは、存在しない属性があるかをテストして、このような設定の試行を

拒否します。

ポリシーステートメント

ポリシーステートメントには、注記、処理（dropおよび pass）、アクション（set）、および
if（比較演算子）の 4つのタイプがあります。

注記

注記は、ポリシー設定に添付されているテキストですが、それ以外の点ではポリシー言語パー

サーによって無視されるテキストです。注記は、備考はポリシーの一部を記述するのに役立ち

ます。注記の構文は、各行の先頭にポンド記号（#）があるテキストです。

# This is a simple one-line remark.

# This
# is a remark
# comprising multiple
# lines.

通常、注記はセットの完全なステートメントまたは要素の間で使用されます。ステートメント

の途中、またはインラインセット定義内での注記はサポートされていません。

CLIにおける従来の !コメントとは異なり、RPLの注記は、リブートしても持続し、また設定
がディスクまたは TFTPサーバに保存されてからルータにロードされても持続します。

処理

ポリシーがルートを変更した場合、デフォルトではポリシーは、そのルートを受け入れます。

RPLには、その反対を強制する dropステートメントがあります。ポリシーがルートに一致し
てドロップを実行する場合、ポリシーはルートを受け入れません。ポリシーがルートを変更し

ない場合、デフォルトでそのルートはドロップされます。ルートのドロップを防止するには、

passステートメントを使用します。

dropステートメントは、ルートを破棄するアクションを実行するように指示します。ルート
がドロップされると、ポリシーはこれ以上実行されません。たとえば、ポリシーの最初の2つ
のステートメントを実行した後で、dropステートメントが検出されると、ポリシーは停止し
てルートが破棄されます。

すべてのポリシーにおいて、実行の最後にはデフォルトの dropアクションがあります。（注）
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passステートメントを使用すると、ルートが変更されなかった場合でもポリシーは実行を継続
できます。ポリシーの実行が終了すると、ポリシーで変更されたか、ポリシーでpass処理を受
信したルートはすべてポリシーを渡し、実行は完了します。ルートポリシーB_rpがルートポ
リシーA_rp内に適用されたとき、プレフィックスがポリシーB_rpによってドロップされない
場合は、実行はポリシー A_rpからポリシー B_rpへと続けられてから、ポリシー A_rpに戻り
ます。

route-policy A_rp
set community (10:10)
apply B_rp

end-policy
!

route-policy B_rp
if destination in (121.23.0.0/16 le 32, 155.12.0.0/16 le 32) then
set community (121:155) additive
endif

end-policy
!

ポリシーがルート属性を変更するか、ポリシーが明示的な passステートメントによってルー
トを渡さないかぎり、デフォルトでルートはポリシー処理の最後にドロップされます。たとえ

ば、ルートポリシー Bがルートポリシー A内に適用されたとき、プレフィックスがポリシー
Bによってドロップされない場合は、実行はポリシーAからポリシーBへと続けられてから、
ポリシー Aに戻ります。

route-policy A
if as-path neighbor-is '123' then
apply B
policy statement N

end-policy

一方で、次のポリシーは評価するすべてのルートを渡します。

route-policy PASS-ALL
pass
end-policy

route-policy SET-LPREF
set local-preference 200
end-policy

黙示的にドロップされることに加えて、ルートは明示的なdropステートメントによってドロッ
プされることもあります。dropステートメントによってルートがすぐにドロップされるため、
ポリシー処理はこれ以上実行されません。また、dropステートメントは、それ以前に処理さ
れた passステートメントまたは属性変更をすべて上書きすることにも注意してください。た
とえば、次のポリシーはすべてのルートをドロップします。最初の passステートメントは実
行されますが、すぐに dropステートメントによって上書きされます。2番目の passステート
メントが実行されることは決してありません。
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route-policy DROP-EXAMPLE
pass
drop
pass
end-policy

1つのポリシーが別のポリシーを適用する場合、適用されるポリシーは適用するポリシーの正
しい位置にコピーされたようになり、次に、同じ drop-and-passセマンティックが施行されま
す。たとえば、次のポリシー ONEおよび TWOは、ポリシー ONE-PRIMEと同等です。

route-policy ONE
apply two
if as-path neighbor-is '123' then
pass
endif
end-policy

route-policy TWO
if destination in (10.0.0.0/16 le 32) then
drop
endif
end-policy

route-policy ONE-PRIME
if destination in (10.0.0.0/16 le 32) then
drop
endif
if as-path neighbor-is '123' then
pass
endif
end-policy

明示的な dropステートメントの効果が即時であるため、10.0.0.0/16 le 32内のルートは、これ
以上のポリシー処理なしでドロップされます。次に、その他のルートが自律システム 123に
よってアドバタイズされているかどうかを確認するために検討されます。アドバタイズされて

いる場合、それらのルートは渡されます。それ以外の場合は、すべてのポリシー処理の最後に

黙示的にドロップされます。

doneステートメントは、ポリシーの実行を停止してルートを受け入れるアクションを実行す
るように指示します。doneステートメントを検出すると、ルートが渡され、ポリシーステー
トメントはこれ以上実行されません。doneステートメントの前にルートに対して行った変更
はすべて、有効なままです。

アクション

アクションとは、ルートを変更する基本操作のシーケンスです。すべてではありませんが、大

部分のアクションは setキーワードによって区別されます。ルートポリシーでは、アクション
はグループ化できます。次に、3つのアクションから構成される 1つのルートポリシーの例を
示します。

route-policy actions
set med 217
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set community (12:34) additive
delete community in (12:56)
end-policy

If

最も単純な形式では、ifステートメントは、条件式を使用して、指定のルートで行う必要があ
るアクションまたは処理を決定します。次に例を示します。

if as-path in as-path-set-1 then
drop
endif

この例では、ASパスがセット as-path-set-1にあるすべてのルートがドロップされることを示し
ています。then句の内容には、ポリシーステートメントの任意のシーケンスが指定できます。

次の例では、2つのアクションステートメントが含まれています。

if origin is igp then
set med 42
prepend as-path 73.5 5
endif

CLIでは、endifコマンドに代わる、exitコマンドがサポートされています。

ifステートメントでは、if条件が falseの場合に実行される else句も使用できます。

if med eq 8 then
set community (12:34) additive
else
set community (12:56) additive
endif

ポリシー言語では、テストのシーケンスをつなぎ合わせるために、elseifキーワードを使用し
た構文も用意されています。

if med eq 150 then
set local-preference 10
elseif med eq 200 then
set local-preference 60
elseif med eq 250 then
set local-preference 110
else
set local-preference 0
endif

次の例に示すように、ifステートメント内のステートメント自体が ifステートメントになるこ
とがあります。
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if community matches-any (12:34,56:78) then
if med eq 150 then
drop
endif
set local-preference 100
endif

このポリシーの例では、コミュニティ値 12:34または 56:78が関連付けられたすべてのルート
で、ローカルプリファレンス属性の値が100に設定されます。ただし、これらのルートのいず
れかでMED値が 150になっている場合は、コミュニティ値 12:34または 56:78のいずれかお
よびMED 150が指定されたこれらのルートはドロップされます。

ブール条件

ifステートメントについて説明した前の項では、すべての例で trueまたは falseを評価する単
純なブール条件を使用しています。RPLには、ブール演算子を使用して、単純条件から複合条
件を構築する方法もあります。

ブール演算子には、否定（not）、論理積（and）、および論理和（or）の 3つがあります。ポ
リシー言語では、否定が最も優先され、その後に論理積、次に論理和と続きます。優先を上書

きする、または可読性を高める目的で複合条件をグループ化するために括弧を使用できます。

次に、単純条件の例を示します。

med eq 42

ルートのMEDの値が 42の場合は true、それ以外の場合は falseです。

単純条件は、not演算子を使用しても否定できます。

not next-hop in (10.0.2.2)

括弧で囲まれているブール条件は、それ自体がブール条件です。

(destination in prefix-list-1)

複合条件は次の 2つの形式のいずれかになります。複合条件は、単純式の後に and演算子が続
くか、それ自体の後に単純条件が続きます。

med eq 42 and next-hop in (10.0.2.2)

複合条件は、単純式の後に or演算子、またその後に別の単純条件が続くこともできます。

origin is igp or origin is incomplete
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複合条件全体を括弧で囲むこともできます。

(med eq 42 and next-hop in (10.0.2.2))

括弧は、サブ条件のグループの可読性を高めるために使用される場合、またはサブ条件を1つ
のユニットとして評価するように強制する場合があります。

次の例では、最優先の not演算子は、宛先のテストのみに適用されます。and演算子は、not
式の結果をコミュニティテストと組み合わせます。また、or演算子は、その結果をMEDテス
トと組み合わせます。

med eq 10 or not destination in (10.1.3.0/24) and community matches-any
([12..34]:[56..78])

優先を表すために一連の括弧を使用すると、次のようになります。

med eq 10 or ((not destination in (10.1.3.0/24)) and community matches-any
([12..34]:[56..78])

次に、複雑な式の別の例を示します。

(origin is igp or origin is incomplete or not med eq 42) and next-hop in (10.0.2.2)

左の論理積は、括弧で囲まれた複合条件です。複合条件内部の最初の単純条件は、送信元属性

の値をテストします。値が内部ゲートウェイプロトコル（IGP）の場合、複合条件内部は true
です。それ以外の場合、評価は再び送信元属性の値のテストに進み、これが不完全な場合は複

合条件内部は trueです。それ以外の場合、評価は次の成分条件（単純条件の否定）のチェック
に進みます。

apply

ポリシー定義およびポリシーのパラメータ化の項で説明したように、applyコマンドは別のポ
リシー（パラメータ化または未パラメータ化のいずれか）を別のポリシー内から実行します。

これにより、ポリシーの共通ブロックの再利用が可能になります。ポリシーの共通ブロックの

パラメータ化機能と併用した場合、applyコマンドは、設定の繰り返しを軽減するための強力
なツールになります。

接続点

ポリシーはルートに適用されるまで有用になりません。ルーティングプロトコルがルートに適

用されるポリシーを知る必要があります。たとえば、BGPではポリシーが使用されるいくつか
の状況がありますが、最も一般的なのはインポートおよびエクスポートポリシーの定義です。
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ポリシー接続点は、特定のプロトコルエンティティ（この場合 BGPネイバー）と特定の名前
付きポリシーとのアソシエーションが形成されるポイントです。検証手順がこのポイントで発

生することに留意してください。あるポリシーがアタッチされるたびに、そのポリシーとそれ

が適用される可能性があるすべてのポリシーについて、そのポリシーを接続点で有効に使用で

きるか確かめられます。たとえば、ユーザが IS-ISレベル属性を設定するポリシーを定義し、
このポリシーをインバウンド BGPポリシーとしてアタッチしようとする場合、BGPルートは
IS-IS属性を持たないため、この操作は拒否されます。同様に、使用中のポリシーが変更され
る場合、そのポリシーの現在の使用すべてについて、変更内容が現在の使用と互換性があるか

どうかが検証されます。

各プロトコルは、それぞれルートを構成する属性（コマンド）のセットの定義を持っていま

す。たとえば、BGPルートにOSPFで未定義のコミュニティ属性が存在する場合があります。
IS-IS内のルートには、BGPには未知のレベル属性があります。RIBで内部的に保持されるルー
トは、タグ属性を持つ場合があります。

あるプロトコルにポリシーがアタッチされると、プロトコルはそのポリシーがプロトコルに

とって既知のルート属性を使用して動作するものであるか確認します。プロトコルが未知の属

性を使用している場合、プロトコルはアタッチを拒否します。たとえば、OSPFはBGPコミュ
ニティの値をテストするポリシーのアタッチを拒否します。

各プロトコルは最低2つの異なるルートタイプにアクセスできるため、状況はさらに複雑にな
ります。ネイティブプロトコルルートに加え、BGPまたは IS-ISを例にすると、一部のプロ
トコルポリシー接続点は RIBルート上で動作し、これは共通の中心的表現です。BGPを例に
すると、プロトコルは RIBから BGPに再配布されたルートへポリシーを適用する接続点を提
供します。2つの異なる種類のルートを処理する接続点では、マッチングには RIB属性の動
作、設定には BGP属性の動作というように、動作の混在が許可されます。

プロトコルコンフィギュレーションは、サポートされていない動作を実行するポリシーの付加

を拒否します。

（注）

続く項では、プロトコル接続点について、各接続点で有効な属性（コマンド）および動作に関

する情報を含めて説明します。

属性および動作の詳細については、 Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routers
を参照してください。

テスト用の新しいパラメータ

BGPポリシー接続点

この項では、それぞれの BGPポリシー接続点について説明し、BGP属性と演算子の概要を示
します。

Additional-Path

additional-path接続点を使用して、さまざまな属性のマッチング演算に基づいた、いっそう詳
細な制御が行えます。この接続点は、BGPスピーカーがプレフィックスに対して複数のパスを
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送信できるように追加パスを選択するために、ルートポリシーを使用するかどうかを決定する

ために使用されます。

追加パスにより、エッジルータでのBGPプレフィックス独立コンバージェンス（PIC）が可能
になります。

次に、追加パス選択のイネーブル化に使用するルートポリシー「add-path-policy」を設定する
例を示します。

router bgp 100
address-family ipv4 unicast
additional-paths selection route-policy add-path-policy

ダンプニング

dampening接続点は BGP内でデフォルトのルートダンプニングの動作を制御します。関連す
るピアの特定のポリシーによって上書きされないかぎり、BGPのすべてのルートが関連するポ
リシーを適用して、ダンプニング属性を設定します。

次のポリシーは、BGPの IPv4ユニキャストルートのダンプニング値を設定します。/25より
具体的なこれらのルートは、/25より具体性の低いルートに比べて、ダンプ後の回復に長い時
間がかかります。

route-policy sample_damp
if destination in (0.0.0.0/0 ge 25) then
set dampening halflife 30 others default

else
set dampening halflife 20 others default

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
bgp dampening route-policy sample_damp
.
.
.

Default Originate

default originate接続点により、デフォルトルート（0.0.0.0/0）を条件に応じて生成し、他のルー
トの存在に基づいてピアにアドバタイズできます。このコンフィギュレーションは、Routing
Information Base（RIB）に対して関連付けられたポリシーの評価によって実行されます。ポリ
シーをパスするルートがある場合、デフォルトルートが生成され、関連ピアに送られます。

次のポリシーでは、RIB内に 10.0.0.0/8 ge 8 le 32にマッチするルートが存在する場合に、デフォ
ルトルートを生成して BGPネイバー 10.0.0.1に送ります。

route-policy sample-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32) then

pass
endif

end-policy

router bgp 2
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neighbor 10.0.0.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
default-originate route-policy sample-originate
.
.
.

Neighbor Export

neighbor export接続点は、特定のピアまたはピアのグループに送信するBGPルートを選択しま
す。このルートは、関連するポリシー全体に考えられる BGPルートのセットを実行すること
によって選択されます。ポリシーをパスするすべてのルートが、ピアまたはピアグループに

アップデートとして送信されます。送信されるルートは、適用されているポリシーによってそ

の BGP属性が変更されている場合があります。

次のポリシーは、すべての BGPルートをネイバー 10.0.0.5に送ります。2:100から 2:200まで
の範囲内の任意のコミュニティタグが付けられたルートは、MEDの値が 100、コミュニティ
の値が2:666で送信されます。その他のルートは、MEDの値が200、コミュニティの値が2:200
で送信されます。

route-policy sample-export
if community matches-any (2:[100-200]) then
set med 100
set community (2:666)

else
set med 200
set community (2:200)

endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.0.5
remote-as 3

address-family ipv4 unicast
route-policy sample-export out
.
.
.

Neighbor Import

neighbor import接続点は、指定ピアからのルートの受け入れを制御します。ピアから受け取る
すべてのルートは、アタッチされたポリシーについて実行されます。付加されたポリシーを渡

すルートは、最適なパスルート選択の候補として BGP Routing Information Base（BRIB）に渡
されます。

BGPインポートポリシーが変更されると、そのピアから受け取ったルートすべてを新しいポ
リシーに対して再実行することが必要になります。変更されたポリシーは、それまで全体に許

可されていたルートを廃棄し、それまで廃棄されていたルートを全体に許可します。または、

ルートが修正された方法を変更します。BGPの新しいコンフィギュレーションオプション（bgp
auto-policy-soft-reset）によって、ソフト再設定が実行されるか BGPルートリフレッシュ機能
がネゴシエートされた場合に、この変更を自動的に発生させられます。
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次の例は、ネイバー 10.0.0.1からルートを受け取る方法を示しています。コミュニティ 3:100
で受け取ったルートは、ローカルプリファレンスが 100に設定され、コミュニティタグは
2:666に設定されます。このピアからのその他のルートはすべて、ローカルプリファレンスが
200に、コミュニティタグが 2:200に設定されます。

route-policy sample_import
if community matches-any (3:100) then
set local-preference 100
set community (2:666)

else
set local-preference 200
set community (2:200)

endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.0.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
route-policy sample_import in
.
.
.

ネットワーク

network接続点はRIBからBGPへのルートの挿入を制御します。このポイントでアタッチされ
るルートポリシーは、挿入されるルートのどの有効な BGP属性でも設定できます。

次の例では、/24よりも具体的なすべてのルートに対してwell-knownコミュニティ no-exportを
設定するネットワーク接続点にアタッチされたルートポリシーを表示します。

route-policy NetworkControl
if destination in (0.0.0.0/0 ge 25) then
set community (no-export) additive

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
network 172.16.0.5/27 route-policy NetworkControl

Redistribute

OSPF内の redistribute接続点は、他のルーティングプロトコルソースからOSPFリンクステー
トデータベースにルートを挿入します。各プロトコルからインポートするルートを選択するこ

とで実行されます。その後、コストとメトリックタイプのOSPFパラメータを設定します。ポ
リシーは、set metric-typeまたは set ospf-metricコマンドを使用して OSPFへのルート挿入を制
御できます。

次の例に、ポリシー OSPF-redistを使用して IS-IS instance_10から OSPFインスタンス 1にルー
トを再配布する方法を示します。ポリシーは再配布されたすべてのルートでメトリックタイプ

を type-2に設定します。タグ 10を持つ IS-ISルートはコストが 100に設定され、タグ 20を持
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つ IS-ISルートは OSPFコストが 200に設定されます。タグが 10と 20のいずれでもない IS-IS
ルートは OSPFリンクステートデータベースに再配布されません。

route-policy OSPF-redist
set metric-type type-2
if tag eq 10 then
set ospf cost 100

elseif tag eq 20 then
set ospf cost 200

else
drop

endif
end-policy
router ospf 1
redistribute isis instance_10 policy OSPF-redist
.
.
.

Show BGP

show bgp接続点を使用して、指定のポリシーを渡す、選択した BGPルートを表示できます。
アタッチされたポリシーによってドロップされていないルートが、showbgpコマンドによる出
力に似た形式で表示されます。

次の例では、show bgp route-policyコマンドを使用して、MEDの値が 5の BGPルートを表示し
ます。

route-policy sample-display
if med eq 5 then
pass

endif
end-policy
!
show bgp route-policy sample-display

show bgp policy route-policyコマンドも存在しており、RIBがアウトバウンド BGPポリシーで
あるかのようにして、名前付きポリシーを通過したRIB内のすべてのルートを実行します。こ
のコマンドは、次の例に示すように、各ルートが変更の前と後にどのようになったかを表示し

ます。

show rpl route-policy test2

route-policy test2
if (destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32)) then
set med 333

endif
end-policy
!

show bgp

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 2
BGP main routing table version 11
BGP scan interval 60 secs
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Status codes:s suppressed, d damped, h history, * valid, > best
i - internal, S stale

Origin codes:i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path

*> 10.0.0.0 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/9 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/10 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/11 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.1.0.0/16 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.3.30.0/24 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.3.30.128/25 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.128.0.0/9 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.255.0.0/24 10.0.101.2 1000 555 0 100 e
*> 10.255.64.0/24 10.0.101.2 1000 555 0 100 e
....

show bgp policy route-policy test2

10.0.0.0/8 is advertised to 10.0.101.2

Path info:
neighbor:10.0.1.2 neighbor router id:10.0.1.2
valid external best

Attributes after inbound policy was applied:
next hop:10.0.1.2
MET ORG AS
origin:incomplete neighbor as:3 metric:10
aspath:3

Attributes after outbound policy was applied:
next hop:10.0.1.2
MET ORG AS
origin:incomplete neighbor as:3 metric:333
aspath:2 3

...

テーブルポリシー

BGPのテーブルポリシー機能を使用すると、ルートのトラフィック索引の値をグローバルルー
ティングテーブルにインストールされるときに設定できます。この機能を有効にするには

table-policyコマンドを使用します。また BGPポリシーアカウンティング機能もサポートされ
ています。

BGPポリシーアカウンティングでは、BGPルートに設定されたトラフィック索引を使用して
さまざまなカウンタをトラックします。テーブルポリシーの使用法の詳細については、『

Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「 Implementing Routing Policy
on Cisco ASR 9000 Series Router 」のモジュールを参照してください。BGPポリシーアカウン
ティングの詳細については、『 IP Addresses and Services Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routers』の「 Cisco Express Forwarding Commands on Cisco ASR 9000 Series Router 」のモ
ジュールを参照してください。

テーブルポリシーを使用すると、一致基準に基づいて RIBからのルートをドロップすること
もできます。この機能は特定のアプリケーションにおいて有用ですが、BGPがグローバルルー
ティングおよびフォワーディングテーブルにインストールしていないネイバーに対して、BGP
がルートをアドバタイズするところに、簡単にルーティング「ブラックホール」が作成されて

しまうため、注意して使用する必要があります。
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Import

import接続点を使用して、グローバルVPN IPv4テーブルから特定のVPNルーティングおよび
転送（VRF）インスタンスへのルートのインポートを制御できます。

レイヤ3VPNネットワークの場合、ProviderEdge（PE）ルータは他のPEルータからMultiprotocol
Internal Border Gateway Protocol（MP-iBGP）を通じて VPN IPv4ルートを学習し、その VRFの
インポートルートターゲットにマッチするルートターゲットを含まないルート通知を自動的

にフィルタリングして除外します。

この自動ルートフィルタリングは RPLコンフィギュレーションなしで発生します。ただし、
VRFでのルートのインポートをより詳細に制御するために、VRFインポートポリシーを設定
できます。

次の例に、ルートターゲット拡張コミュニティに基づいたマッチングおよびそれに続くネクス

トホップ設定の実行方法を示します。ルートのルートターゲット値が 10:91が設定されてい
る場合、ネクストホップは 172.16.0.1に設定されます。ルートのルートターゲット値が 11:92
が設定されている場合、ネクストホップは 172.16.0.2に設定されます。ルートの Site of Origin
（SoO）値が 10:111111または 10:111222の場合、ルートはドロップされます。一致しないす
べてのルートはドロップされます。

route-policy bgpvrf_import
if extcommunity rt matches-any (10:91) then
set next-hop 172.16.0.1

elseif extcommunity rt matches-every (11:92) then
set next-hop 172.16.0.2

elseif extcommunity soo matches-any (10:111111, 10:111222) then
pass

endif
end-policy

vrf vrf_import
address-family ipv4 unicast
import route-policy bgpvrf_import
.
.
.

bgp import接続点では、「Set」は「med」属性の有効な演算子です。（注）

Export

export接続点は、特定の VRFからグローバル VPN IPv4テーブルへのルートのエクスポート全
体を制御します。

レイヤ 3 VPNネットワークでは、VRF IPv4ルートが VPN IPv4ルートに変換されMP-iBGP経
由で他の PEルータへアドバタイズされる場合（またはある VRFから PEルータ内の他の VRF
へ流れる場合）、エクスポートルートターゲットは VPN IPv4ルートに追加されます。
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エクスポートルートターゲットのセットは RPLコンフィギュレーションなしで VRFに設定
されます。ただし、条件に応じてルートターゲットを設定するために、VRFエクスポートポ
リシーを設定できます。

エクスポートルートポリシー用にサポートされているマッチングと設定の操作例を次に示し

ます。あるルートが 172.16.1.0/24にマッチした場合、ルートターゲット拡張コミュニティは
10:101に、重みは 211に設定されます。ルートが 172.16.1.0/24にマッチしないもののその始点
が egpである場合、ローカルプリファレンスが 212に、ルートターゲット拡張コミュニティ
は 10:101に設定されます。指定された条件にマッチしないルートの場合、ルートターゲット
拡張コミュニティ 10:111222がルートに追加されます。さらに、前記の条件のいずれかにマッ
チするルートにも RT 10:111222が追加されます。

route-policy bgpvrf_export
if destination in (172.16.1.0/24) then
set extcommunity rt (10:101)
set weight 211

elseif origin is egp then
set local-preference 212
set extcommunity rt (10:101)

endif
set extcommunity rt (10:111222) additive

end-policy

vrf vrf-export
address-family ipv4 unicast
export route-policy bgpvrf-export
.
.
.

bgp export接続点では、「Set」は「med」属性の有効な演算子です。（注）

Allocate-Label

allocate-label接続点を使用して、さまざまな属性のマッチング操作に基づいた、いっそう詳細
な制御が行えます。この接続点は、IPv4ラベル付きユニキャストアドレスファミリ用にアッ
プデートをネイバーに送信するときに、inter-ASオプション C内のラベル割り当てが必要かど
うか判断するために使用されます。サポートされている属性設定アクションは、パスとドロッ

プです。

次の例に、プレフィックス 0.0.0.0をプレフィックス長 0でパスするルートポリシーの設定方
法を示します。ラベル割り当てが発生するのはプレフィックス 0.0.0.0が存在する場合だけで
す。

route-policy label_policy
if destination in (0.0.0.0/0) then
pass

endif
end-policy

router bgp 2
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vrf vrf1
rd auto

address-family ipv4 unicast
allocate-label route-policy label-policy
.
.
.

Retain Route-Target

BGP内の retain route target接続点を使用して、ルートターゲット拡張コミュニティだけに基づ
いたマッチング条件を指定できます。この接続点は、RouteReflector（RR）またはAutonomous
System Boundary Router（ASBR）で役立ちます。

通常、RRはその PEルータとのピアのためにすべての IPv4 VPNルートを保持しておく必要が
あります。これら PEは、異なるルートターゲット IPv4 VPNルートでタグ付けされたルータ
を要求する場合があり、結果としてRRが拡張不能になります。ルートターゲット拡張コミュ
ニティの定義済みセット、およびサービスする VPNの特定のセットを持つルートを RRが保
持するよう設定することで、拡張性が得られます。

この接続点を使用する別の理由は、ASBRのためです。ASBRではVRFを設定する必要はあり
ませんが、このコンフィギュレーションによって IPv4 VPNプレフィックス情報を保持する必
要があります。

次の例に、ルートポリシーリテイナーを設定し、retain route target接続点に適用する方法を示
します。ルートターゲット拡張コミュニティ10:615、10:6150、15.15.15.15.15:15を含むルート
が受け入れられます。一致しないすべてのルートはドロップされます。

extcommunity-set rt rtset1
0:615,
10:6150,
15.15.15.15.15:15
end-set

route-policy retainer
if extcommunity rt matches-any rtset1 then
pass

endif
end-policy

router bgp 2
address-family vpnv4 unicast
retain route-target route-policy retainer
.
.
.

Label-Mode

ラベルモード接続点では、プレフィックス値、コミュニティなどの任意の一致基準に基づいて

ラベルモードを選択する機能が提供されます。この接続点は、通常、ラベルモードのタイプ

を、展開環境設定に基づいて per-ceまたは per-vrfまたは per-prefixに設定するために使用され
ます。サポートされている属性設定アクションは、パスとドロップです。
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次に、VPNv4 AF（アドレスファミリ）レベルおよびVRF IPv4 AFレベルでのラベルモードの
選択例を示します。

route-policy set_label_mode
set label-mode per-prefix

end-policy
!
router bgp 100
address-family vpnv4 unicast
vrf all
label mode route-policy pass-all
!
!
vrf abc
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
label mode route-policy set_label_mode
!
!
!
end

Neighbor-ORF

neighbor-orf接続点によって、プレフィックスベースのマッチングだけを使用した着信 BGP
ルートアップデートのフィルタリングが行えます。インバウンドフィルタとしての使用に加

え、フィルタリングを実行できるよう、OutboundRouteFilter（ORF）としてプレフィックスと
処理内容（ドロップまたはパス）が上流ネイバーに送られます。

次の例に、ルートポリシー orf-presetを設定し、ネイバーORF接続点に適用する方法を示しま
す。orf-presetで指定されたプレフィックス（172.16.1.0/24、172.16.5.0/24、172.16.11.0/24）に
マッチした場合、ルートのプレフィックスはドロップされます。ネイバーが宛先に送信する前

にフィルタ更新を行うことができるように、BGPも、このインバウンドフィルタリングのほ
かに、許可または拒否とともにこれらのプレフィックスエントリをアップストリームネイバー

に送信します。

prefix-set orf-preset
172.16.1.0/24,
172.16.5.0/24,
172.16.11.0/24

end-set

route-policy policy-orf
if orf prefix in orf-preset then
drop

endif
if orf prefix in (172.16.3.0/24, 172.16.7.0/24, 172.16.13.0/24) then
pass

endif

router bgp 2
neighbor 1.1.1.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
orf route-policy policy-orf

.

.
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.

Next-hop

next-hop接続点を使用して、より詳細なプロトコルベースの制御とプレフィックスベースの
マッチング操作が行えます。この接続点は通常、ネクストホップ通知（アップまたはダウン）

イベントで実行するかどうか決定するために使用されます。

ネクストホップのトラッキングにより、BGPはBGPプレフィックスに直接影響を与えるRouting
InformationBase（RIB）内のルートの到達可能性をモニタできます。BGPネクストホップ接続
点でのルートポリシーは、特定のプレフィックス向けに BGPに配信される通知を抑制するの
に役立ちます。ルートポリシーは RIBルートに割り当てられます。通常、非 BGPルート監視
のため、ルートポリシーはネクストホップトラッキングとともに使用されます。

次の例に、プレフィックス 10.0.0.0およびプレフィックス長 8を持つスタティックルートまた
は接続ルートを監視するための、ルートポリシーを使用したBGPネクストホップトラッキン
グ機能の設定方法を示します。

route-policy nxthp_policy_A
if destination in (10.0.0.0/8) and protocol in (static, connected) then
pass

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
nexthop route-policy nxthp_policy_A
.
.
.

Clear-Policy

clear-policy接続点によって、clear bgpコマンドを使用するときに、さまざまなASパスマッチ
ング操作に基づいたより詳細な制御が行えます。この接続点は、通常、ASパスベースのマッ
チング操作に基づいて BGPフラップ統計情報をクリアするかどうか判断するときに使用しま
す。

次の例に、セット my-as-set内でマッチングを行う 1つ以上の正規表現がルートに関連付けら
れたASパスにマッチした場合に in演算子が真となるルートポリシーの設定方法を示します。
マッチした場合、clearコマンドは関連付けられたフラップ統計情報をクリアします。

as-path-set my-as-set
ios-regex '_12$',
ios-regex '_13$'

end-set

route-policy policy_a
if as-path in my-as-set then
pass

else
drop

endif
end-policy
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clear bgp ipv4 unicast flap-statistics route-policy policy_a

Debug

debug接続点を使用して、より詳細なプレフィックスベースのマッチング演算が行えます。こ
の接続点、通常、ルートのプレフィックスに基づいてさまざまな BGPコマンドのデバッグ出
力をフィルタリングするために使用されます。

次に、プレフィックス長が 8のプレフィックス 20.0.0.0だけをパスするルートポリシーを設定
する例を示します。デバッグ出力はそのプレフィックスに対してだけに表示されます。

route-policy policy_b
if destination in (10.0.0.0/8) then
pass

else
drop

endif
end-policy

debug bgp update policy_b

BGP属性と演算子

このテーブルでは、接続点ごとの BGP属性と演算子をまとめます。

表 7 : BGP属性と演算子

セット一致属性接続点

set—path-selectionadditional-paths

—matches-every

is-empty

matches-any

コミュニティ
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathaggregation

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

set

set additive

delete in

delete not in

delete all

is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set

set additive

—extcommunity cost

setis、ge、le、
eq

local-preference

setset +set -is、eg、ge、
le

med

setinnext-hop

setisorigin

—insource

suppress-route—suppress-route

set—weight
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathallocate-label

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set—label

—is、ge、le、
eq

local-preference

—is、eg、ge、
le

med

—innext-hop

—isorigin

—insource
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathclear-policy

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathdampening

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

set dampening

（ダンプニングを制御

する値の設定について

は、ダンプニング（

577ページ）を参照し
てください）

—/dampening

—indestination

—is、ge、le、
eq

local-preference

—is、eg、ge、
le

med

—innext-hop

—isorigin

—insource

—indestinationdebug
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セット一致属性接続点

prepend該当なしas-pathdefault-originate

set

set additive
該当なしcommunity

community with `peeras'

set

set additive
該当なしextcommunity cost

set該当なしextcommunity rt

set該当なしextcommunity soo

set該当なしlocal-preference

set

set +

set-assign igp

該当なしmed

set

set-to-peer-address

set-to-self

該当なしnext-hop

set該当なしorigin

該当なしinrib-has-route
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セット一致属性接続点

該当なしin

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathexport（VRF）

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

set

set additive

delete in

delete not in

delete all

is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

setis、ge、le、
eq

local-preference

setis、eg、ge、
le

med

—innext-hop

—isorigin
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セット一致属性接続点

source —in

set—weight
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathimport（VRF）

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

setis、ge、le、
eq

local-preference

setis、eg、ge、
le

med

set

set peer address

set destination vrf

innext-hop

—isorigin

—insource
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathlabel-mode

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set—label

—is、ge、le、
eq

local-preference

—is、eg、ge、
le

med

—innext-hop

—isorigin

—insource
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セット一致属性接続点

prepend

prepend most-recent

replace

in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathneighbor-in

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

set

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

communitycommunity
with ‘peeras’

—indestination

—inrd

—isevpn-route-type

はいinesi

はいinetag

はいinmac

—inevpn-originator

—inevpn-gateway

set

set additive

—extcommunity cost

set

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt
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セット一致属性接続点

extcommunity soo —is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

setis、ge、le、
eq

local-preference

set

set +

set -

is、eg、ge、
le

med

set

set peer address

innext-hop

setisorigin

—insource

set—weight

prepend

prepend
most-recent

replace

in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathneighbor-out

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

set

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

communitycommunity
with ‘peeras’

—indestination
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セット一致属性接続点

rd —in

—isevpn-route-type

ありinesi

ありinetag

ありinmac

—inevpn-originator

—inevpn-gateway

set

set additive

—extcommunity cost

set

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

setis、ge、le、
eq

local-preference

set

set +

set -

set max-unreachable

set igp-cost

is、eg、ge、
le

med

set

set self

innext-hop

setisorigin

—ispath-type

—inrd
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セット一致属性接続点

source —in

unsuppress-route—unsuppress-route

set—vpn-distinguisher

n/ainorf-prefixneighbor-orf

prepend—as-pathnetwork

set

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

—community

—indestination

set

set additive

—extcommunity cost

—route-has-labelmpls-label

set—local-preference

set

set+

set-

—med

setinnext-hop

set—origin

—isroute-type

—is、ge、le、
eq

tag

set—weight

—indestinationnext-hop

—is、inprotocol

—insource
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セット一致属性接続点

prepend—as-pathredistribute

set

set additive

delete in

delete not in

delete all

—community

—indestination

setset additive—extcommunity cost

set—local-preference

set

set+

set-

—med

setinnext-hop

set—origin

—route-has-labelmpls-label

—isroute-type

—is、eq、ge、
le

tag

set—weight

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rtretain-rt
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathshow

—is、ge、le、
eq

as-path-length

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

—is、eg、ge、
le

med

—innext-hop

—isorigin

—insource
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セット一致属性接続点

table-policy —in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-path

—is、ge、le、
eq

as-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—is、ge、le、
eq

local-preference

—indestination

—is、eg、ge、
le

med

—innext-hop

—isorigin

set—rib-metric

—insource

set—tag

set—traffic-index

一部の BGPルート属性は、さまざまな理由のため一部の BGP接続点からアクセスできませ
ん。たとえば、set med igp-cost onlyコマンドは、設定された IGPコストがあり、ソース値を示
す場合に意味があります。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0.0.0.0/0を
OSPFリンクステートデータベースに挿入できます。これはアタッチされたポリシーの評価に
よって実行されます。ローカル RIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトの
ルートがリンクステートデータベースに挿入されます。
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次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートがRIBに存在する場合に、デフォルトのルー
トを生成する方法を示します。

route-policy ospf-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
default-information originate policy ospf-originate
.
.
.

RPL：プレフィックスが is-best-path/is-best-multipathの場合

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルータは、同じ宛先への複数のパスを受信します。
標準として、デフォルトでは、BGPベストパスアルゴリズムが IPルーティングテーブルにイ
ンストールする最適なパスを決定します。これはトラフィックの転送に使用されます。

BGPは、最初の有効なパスを現在のベストパスとして割り当てます。次に、BGPは、ベスト
パスとリスト内の次のパスを比較します。このプロセスは、BGPが有効なパスのリストの最後
に到達するまで継続されます。これには、ベストパスの決定に使用されるすべてのルールが含

まれます。指定されたアドレスプレフィックスに複数のパスがある場合、BGPは次のように処
理します。

•ベストパス選択ルールに従って、パスの 1つをベストパスとして選択します。

•転送テーブルにベストパスをインストールします。各 BGPスピーカーは、ピアへのベス
トパスのみをアドバタイズします。

ベストパスのみを送信するアドバタイズメントルールは、そのピアに対して BGPスピーカ上
に存在する宛先の完全なルーティング状態を伝達しません。

（注）

BGPスピーカがピアのいずれかからパスを受信した後、ピアがそのパスをパケットの転送に使
用します。他のすべてのピアは、このピアから同じパスを受信します。これにより、BGPネッ
トワークでの一貫したルーティングが実現します。リンク帯域幅使用率を向上させるには、ほ

とんどの BGP実装では、特定の条件を満たす追加パスをマルチパスとして選択し、それらを
転送テーブルにインストールします。このような着信パケットは、ベストパスとマルチパス上

でロードバランシングされます。ピアにアドバタイズされていない転送テーブルにパスをイン

ストールできます。RRルートリフレクタは、ベストパスとマルチパスを検出します。このよ
うにして、ルートリフレクタはベストパスとマルチパスに異なるコミュニティを使用します。

この機能を使用すると、RRまたは境界ルータによって実行されるローカルの決定をBGPで通
知できます。この新機能を使用した場合は、コミュニティストリングを使用して RRによって
選択されました（たとえば、is-best-pathの場合は community 100:100）。コントローラは、どの
ベストパスがすべての Rに送信されるかを確認します。ボーダーゲートウェイプロトコル
ルータは、同じ宛先への複数のパスを受信します。ベストパスの計算を実行している間は、1
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つのベストパスが存在し、場合によっては同等のパスおよび同等でない若干数のパスが存在し

ます。したがって、best-pathと is-equal-best-pathの要件です。

BGPのベストパスアルゴリズムは、IPルーティングテーブル内でベストパスを決定し、トラ
フィックの転送に使用します。RPL内のこの機能拡張により、決定を行うためのポリシーを作
成できます。ベストパスのローカル選択のためのコミュニティストリングの追加。BGP追加パ
ス（Add Path）の導入により、BGPはベストパスよりも多くを通知するようになりました。
BGPはベストパスと、ベストパスと同等のパス全体を通知できます。これは、BGPマルチパ
スルールとすべてのバックアップパスに従っています。

OSPFポリシー接続点

この項では、それぞれの OSPFポリシー接続点について説明し、OSPF属性と演算子の概要を
示します。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0.0.0.0/0を
OSPFリンクステートデータベースに挿入できます。これはアタッチされたポリシーの評価に
よって実行されます。ローカル RIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトの
ルートがリンクステートデータベースに挿入されます。

次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートがRIBに存在する場合に、デフォルトのルー
トを生成する方法を示します。

route-policy ospf-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
default-information originate policy ospf-originate
.
.
.

Redistribute

OSPF内の redistribute接続点は、他のルーティングプロトコルソースからOSPFリンクステー
トデータベースにルートを挿入します。各プロトコルからインポートするルートを選択するこ

とで実行されます。その後、コストとメトリックタイプのOSPFパラメータを設定します。ポ
リシーは、set metric-typeまたは set ospf-metricコマンドを使用して OSPFへのルート挿入を制
御できます。

次の例に、ポリシー OSPF-redistを使用して IS-IS instance_10から OSPFインスタンス 1にルー
トを再配布する方法を示します。ポリシーは再配布されたすべてのルートでメトリックタイプ

を type-2に設定します。タグ 10を持つ IS-ISルートはコストが 100に設定され、タグ 20を持
つ IS-ISルートは OSPFコストが 200に設定されます。タグが 10と 20のいずれでもない IS-IS
ルートは OSPFリンクステートデータベースに再配布されません。
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route-policy OSPF-redist
set metric-type type-2
if tag eq 10 then
set ospf cost 100

elseif tag eq 20 then
set ospf cost 200

else
drop

endif
end-policy
router ospf 1
redistribute isis instance_10 policy OSPF-redist
.
.
.

Area-in

OSPF内の area-in接続点では、受信 OSPFタイプ 3サマリーリンクステートアドバタイズメ
ント（LSA）をフィルタリングできます。この接続点ではプレフィックスベースのマッチング
が行えるため、より詳細なタイプ 3サマリー LSAのフィルタリングが実現します。

次の例では、OSPFサマリーLSAのプレフィックスの設定方法を示します。プレフィックスが
10 .105.3.0/24、10 .105.7.0/24、10 .105.13.0/24のいずれかに一致する場合は受け入れられます。
プレフィックスが 10 .106.3.0/24、10 .106.7.0/24、10 .106.13.0/24のいずれかに一致する場合は
ドロップされます。

route-policy OSPF-area-in
if destination in (10

.105.3.0/24, 10

.105.7.0/24, 10

.105.13.0/24) then
drop

endif
if destination in (10

.106.3.0/24, 10

.106.7.0/24, 10

.106.13.0/24) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
area 1
route-policy OSPF-area-in in

Area-out

OSPF内の area-in接続点では、発信OSPFタイプ 3サマリー LSAをフィルタリングできます。
この接続点ではプレフィックスベースのマッチングが行えるため、より詳細なタイプ 3サマ
リー LSAのフィルタリングが実現します。

次の例では、OSPFサマリーLSAのプレフィックスの設定方法を示します。プレフィックスが
10 .105.3.0/24、10 .105.7.0/24、10 .105.13.0/24のいずれかに一致する場合は通知されます。プレ
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フィックスが 10.105.3.0/24、10 .105.7.0/24、10 .105.13.0/24のいずれかに一致する場合はドロッ
プされ、通知されません。

route-policy OSPF-area-out
if destination in (10

.105.3.0/24, 10

.105.7.0/24, 10

.105.13.0/24) then
drop

endif
if destination in (10

.105.3.0/24, 10

.105.7.0/24, 10

.105.13.0/24) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
area 1
route-policy OSPF-area-out out

SPF Prefix-priority

OSPF内の spf-prefix-priority接続点を使用して、OSPFv2プレフィックスのプライオリティ付け
に適用するルートポリシーを定義できます。

OSPF属性と演算子

この表では接続点ごとの OSPF属性と演算子をまとめます。

表 8 : OSPF属性と演算子

セット一致属性接続点

該当な

し

該当な

し

該当な

し

in

in

eq、ge、is、
le

destination

rib-metric

tag

distribute-list-in-area

該当な

し

該当な

し

該当な

し

in

in

eq、ge、is、
le

destination

rib-metric

tag

distribute-list-in-instance
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セット一致属性接続点

該当な

し

該当な

し

該当な

し

in

in

eq、ge、is、
le

destination

rib-metric

tag

distribute-list-in-interface

set—ospf-metricdefault-information
originate

set—metric-type

set—tag

—inrib-has-route

—indestinationredistribute

set—metric-type

set—ospf-metric

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

n/ais、le、ge、
eq

rib-metric

—isroute-type

setis、eq、ge、
le

tag

—indestinationarea-in

—indestinationarea-out

n/aindestinationspf-prefix-priority

setn/aspf-priority

n/ais、le、ge、
eq

tag

Distribute-list in

OSPF内の distribute-list in接続点では、ルートポリシーを使用して、OSPFプレフィックスを
フィルタリングできます。distribute-list inルートポリシーは、OSPFインスタンス、エリア、
およびインターフェイスレベルで設定できます。distribute-list inコマンドで使用されるルート
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ポリシーは、matchステートメント、「destination」および「rib-metric」をサポートします。
「set」コマンドはルートポリシーではサポートされません。

次は、「distribute-list in」の有効なルートポリシーの例です。

route-policy DEST
if destination in (10.10.10.10/32) then
drop

else
pass

endif
end-policy

route-policy METRIC
if rib-metric ge 10 and rib-metric le 19 then
drop

else
pass

endif
end-policy

prefix-set R-PFX
10.10.10.30

end-set

route-policy R-SET
if destination in R-PFX and rib-metric le 20 then
pass

else
drop

endif
end-policy

OSPFv3ポリシー接続点

この項では、それぞれの OSPFv3ポリシー接続点について説明し、OSPFv3属性と演算子の概
要を示します。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0::/0をOSPFv3
リンクステートデータベースに挿入できます。これはアタッチされたポリシーの評価によって

実行されます。ローカルRIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトのルートが
リンクステートデータベースに挿入されます。

次の例では、2001::/96に一致するルートがRIBに存在する場合に、デフォルトのルートを生成
する方法を示します。

route-policy ospfv3-originate
if rib-has-route in (2001::/96) then
pass

endif
end-policy
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router ospfv3 1
default-information originate policy ospfv3-originate
.
.

Redistribute

OSPFv3内の redistribute接続点は、他のルーティングプロトコルソースからOSPFv3リンクス
テートデータベースにルートを挿入します。各プロトコルからインポートするルートタイプ

を選択することで実行されます。その後、コストとメトリックタイプのOSPFv3パラメータを
設定します。ポリシーは、metric typeコマンドを使用して OSPFv3へのルート挿入を制御でき
ます。

次の例に、ポリシー OSPFv3-redistを使用して BGPインスタンス 15から OSPFインスタンス
1にルートを再配布する方法を示します。ポリシーは再配布されたすべてのルートでメトリッ
クタイプを type-2に設定します。タグ 10を持つBGPルートはコストが 100に設定され、タグ
20を持つ BGPルートは OSPFv3コストが 200に設定されます。タグが 10と 20のいずれでも
ない BGPルートは OSPFv3リンクステートデータベースに再配布されません。

route-policy OSPFv3-redist
set metric-type type-2
if tag eq 10 then
set extcommunity cost 100

elseif tag eq 20 then
set extcommunity cost 200

else
drop

endif
end-policy

router ospfv3 1
redistribute bgp 15 policy OSPFv3-redist
.
.
.

OSPFv3属性と演算子

この表では、接続点ごとの OSPFv3属性と演算子をまとめます。

表 9 : OSPFv3属性と演算子

セッ

ト

一致属性接続点

set—ospf-metricdefault-information
originate

set—metric-type

set—tag

—inrib-has-route
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セッ

ト

一致属性接続点

—indestinationredistribute

set—ospf-metric

set—metric-type

—isroute-type

—is、eq、ge、
le

tag

IS-ISポリシー接続点

この項では、それぞれの IS-ISポリシー接続点について説明し、IS-IS属性と演算子の概要を示
します。

Redistribute

IS-IS内の redistribute接続点を使用して、他のプロトコルからのルートを IS-ISによって再アド
バタイズできます。ポリシーは IS-ISに再配布するルートの種類を選択するための制御構造の
セットです。ポリシーでは、ルートを挿入する IS-ISレベルおよびそのときのメトリック値も
制御可能です。

次に例を示します。この例では、ポリシー ISIS-redistを使用して IS-ISインスタンス 1からの
ルートが IS-ISインスタンス instance_10に再配布されます。このポリシーは、再配布される
ルートすべてのレベルを level-1-2に設定します。タグ 10を持つ IS-ISルートはメトリックが
100に設定され、タグ 20を持つ IS-ISルートは IS-ISメトリックが 200に設定されます。タグ
が 10と 20のいずれでもない IS-ISルートは IS-ISデータベースに再配布されません。

route-policy ISIS-redist
set level level-1-2
if tag eq 10 then
set isis-metric 100

elseif tag eq 20 then
set isis-metric 200

else
drop

endif
end-policy

router isis instance_10
address-family ipv4 unicast
redistribute isis 1 policy ISIS-redist
.
.
.
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Default-Information Originate

IS-IS内の default-information originate接続点を使用して、デフォルトのルート 0.0.0.0/0を条件
に応じて IS-ISルートデータベースに挿入できます。

次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートが RIBに存在する場合に、IPv4ユニキャス
トのデフォルトルートを生成する方法を示します。IS-ISデータベースに挿入されるデフォル
トルート上で、IS-ISルートのコストは 100に、レベルは level-1-2に設定されます。

route-policy isis-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
set metric 100
set level level-1-2

endif
end-policy

router isis instance_10
address-family ipv4 unicast
default-information originate policy isis_originate
.

Inter-area-propagate

IS-IS内の inter-area-propagate接続点を使用して、プレフィックスをあるレベルから同じ IS-IS
インスタンス内の別のレベルへと条件に応じてプロパゲートできます。

次の例に、プレフィックスのいずれかが 10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致した場合に、プレフィック
スをレベル 1 LSPからレベル 2 LSPへリークさせる方法を示します。

route-policy isis-propagate
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router isis instance_10
address-family ipv4 unicast
propagate level 1 into level 2 policy isis-propagate
.
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IS-IS属性と演算子

この表では、接続点ごとの IS-IS属性と演算子をまとめます。

表 10 : IS-IS属性と演算子

セッ

ト

一致属性接続点

setis、eq、ge、letagredistribution

—is

ルートタイプ、ospf-nssa-type-1と
ospf-nssa-type-2を一致させることはできませ
ん。

（注）

route-type

—indestination

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

set—level

set—isis-metric

set—metric-type

—inrib-has-routedefault-information
originate

set—level

set—isis-metric

set—tag

—indestinationinter-area-propagate

EIGRPポリシー接続点

この項では、それぞれの EIGRPポリシー接続点について説明し、EIGRP属性と演算子の概要
を示します。

Default-Accept-In

default-accept-in接続点を使用すると、付加されたポリシーの評価によって EIGRPルートの条
件付きデフォルトフラグの設定とリセットが行えます。

次の例に、10.0.0.0/8にマッチするルートと最大 10.0.0.0/25までの長いプレフィックスすべて
に条件付きデフォルトフラグを設定するポリシーを示します。

route-policy eigrp-cd-policy-in
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if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy
!
router eigrp 100
address-family ipv4
default-information allowed in route-policy eigrp-cd-policy-in
.
.
.

Default-Accept-Out

default-accept-out接続点を使用すると、付加されたポリシーの評価によって EIGRPルートの条
件付きデフォルトフラグの設定とリセットが行えます。

次に、10 .10.0.0/16に一致するすべてのルートに条件付きデフォルトフラグを設定するポリシー
の例を示します。

route-policy eigrp-cd-policy-out
if destination in (10

.10.0.0/16) then
pass

endif
end-policy
!
router eigrp 100
address-family ipv4
default-information allowed out route-policy eigrp-cd-policy-out
.
.
.

Policy-In

policy-in接続点を使用して、インバウンドEIGRPルートのフィルタリングと修正が行えます。
このポリシーは、インターフェイスインバウンドルートポリシーを持たないすべてのインター

フェイスに適用されます。

次の例に、EIGRPでのコマンドを示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
route-policy global-policy-in in
.
.
.

Policy-Out

policy-out接続点を使用して、アウトバウンド EIGRPルートのフィルタリングと修正が行えま
す。このポリシーは、インターフェイスアウトバウンドルートポリシーを持たないすべての

インターフェイスに適用されます。

次の例に、EIGRPでのコマンドを示します。
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router eigrp 100
address-family ipv4
route-policy global-policy-out out
.
.
.

If-Policy-In

if-policy-in接続点を使用して、特定のEIGRPインターフェイス上で受け取るルートのフィルタ
リングが行えます。次に、GigabitEthernetインターフェイス 0/2/0/3のインバウンドポリシーの
例を示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
interface GigabitEthernet0/2/0/3
route-policy if-filter-policy-in in

.

.

.

If-Policy-Out

if-policy-out接続点を使用して、特定の EIGRPインターフェイス上で送出するルートのフィル
タリングが行えます。次に、GigabitEthernetインターフェイス 0/2/0/3のアウトバウンドポリ
シーの例を示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
interface GigabitEthernet0/2/0/3
route-policy if-filter-policy-out out

.

.

.

Redistribute

EIGRP内の redistribute接続点によって、他のルーティングプロトコルから再配布されたルー
トのフィルタリングや、ルートをEIGRPデータベースにインストールする前に一部のルーティ
ングパラメータを変更することが可能です。次の例に、RIPルートのEIGRPへの再配布をフィ
ルタするポリシーを示します。

router-policy redistribute-rip
if destination in (100.1.1.0/24) then
set eigrp-metric 5000000 4000 150 30 2000

else
set tag 200

endif
end-policy

router eigrp 100
address-family ipv4
redistribute rip route-policy redistribute-rip
.
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.

.

EIGRP属性と演算子

この表では、接続点ごとの EIGRP属性と演算子をまとめます。

表 11 : EIGRP属性と演算子

セット一致属性接続点

—indestinationdefault-accept-in

—indestinationdefault-accept-out

—indestinationif-policy-in

—innext-hop

add、
set

—eigrp-metric

setis、eq、ge、
le

tag

—indestinationif-policy-out

—innext-hop

—is、inprotocol

add、
set

—eigrp-metric

setis、eq、ge、
le

tag

—indestinationpolicy-in

—innext-hop

add、
set

—eigrp-metric

setis、eq、ge、
le

tag
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セット一致属性接続点

—indestinationpolicy-out

—innext-hop

—is、inprotocol

add、
set

—eigrp-metric

setis、eq、ge、
le

tag

—indestinationredistribute

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

add、
set

—eigrp-metric

—isroute-type

setis、eq、ge、
le

tag

RIPポリシー接続点

この項では、それぞれの RIPポリシー接続点について説明し、RIP属性と演算子の概要を示し
ます。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0.0.0.0/0を
RIPアップデートに挿入できます。これは付加されたポリシーの評価によって実行されます。
ローカルRIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトのルートが挿入されます。

次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートがRIBに存在する場合に、デフォルトのルー
トを生成する方法を示します。

route-policy rip-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router rip
default-information originate route-policy rip-originate
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Redistribute

RIP内の redistribute接続点を使用して、他のルーティングプロトコルソースから RIPデータ
ベースにルートを挿入できます。

次の例は、RIPに OSPFルートを挿入する方法を示しています。

route-policy redist-ospf
set rip-metric 5

end-policy

router rip
redistribute ospf 1 route-policy redist-ospf

Global-Inbound

RIP用 global-inbound接続点を使用して、ルートポリシーに一致するインバウンド RIPルート
のフィルタリングや更新が行えます。

次の例に、rip-inという名前のルートポリシーに一致するインバウンド RIPルートをフィルタ
する方法を示します。

router rip
route-policy rip-in in

Global-Outbound

RIP用 global-outbound接続点を使用して、ルートポリシーに一致するアウトバウンドRIPルー
トのフィルタリングや更新が行えます。

次の例に、rip-outという名前のルートポリシーに一致するアウトバウンド RIPルートをフィ
ルタする方法を示します。

router rip
route-policy rip-out out

Interface-Inbound

interface-inbound接続点を使用して、特定のインターフェイス向けルートポリシーに一致する
インバウンド RIPルートのフィルタリングや更新が行えます。

次の例に、インターフェイス 0/1/0/1向けルートポリシーに一致するインバウンド RIPルート
をフィルタする方法を示します。

router rip
interface GigabitEthernet0/1/0/1
route-policy rip-in in

Interface-Outbound

interface-outbound接続点を使用して、特定のインターフェイス向けルートポリシーに一致する
アウトバウンド RIPルートのフィルタリングや更新が行えます。
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次の例に、インターフェイス 0/2/0/1向けルートポリシーに一致するアウトバウンド RIPルー
トをフィルタする方法を示します。

router rip
interface GigabitEthernet0/2/0/1
route-policy rip-out out

RIP属性と演算子

この表では、接続点ごとの RIP属性と演算子をまとめます。

表 12 : RIP属性と演算子

セッ

ト

一致属性接続点

setnanext-hopdefault-information
originate

setnarip-metric

setnarip-tag

nainrib-has-route

naindestinationglobal-inbound

nainnext-hop

addnarip-metric

naindestinationglobal-outbound

nais、inprotocol

addnarip-metric

naindestinationinterface-inbound

nainnext-hop

addnarip-metric

naindestinationinterface-outbound

nais、inprotocol

addnarip-metric
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セッ

ト

一致属性接続点

naindestinationredistribute

setinnext-hop

setnarip-metric

setnarip-tag

naroute-has-labelmpls-label

naisroute-type

setis、eq、ge、
le

tag

PIMポリシー接続点

この項では、PIMポリシー rpf-topology接続点について説明し、PIM属性と演算子の概要を示
します。

ルーティングポリシーの非破壊編集

ルーティングポリシーの非破壊編集によって、ルーティングポリシーコンフィギュレーショ

ンモードでのデフォルトの終了動作が設定を中断するように変更されます。

デフォルトの exitコマンドは、end-policy、end-set、または end-ifとして機能します。exitコマ
ンドがルートポリシーコンフィギュレーションモードで実行される場合は、変更が適用され、

設定が更新されます。これによって、既存のポリシーが破壊されます。rpl set-exit-as-abortコ
マンドを使用すると、ルートポリシーコンフィギュレーションモードで exitコマンドのデ
フォルトの動作を上書きできます。

アタッチされたポリシーの変更

使用中のポリシーを変更する必要が生じる場合もあります。従来のコンフィギュレーションモ

デルでのポリシーの変更では、いったんポリシーを完全に削除してから再入力していました。

しかし、このモデルではポリシーがアタッチされずデフォルトのアクションが使用される時間

帯が生じてしまうため、不一致が発生する可能性がありました。この時間帯をなくすために

は、接続点で使用中のポリシーを再指定することで変更を行います。使用中の変更対象ポリ

シーを、接続点にどのポリシーも適用されない時間帯をつくらずに変更できます。

接続点で使用中のルートポリシーまたはセットは削除できません。削除によって未定義の参照

が生じるからです。接続点で使用中のルートポリシーまたはセットを削除しようとした場合、

ユーザにはエラーメッセージが表示されます。

（注）
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アタッチされないポリシーの変更

ポリシーは、接続点にアタッチされていないのであれば、存在していないセットやポリシーを

参照することが許可されます。まだ定義されていない参照セットまたはポリシーブロックの設

定を構築でき、その後、それらの定義されていないポリシーおよびセットに入力できます。こ

の設定を構築する方法によって、ポリシー定義の柔軟性がより高まります。参照するポリシー

の各部分は、ポリシーを定義しているときに設定に存在する必要はありません。このため、ポ

リシー sample2が存在しない場合でも、applyステートメントよってポリシー sample2を参照す
るポリシー sample1を定義できます。同様に、存在しないセットを参照するポリシーステート
メントを入力できます。

ただし、参照されているすべてのポリシーとセットの存在は、ポリシーが付加されたときに適

用されます。このため、ステートメント neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast policy
sample1 inを使用してインバウンド BGPポリシーで未定義ポリシー sample2を参照するポリ
シー sample1をアタッチしようとすると、ポリシー sample2が存在しないために設定が拒否さ
れます。

ルーティングポリシー設定要素の編集

RPLは、行ではなくステートメントをベースにしています。つまり、CLIからのポリシース
テートメントをはさむ beginと endのペアの内部では、改行はセパレータでしかなく、スペー
ス文字も同様です。

CLIによってルートポリシーステートメントの入力や削除が行えます。RPLでは、beginと
endの間にはさまれたポリシーの内容をテキストエディタで編集する手順が準備されていま
す。Cisco IOS XRでは、RPLポリシーの編集に次のテキストエディタを利用できます。

• Nano（デフォルト）

• Emacs

• Vim

Nanoエディタを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

Nanoエディタを使用してルーティングポリシーの内容を編集するには、EXEC モードで次の
CLIコマンドを使用します。

edit route-policy

name

nano
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ルートポリシーのコピーが一時ファイルにコピーされ、エディタが起動します。編集後、Ctrl-X
を入力してファイルを保存し、エディタを終了します。利用可能なエディタのコマンドは画面

上に表示されます。

Nanoエディタの使用について詳しくは、次の URLを参照してください。
http://www.nano-editor.org/

Cisco IOS XRソフトウェアでは、Nanoエディタの機能の一部がサポートされていません。

Emacsエディタを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

Emacsエディタを使用してルーティングポリシーの内容を編集するには、EXEC モードで次
の CLIコマンドを使用します。

edit

route-policy

name

emacs

ルートポリシーのコピーが一時ファイルにコピーされ、エディタが起動します。編集後に、

Ctrl+Xおよび Ctrl+Sのキーストロークを使用して編集バッファを保存します。エディタを保
存して終了するには、Ctrl+Xおよび Ctrl+Cのキーストロークを使用します。エディタを終了
すると、バッファがコミットされます。解析エラーがなければ、コンフィギュレーションがコ

ミットされます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# edit route-policy policy_A
----------------------------------------
== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.139281 ==
if destination in (2001::/8) then
drop

endif
end-policy
!

== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.139281 ==
Parsing.
83 bytes parsed in 1 sec (82)bytes/sec
Committing.
1 items committed in 1 sec (0)items/sec
Updating.
Updated Commit database in 1 sec

解析エラーがある場合は、編集を続行するかどうかを尋ねられます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router#edit route-policy policy_B
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== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.141738
route-policy policy_B
set metric-type type_1
if destination in (2001::/8) then

drop
endif

end-policy
!
== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.141738 ==
Parsing.
105 bytes parsed in 1 sec (103)bytes/sec

% Syntax/Authorization errors in one or more commands.!! CONFIGURATION
FAILED DUE TO SYNTAX/AUTHORIZATION ERRORS
set metric-type type_1
if destination in (2001::/8) then

drop
endif

end-policy
!

Continue editing? [no]:

yesと答えると、エディタは、中断した場所からテキストバッファを続行します。noと答える
と、実行コンフィギュレーションは変更されず、編集セッションは終了します。

Vimエディタを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

Vim（Vi IMproved）を使用したルーティングポリシーの要素の編集は、保存や終了のキース
トロークといった一部機能の違いを除き、Emacsでの編集に似ています。現在のファイルに書
き込んで終了するには、:wq、:x、または ZZのキーストロークを使用します。終了して確認
するには、:qキーストロークを使用します。終了して変更を廃棄するには、:q!キーストロー
クを使用します。

Vimの詳細なオンラインマニュアルは、次の URLから参照できます。http://www.vim.org/

CLIを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

CLIを使用して、ルートポリシーステートメントの入力や削除が行えます。ポリシーコンフィ
ギュレーションブロックは、end-policyや end-setといった適用可能なコマンドの入力によっ
て完了できます。または、CLIインタープリタでは exitコマンドでポリシーコンフィギュレー
ションブロックを完了させることも可能です。現在のポリシーコンフィギュレーションを廃

棄して global configurationモードに戻るには、abortコマンドを使用します。

XMLを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

RPLは、XMLを使用した設定要素の編集をサポートしています。XML経由で、既存のセット
を置き換えることなくエントリの後方追加、前方追加、削除が行えます。
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階層型ポリシー条件

階層型ポリシー条件機能は、他のルートポリシーの「if」ステートメント内のルートポリシー
を指定する機能をイネーブルにします。この機能によって、ルートポリシーを階層的ポリシー

に基づいたコンフィギュレーションに適用できます。

階層型ポリシー条件機能によって、Cisco IOS-XRRPLではさまざまなマッチング文に加え、さ
まざまな種類の Boolean演算子とともに使用できる条件ポリシーをサポートしています。

条件ポリシーの適用

Cisco IOS XR RPLがサポートする条件ポリシーでは、他のルートポリシーの「if」ステートメ
ント内のルートポリシーを使用できます。

Parent、Child A、および Child Bルートポリシーコンフィギュレーションを検討します。
route-policy Child A
if destination in (10.10.0.0/16) then
set local-pref 111
endif
end-policy
!

route-policy Child B
if as-path originates-from '222' then
set community (333:222) additive
endif
end-policy
!

route-policy Parent
if apply Child A and apply Child B then
set community (333:333) additive
else
set community (333:444) additive
endif
end-policy
!

上記のシナリオでは、Parentポリシーが実行されるたびに、ポリシー Child Aおよび Child Bの
結果に基づいて、ポリシーの中の「if」条件の判断が選択されます。ポリシー Parentは、次に
示すように、ポリシー mergedに相当します。

route-policy merged
if destination in (10.10.0.0/16) and as-path originates-from '222' then
set local-pref 111
set community (333:222, 333:333) additive
elseif destination in (10.10.0.0/16) then /*Only Policy Child A is pass */
set local-pref 111
set community (333:444) additive /*From else block */
elseif as-path originates-from '222' then /*Only Policy Child B is pass */
set community (333:222, 333:444) additive /*From else block */
else
set community (333:444) additive /*From else block */
endif
end-policy
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条件の適用はパラメータとともに使用され、すべての接続点およびすべてのクライアントでサ

ポートされます。条件の階層的適用は、カスケードレベル上で制約なく使用できます。

既存のルートポリシーセマンティックは、この条件適用を含むように拡張できます。

Route-policy policy_name
If apply policyA and apply policyB then

Set med 100
Else if not apply policyD then

Set med 200
Else

Set med 300
Endif
End-policy

単純な階層型ポリシーの pass/drop/done RPLステートメントの動作

次の表は、単純な階層型ポリシーのpass/drop/doneRPLステートメントの動作、および単純な
階層型ポリシーの考えられる doneステートメントの実行シーケンスを説明します。

動作考えられるdoneステートメン
トの実行シーケンス

単純な階層型ポリシーのある

ルートポリシー

プレフィックスに

「acceptable」としてマークを
付け、continue_listステートメ
ントの実行を続けます。

pass

Continue_list

pass

dropステートメントにヒット
するとただちにルートを拒否

し、ポリシー実行を停止しま

す。

Stmts_list

drop

drop

doneステートメントにヒット
するとただちにルートを受け

入れ、ポリシー実行を停止し

ます。

Stmts_list

done

done

「accept route」のある doneス
テートメントでは、ただちに

終了します。

pass

Statement_list

done

passそれから done

これは、実行時点では無効な

シナリオです。ポリシーはス

テートメントリストまたは

doneステートメントには進ま
ずに、dropステートメント自
体で実行を終了します。プレ

フィックスは、拒否またはド

ロップされます。

drop

Statement list

done

dropそれから done
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階層型ポリシー条件の pass/drop/done RPLステートメントの動作

次の項では、階層型ポリシー条件のpass/drop/doneRPLステートメントの動作、および階層型
ポリシー条件の考えられる doneステートメントの実行シーケンスを説明します。

ポリシー実行の用語：「true-path」と、「false-path」、および「continue-path」。

Route-policy parent
If apply hierarchical_policy_condition then

TRUE-PATH : if hierarchical_policy_condition returns TRUE then this path
will be executed.
Else

FALSE-PATH : if hierarchical_policy_condition returns FALSE then this path
will be executed.
End-if
CONTINUE-PATH : Irrespective of the TRUE/FALSE this path will be executed.

End-policy

動作考えられるdoneステートメン
トの実行シーケンス

階層型ポリシー条件

戻り値を「true」とし、同じポ
リシー条件内で実行を続けま

す。

「pass」の後にステートメン
トがない場合は、「true」を返
します。

pass

Continue_list

pass

戻り値を「true」とし、done
ステートメントまで実行を続

けます。「true-path」になる適
用ポリシー条件に「true」を返
します。

passまたは setアクションス
テートメント

Stmt_list

done

passそれから done

「false」を返します。条件は
「false-path」になります。

passまたは set操作のない
Stmt_list

DONE

done

プレフィックスはドロップさ

れるか拒否されます。

Stmt_list

drop

Stmt_list

drop

ネストされたワイルドカード適用ポリシー

ルーティングポリシー言語（RPL）の階層構造では、ポリシーが異なるポリシーを参照できま
す。参照されている、または呼び出されているポリシーは、子ポリシーと呼ばれます。別のポ

リシーを参照するまたは呼び出すポリシーは、親ポリシーと呼ばれます。呼び出すポリシーま

たは親ポリシーは、BGPネイバーの共通セットとの接続用の複数の子ポリシーをネストできま
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す。ネストされたワイルドカード適用ポリシーでは、適用のネスティングに基づくワイルド

カード（*）が可能です。ワイルドカード操作では、ルータ上に定義される、特定の定義済み
英数字セットを含むポリシーすべてを呼び出す一般的な applyステートメントを宣言すること
が許されています。

ワイルドカードは、applyステートメントにポリシー名の最後にアスタリスク（*）を配置する
ことによって指定されます。ワイルドカードポリシーに、パラメータを渡すことはサポートさ

れていません。ワイルドカードは、適用ポリシーのその部分が任意の値と一致することを示し

ます。

ネストされたワイルドカード適用ポリシーの例として、次のようなポリシー階層を考えてみま

す。

route-policy Nested_Wilcard
apply service_policy_customer*
end-policy

route-policy service_policy_customer_a
if destination in prfx_set_customer_a then
set extcommunity rt (1:1) additive
endif
end-policy

route-policy service_policy_customer_b
if destination in prfx_set_customer_b then
set extcommunity rt (1:1) additive
endif
end-policy

route-policy service_policy_customer_c
if destination in prfx_set_customer_c then
set extcommunity rt (1:1) additive
endif
end-policy

ここで、単一の親 applyステートメント（apply service_policy_customer*）が、指定された文字
列「service_policy_customer」を含むすべての子ポリシーを呼び出して（継承して）います。そ
れぞれの子ポリシーをグローバルに定義されると、親ポリシーは動的にポリシー名に基づいて

子ポリシーをネストします。親ポリシーを設定すると、各子ポリシーをオンデマンドで継承し

ます。親ポリシーと子ポリシーの間に、ワイルドカード一致ステートメント以上の直接的な関

連付けはありません。

ルートポリシーセットのワイルドカード

ルートポリシーは、モジュール型の形式で定義され、比較ステートメントのセットで構成され

ます。ワイルドカードを使用してセットの範囲を定義すると、ポリシーの複雑さが大幅に軽減

されます。

ワイルドカードは、さまざまなプレフィックスセット、コミュニティセット、ASパスセット、
または拡張コミュニティセットを定義するために使用できます。ポリシーセットでワイルド

カードの使用する方法については、ルーティングポリシーセットに対するワイルドカードの使

用（628ページ）を参照してください。
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ルーティングポリシーセットに対するワイルドカードの使用

この項では、ワイルドカードを使用してルーティングポリシーセットを設定する例について説

明します。

プレフィックスセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、プレフィックスセットにワイルドカードを使用してルーティングポリ

シーを設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要なプレフィックスセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# prefix-set pfx_set1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 1.2.3.4/32
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# prefix-set pfx_set2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 2.2.2.2/32
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# end-set

2. プレフィックスセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設
定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_PREFIX_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if destination in prefix-set* then pass else
drop endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定は、2つのプレフィックスセットに記載されているプレフィック
スを持つルートを受け入れ、一致しない他のすべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、プレフィックスセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が完

了します。プレフィックスセットの詳細については、prefix-set（556ページ）を参照してくだ
さい。

ASパスセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、ASパスセットにワイルドカードを使用してルーティングポリシーを設
定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要な ASパスセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# as-path-set AS_SET1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_22$',
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_25$'
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# as-path-set AS_SET2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_42$',
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_47$'
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# end-set
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2. ASパスセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_AS_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if as-path in as-path-set* then pass else drop
endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定では、2つのパスセットで説明したように、ASパス属性を持つ
ルートを受け入れ、一致しないその他すべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、ASパスセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が完了しま
す。ASパスセットの詳細については、 as-path-set（550ページ）を参照してください。

コミュニティセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、コミュニティセットにワイルドカードを使用してルーティングポリシー

を設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要なコミュニティセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# community-set CSET1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 12:24,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 12:36,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 12:72
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# community-set CSET2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 24:12,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 24:42,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 24:64
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# end-set

2. コミュニティセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定
します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_COMMUNITY_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if community matches-any community-set* then
pass else drop endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定は、コミュニティセットに記載されているコミュニティセット値

を持つルートを受け入れ、一致しない他のすべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、コミュニティセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が完了

します。コミュニティセットの詳細については、community-set（550ページ）を参照してくだ
さい。
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拡張コミュニティセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、拡張コミュニティセットにワイルドカードを使用してルーティングポリ

シーを設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要な拡張コミュニティセットを設定しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# extcommunity-set rt RT_SET1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1.2.3.4:555,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1234:555
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# extcommunity-set rt RT_SET2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1.1.1.1:777,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1111:777
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# end-set

2. 拡張コミュニティセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを
設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_EXT_COMMUNITY_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if extcommunity rt matches-any extcommunity-set*
then pass else drop endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定は、拡張コミュニティセットに記載されている拡張コミュニティ

セット値を持つルートを受け入れ、一致しない他のすべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、拡張コミュニティセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が

完了します。拡張コミュニティセットの詳細については、extcommunity-set（551ページ）を参
照してください。

ルート識別子セットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、ルート識別子セットにワイルドカードを使用してルーティングポリシー

を設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要なルート識別子セットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# rd-set rd_set_demo
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 10.0.0.1/8:77,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 10.0.0.2:888,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 65000:777
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# rd-set rd_set_demo2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 20.0.0.1/7:99,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 4784:199
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# end-set

2. ルート識別子セットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定
します。
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy use_rd_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if rd in rd-set* then set local-preference 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-if)# elseif rd in(10.0.0.2:888, 10.0.0.2:999)then
set local-preference 300
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-elseif)# endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

4. （任意）設定を確認します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# show configuration
...
Building configuration...
!! IOS XR Configuration 0.0.0
!
rd-set rd_set_demo
10.0.0.1/8:77,
10.0.0.2:888,
65000:777

end-set
!
!
rd-set rd_set_demo2
20.0.0.1/7:99,
4784:199

end-set
!

route-policy use_rd_set
if rd in rd-set* then
set local-preference 100

elseif rd in (10.0.0.2:888, 10.0.0.2:999) then
set local-preference 300

endif
end-policy
!
end

これで、ルート識別子セットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が

完了します。ルート識別子セットの詳細についてはrd-set（558ページ）、を参照してくだ
さい。

OSPFエリアセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、OSPFエリアセットにワイルドカードを使用してルーティングポリシー
を設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要な OSPFエリアセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# ospf-area-set ospf_area_set_demo1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 10.0.0.1,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 3553
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# end-set

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# ospf-area-set ospf_area_set_demo2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 20.0.0.2,
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 3673
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# end-set

2. OSPFエリアセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定
します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy use_ospf_area_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if ospf-area in ospf-area-set* then set
ospf-metric 200
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-if)# elseif ospf-area in( 10.0.0.1, 10.0.0.2 )then
set ospf-metric 300
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-elseif)# endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

4. （任意）設定を確認します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# show configuration
Building configuration...
!! IOS XR Configuration 0.0.0
!
ospf-area-set ospf_area_set_demo1
10.0.0.1,
3553

end-set
!
!
ospf-area-set ospf_area_set_demo2
20.0.0.2,
3673

end-set
!

route-policy use_ospf_area_set
if ospf-area in ospf-area-set* then
set ospf-metric 200

elseif ospf-area in (10.0.0.1, 10.0.0.2) then
set ospf-metric 300

endif
end-policy
!
end

これで、OSPFエリアセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が
完了します。

VRFインポートポリシーの強化
VRF RPLベースのインポートポリシー機能では、ルートターゲット（RT）およびポリシー内
で指定された他の基準を照合することによって、インポートルートポリシーだけに基づいてイ

ンポート操作を実行する機能が提供されます。グローバル VRFアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードでインポート RTを明示的に設定する必要はありません。インポート
RTおよびインポートルートポリシーがすでに定義されている場合、ルートはインポート RT
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で設定された RTからインポートされ、インポートルートポリシーで接続されたルートポリ
シーに従います。

この機能を有効にするには、VPNアドレスファミリコンフィギュレーションモードのVRFサ
ブモード下で source rt import-policyコマンドを使用します。

フレキシブル L3VPNラベル割り当てモード
フレキシブル L3VPNラベル割り当て機能は、ルートポリシーを使用してラベル割り当てモー
ドを設定する機能を提供します。この場合、異なる割り当てモードを異なるプレフィックスの

セットに使用できます。したがって、プレフィックス値やコミュニティなどの任意の一致基準

に基づいてラベルモードを選択できます。

プレフィックス値に基づいてMPLS/VPNラベルモードを設定するには、label modeコマンド
を使用します。ラベルモード接続点を使用すると、任意の基準に基づいてラベルモードを選択

できます。

集約されたルートの照合

集約されたルートの照合機能は、集約されていないルートから BGP集約ルートを照合するの
に役立ちます。BGPは、ネイバーに更新を送信する前に、ルートのグループを1つのプレフィッ
クスに集約できます。集約されたルートの照合機能を使用して、ルートポリシーはこの集約さ

れたルートを他のルートから切り離します。

着信ポリシーでのプライベート ASの削除
BGPは、ネイバーにパケットを送信する前に、自身の as-pathを付加します。パケットが複数
の iBGPネイバーを通過すると、as-path構造には、多くのプライベート自律システム（AS）が
追加されます。着信ポリシーでのプライベートASの削除では、RPL route-policyを使用してそ
れらのプライベート自律システムを削除する機能が与えられます。 remove as-path private-as
コマンドを使用すると、AS番号が 64512～ 65535の自律システム（AS）が削除されます。

アドミニストレーティブディスタンスの設定

アドミニストレーティブディスタンスの設定では、BGPの個別のプレフィックス単位のアド
ミニストレーティブディスタンスを変更します。RIBに同じ宛先への 2つのルートがある場
合、RIBは転送にアドミニストレーティブディスタンスが低いルートを選択します。
set-administrative-distanceコマンドは、必要なルートをRIBが選択するように、BGPルートの
アドミニストレーティブディスタンスに値を設定します。

ルーティングポリシーの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。
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ルートポリシーの定義

ここでは、ルートポリシーを定義する方法について説明します。

• Command-Line Interface（CLI）を使用して既存のルーティングポリシーを変更する場合、
このタスクを実行してポリシーを再定義する必要があります。

• RPLのスケール設定の変更には、時間がかかる場合があります。

• BGPは、大規模な RPL設定の変更が原因でクラッシュしたり、または連続した RPLの変
更時にクラッシュする可能性があります。BGPのクラッシュを回避するには、以降の変更
をコミットする前に、BGP In/Outキュー内にメッセージがなくなるまで待機します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. route-policy name [ parameter1 , parameter2 , . . . , parameterN ]
3. end-policy
4. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルートポリシーコンフィギュレーションモードを

開始します。

route-policy name [ parameter1 , parameter2 , . . . ,
parameterN ]

例：

ステップ 2

•ルートポリシーの開始後、ルートポリシーを
定義する一連のコマンドを入力できます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy
sample1

ルートポリシーの定義を終了して、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

commitステップ 4

ルーティングポリシーの BGPネイバーへのアタッチ
このタスクでは、ルーティングポリシーの BGPネイバーへのアタッチ方法を説明します。
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始める前に

ルーティングポリシーは、接続点に適用される前に、設定を済ませよく定義しておく必要があ

ります。ポリシーが事前に設定されていない場合、ポリシーが定義されていないことを示すエ

ラーメッセージが生成されます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 labeled-unicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt

| ipv6 unicast | ipv6 multicast | ipv6 labeled-unicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
5. route-policy policy-name { in | out }
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

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 2

• as-number引数は、ルータが存在する自律シス
テムを識別します。有効値は、0～65535です。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router bgp 125

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。

ネイバー IPアドレスを指定します。neighbor ip-address

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.20

アドレスファミリを指定します。address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4
labeled-unicast | ipv4 tunnel | ipv4mdt | ipv6 unicast

ステップ 4

| ipv6 multicast | ipv6 labeled-unicast | vpnv4 unicast
| vpnv6 unicast }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast

ルートポリシーをアタッチします。事前に作成と定

義を済ませておく必要があります。

route-policy policy-name { in | out }

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy example1 in
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目的コマンドまたはアクション

commitステップ 6

テキストエディタを使用したルーティングポリシーの変更

このタスクでは、テキストエディタを使用して既存のルーティングポリシーを変更する方法

を説明します。テキストエディタの詳細については、ルーティングポリシー設定要素の編集

（621ページ）を参照してください。

手順の概要

1. edit { route-policy | prefix-set | as-path-set | community-set | extcommunity-set { rt | soo
} | policy-global | rd-set } name [ nano | emacs | vim | inline { add | prepend | remove
} set-element ]

2. show rpl route-policy [ name [ detail ] | states | brief ]
3. show rpl prefix-set [ name | states | brief ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

変更するルートポリシー、プレフィックスセット、

ASパスセット、コミュニティセット、または拡張
コミュニティセットの名前を指定します。

edit { route-policy | prefix-set | as-path-set |
community-set | extcommunity-set { rt | soo } |
policy-global | rd-set } name [ nano | emacs | vim
| inline { add | prepend | remove } set-element ]

ステップ 1

•ルートポリシー、プレフィックスセット、AS
パスセット、コミュニティセット、または拡

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# edit route-policy sample1 張コミュニティセットのコピーが一時ファイル

として作成され、エディタが起動します。

• Nanoでの編集後に、エディタバッファを保存
し、Ctrl+Xキーストロークを使用してエディタ
を終了します。

• Emacsでの編集後に、Ctrl+Xおよび Ctrl+Sの
キーストロークを使用して編集バッファを保存

します。エディタを保存して終了するには、

Ctrl+XおよびCtrl+Cのキーストロークを使用し
ます。

• Vimでの編集後に、現在のファイルに書き込ん
で終了するには、:wq、:x、または ZZのキース
トロークを使用します。終了して確認するに

は、:qキーストロークを使用します。終了して
変更を廃棄するには、:q!キーストロークを使用
します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）特定の名前付きルートポリシーのコンフィ

ギュレーションを表示します。

show rpl route-policy [ name [ detail ] | states | brief
]

例：

ステップ 2

•ポリシーが使用するすべてのポリシーとセット
を表示するには detail キーワードを使用しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show rpl route-policy
sample2

•未使用、非アクティブ、アクティブ状態のもの
をすべて表示するには statesキーワードを使用
します。

•すべての拡張コミュニティセットの名前を設定
なしでリストするには、 brief キーワードを使
用します。

（任意）名前付きプレフィックスセットの内容を表

示します。

show rpl prefix-set [ name | states | brief ]

例：

ステップ 3

•名前付き ASパスセット、コミュニティセッ
ト、拡張コミュニティセットの内容を表示する

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show rpl prefix-set
prefixset1

には prefix-set キーワードをそれぞれ
as-path-set、 community-set、または
extcommunity-set にそれぞれ置き換えます。

ルーティングポリシーの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

ルーティングポリシー定義：例

次の例では、route-policy nameコマンドを使用して、sample1という BGPルートポリシーが定
義されます。ポリシーはネットワーク層到達可能性情報（NLRI）をプレフィックスセット test
内の要素と比較します。真と評価されると、ポリシーは then句の中の操作を実行します。偽と
評価されると、ポリシーは else句の中の操作を実行します。つまり、MED値を200とし、ルー
トにコミュニティ 2:100を追加します。例の最終段階では、コンフィギュレーションをルータ
にコミットし、コンフィギュレーションモードを終了してルートポリシー sample1の内容を
表示します。

configure
route-policy sample1
if destination in test then
drop
else
set med 200
set community (2:100) additive
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endif
end-policy
end
show config running route-policy sample1
Building configuration...
route-policy sample1
if destination in test then
drop
else
set med 200
set community (2:100) additive
endif
end-policy

シンプルインバウンドポリシー：例

次のポリシーは、ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）が /24よりも長いプレフィックスを
指定するルート、および NLRIが RFC 1918によって予約されているアドレス空間の宛先を指
定するルートを廃棄します。残りのルートすべてに対しては、MEDとローカルプリファレン
スを設定し、ルートのリストにコミュニティを追加します。

コミュニティリストに 101:202～106:202の範囲の値を含み、値 202を含む 16ビットタグ部分
を持つルートの場合、ポリシーは、自律システム番号 2を先頭に 2回追加し、ルートのリスト
にコミュニティ 2:666を追加します。これらのルートに対して、MEDが 666または 225のいず
れかである場合、ポリシーはルートの送信元を不完全に設定し、それ以外の場合は IGPに設定
します。

コミュニティリストが範囲 101:202～ 106:202内の値を含まない場合、ポリシーはルート内の
リストにコミュニティ 2:999を追加します。

prefix-set too-specific
0.0.0.0/0 ge 25 le 32
end-set

prefix-set rfc1918
10.0.0.0/8 le 32,
172.16.0.0/12 le 32,
192.168.0.0/16 le 32
end-set

route-policy inbound-tx
if destination in too-specific or destination in rfc1918 then
drop
endif
set med 1000
set local-preference 90
set community (2:1001) additive
if community matches-any ([101..106]:202) then
prepend as-path 2.30 2
set community (2:666) additive
if med is 666 or med is 225 then
set origin incomplete
else
set origin igp
endif
else
set community (2:999) additive
endif
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end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.1.2 address-family ipv4 unicast route-policy inbound-tx in

モジュール型インバウンドポリシー：例

次のポリシーの例に、2つの異なるピア向けに 2つのインバウンドポリシー in-100と in-101の
作成方法を示します。それらのピアに特定のポリシーを作成するとき、ポリシーは複数のピア

に共通する可能性があるポリシーの共通ブロックを再利用します。いくつかの基本的な構築ブ

ロックとして、policies common-inbound、filter-bogons、set-lpref-prependが作成されます。

filter-bogons構築ブロックは、RFC 1918アドレス空間からのルートといった不要なルートを
フィルタするシンプルなポリシーです。ポリシー set-lpref-prependは、渡されるパラメータ化
された値に応じて、ローカルプリファレンスを設定し、その先頭にASパスを追加できるユー
ティリティポリシーです。common-inboundポリシーは、これらの filter-bogons構築ブロック
を使用して、インバウンドポリシーの共通ブロックを構築します。common-inboundポリシー
は、in-100と in-101作成の構築ブロックとして、set-lpref-prepend構築ブロックとともに使用さ
れます。

これは、ポリシー言語のモジュール化機能を示すシンプルな例だといえます。

prefix-set bogon
10.0.0.0/8 ge 8 le 32,
0.0.0.0,
0.0.0.0/0 ge 27 le 32,
192.168.0.0/16 ge 16 le 32

end-set
!
route-policy in-100
apply common-inbound
if community matches-any ([100..120]:135) then
apply set-lpref-prepend (100,100,2)
set community (2:1234) additive

else
set local-preference 110

endif
if community matches-any ([100..666]:[100..999]) then
set med 444
set local-preference 200
set community (no-export) additive

endif
end-policy
!
route-policy in-101
apply common-inbound
if community matches-any ([101..200]:201) then
apply set-lpref-prepend(100,101,2)
set community (2:1234) additive

else
set local-preference 125

endif
end-policy
!
route-policy filter-bogons
if destination in bogon then

drop
else
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pass
endif

end-policy
!
route-policy common-inbound
apply filter-bogons
set origin igp
set community (2:333)

end-policy
!
route-policy set-lpref-prepend($lpref,$as,$prependcnt)
set local-preference $lpref
prepend as-path $as $prependcnt

end-policy

ルーティングポリシーセットに対するワイルドカードの使用

この項では、ワイルドカードを使用してルーティングポリシーセットを設定する例について説

明します。

プレフィックスセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、プレフィックスセットにワイルドカードを使用してルーティングポリ

シーを設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要なプレフィックスセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# prefix-set pfx_set1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 1.2.3.4/32
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# prefix-set pfx_set2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# 2.2.2.2/32
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-pfx)# end-set

2. プレフィックスセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設
定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_PREFIX_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if destination in prefix-set* then pass else
drop endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定は、2つのプレフィックスセットに記載されているプレフィック
スを持つルートを受け入れ、一致しない他のすべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、プレフィックスセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が完

了します。プレフィックスセットの詳細については、prefix-set（556ページ）を参照してくだ
さい。
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ASパスセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、ASパスセットにワイルドカードを使用してルーティングポリシーを設
定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要な ASパスセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# as-path-set AS_SET1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_22$',
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_25$'
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# as-path-set AS_SET2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_42$',
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# ios-regex '_47$'
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-as)# end-set

2. ASパスセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_AS_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if as-path in as-path-set* then pass else drop
endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定では、2つのパスセットで説明したように、ASパス属性を持つ
ルートを受け入れ、一致しないその他すべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、ASパスセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が完了しま
す。ASパスセットの詳細については、 as-path-set（550ページ）を参照してください。

コミュニティセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、コミュニティセットにワイルドカードを使用してルーティングポリシー

を設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要なコミュニティセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# community-set CSET1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 12:24,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 12:36,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 12:72
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# community-set CSET2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 24:12,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 24:42,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# 24:64
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-comm)# end-set

2. コミュニティセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定
します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_COMMUNITY_SET
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if community matches-any community-set* then
pass else drop endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定は、コミュニティセットに記載されているコミュニティセット値

を持つルートを受け入れ、一致しない他のすべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、コミュニティセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が完了

します。コミュニティセットの詳細については、community-set（550ページ）を参照してくだ
さい。

拡張コミュニティセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、拡張コミュニティセットにワイルドカードを使用してルーティングポリ

シーを設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要な拡張コミュニティセットを設定しま
す。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# extcommunity-set rt RT_SET1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1.2.3.4:555,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1234:555
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# extcommunity-set rt RT_SET2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1.1.1.1:777,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# 1111:777
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ext)# end-set

2. 拡張コミュニティセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを
設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy WILDCARD_EXT_COMMUNITY_SET
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if extcommunity rt matches-any extcommunity-set*
then pass else drop endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

このルートポリシー設定は、拡張コミュニティセットに記載されている拡張コミュニティ

セット値を持つルートを受け入れ、一致しない他のすべてのルートをドロップします。

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

これで、拡張コミュニティセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が

完了します。拡張コミュニティセットの詳細については、extcommunity-set（551ページ）を参
照してください。

ルート識別子セットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、ルート識別子セットにワイルドカードを使用してルーティングポリシー

を設定します。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
642

ルーティングポリシーの実装

ルーティングポリシーセットに対するワイルドカードの使用



1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要なルート識別子セットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# rd-set rd_set_demo
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 10.0.0.1/8:77,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 10.0.0.2:888,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 65000:777
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# end-set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# rd-set rd_set_demo2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 20.0.0.1/7:99,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# 4784:199
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rd)# end-set

2. ルート識別子セットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定
します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy use_rd_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if rd in rd-set* then set local-preference 100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-if)# elseif rd in(10.0.0.2:888, 10.0.0.2:999)then
set local-preference 300
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-elseif)# endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

4. （任意）設定を確認します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# show configuration
...
Building configuration...
!! IOS XR Configuration 0.0.0
!
rd-set rd_set_demo
10.0.0.1/8:77,
10.0.0.2:888,
65000:777

end-set
!
!
rd-set rd_set_demo2
20.0.0.1/7:99,
4784:199

end-set
!

route-policy use_rd_set
if rd in rd-set* then
set local-preference 100

elseif rd in (10.0.0.2:888, 10.0.0.2:999) then
set local-preference 300

endif
end-policy
!
end

これで、ルート識別子セットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が

完了します。ルート識別子セットの詳細についてはrd-set（558ページ）、を参照してくだ
さい。
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OSPFエリアセットに対するワイルドカードの使用

次の例に示すように、OSPFエリアセットにワイルドカードを使用してルーティングポリシー
を設定します。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで必要な OSPFエリアセットを設定します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# ospf-area-set ospf_area_set_demo1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 10.0.0.1,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 3553
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# end-set

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# ospf-area-set ospf_area_set_demo2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 20.0.0.2,
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# 3673
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-area)# end-set

2. OSPFエリアセットを参照するように、ワイルドカードを使用してルートポリシーを設定
します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# route-policy use_ospf_area_set
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# if ospf-area in ospf-area-set* then set
ospf-metric 200
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-if)# elseif ospf-area in( 10.0.0.1, 10.0.0.2 )then
set ospf-metric 300
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl-elseif)# endif
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rpl)# end-policy

3. 設定をコミットします。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# commit

4. （任意）設定を確認します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# show configuration
Building configuration...
!! IOS XR Configuration 0.0.0
!
ospf-area-set ospf_area_set_demo1
10.0.0.1,
3553

end-set
!
!
ospf-area-set ospf_area_set_demo2
20.0.0.2,
3673

end-set
!

route-policy use_ospf_area_set
if ospf-area in ospf-area-set* then
set ospf-metric 200

elseif ospf-area in (10.0.0.1, 10.0.0.2) then
set ospf-metric 300

endif
end-policy
!
end
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これで、OSPFエリアセットにワイルドカードを使用したルーティングポリシーの設定が
完了します。

VRFインポートポリシー設定：例
次に、VRFインポートポリシーの設定例を示します。

router bgp 100
address-family vpnv4 unicast
vrf all
source rt import-policy
!

その他の参考資料
ここでは、RPLの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000 Series
Routersの「Routing Policy LanguageCommands on Cisco
ASR 9000シリーズルータ」のモジュール

ルーティングポリシー言語コマンド：

コマンド構文の詳細、コマンドモード、

コマンド履歴、デフォルト設定、使用に

関する注意事項、および例

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Getting Started Guideの付録「Understanding Regular
Expressions, Special Characters and Patterns」

正規表現の構文

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

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにある Cisco MIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。 https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—
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RFC

タイトルRFC

『ABorder Gateway Protocol 4 (BGP-4)』RFC
1771

『BGPExtended Communities Attribute』RFC
4360

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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第 12 章

スタティックルートの実装

このモジュールでは、スタティックルートの実装方法について説明します。

スタティックルートは、指定のパスを通るように発信元と宛先の間でパケットを移動させる

ユーザ定義のルートです。スタティックルートは、Cisco IOS XRソフトウェアが特定の宛先
へのルートを確立できない場合に重要になることがあります。また、ルーティングできないす

べてのパケットを送るラストリゾートゲートウェイを指定する場合にも役立ちます。

Cisco IOS XRソフトウェアのスタティックルートの詳細情報とこのモジュールに掲げられた
スタティックルートコマンドの詳細については、このモジュールの関連資料（662ページ）の
項を参照してください。設定タスクを実行中に表示される他のコマンドのマニュアルを見つけ

るには、オンラインでを検索してください。 Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Commands Master List

（注）

スタティックルート実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース3.7.2

IGPプレフィックス向けダイナミックECMPサポート機能が追加されました。リリース4.0.1

IPスタティック機能の拡張オブジェクトトラッキングが追加されました。リリース4.2.1

•スタティックルートの実装の前提条件（648ページ）
•スタティックルートの実装に関する制約事項（648ページ）
•スタティックルートの実装に関する情報（648ページ）
•スタティックルートの実装方法（652ページ）
•設定例（659ページ）
•その他の参考資料（662ページ）
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スタティックルートの実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

スタティックルートの実装に関する制約事項
次の制約事項は、スタティックルートの実装時に適用されます。

•ローカルサブネットの一部である間接ネクストホップへのスタティックルーティング
（RIBによって学習されたプレフィックス。AIBではより具体的である可能性がある）で
は、出力インターフェイスを示すグローバルテーブルで、スタティックルートをネクス

トホップとして設定する必要があります。転送のドロップを避けるには、ネクストホッ

プ IPアドレスを示すグローバルテーブルで、スタティックルートがネクストホップにな
るように設定します。

•通常、ルートは、グローバルテーブルの AIBから学習され、FIBにインストールされま
す。ただし、この動作はリークされたプレフィックスには繰り返されません。グローバル

テーブルのAIBがVRFにないため、リークされたFIBエントリは、AIBに依存するグロー
バルテーブルと同じビューではなく、RIBから参照を取得します。これは、転送動作の不
整合の原因となることがあります。

スタティックルートの実装に関する情報
スタティックルートを実装するには、次の概念を理解しておく必要があります。

スタティックルート機能の概要

ネットワーキングデバイスでは、手動で設定したルート情報、またはルーティングプロトコ

ルを使用してダイナミックに学習したルート情報を使用して、パケットを転送します。スタ

ティックルートは、手動で設定され、2つのネットワークデバイス間の明示パスを定義しま
す。ダイナミックルーティングプロトコルとは異なり、スタティックルートは動的に更新さ

れず、ネットワークトポロジが変更された場合は手動で再設定する必要があります。スタティッ

クルートを使用する利点は、セキュリティが高まり、リソースが効率化されることです。スタ

ティックルートでは、ダイナミックルーティングプロトコルよりも少ない帯域幅を使用し、

ルートの計算および通信に CPUサイクルが使用されません。スタティックルートを使用する
場合の主なデメリットは、ネットワークトポロジが変更された場合に自動的に再設定されない

ことです。
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スタティックルートはダイナミックルーティングプロトコルに再配布できますが、ダイナミッ

クルーティングプロトコルによって生成されたルートは、スタティックルーティングテーブ

ルに再配布できません。スタティックルートを使用するルーティングループの設定を回避す

るアルゴリズムはありません。

スタティックルートは、外部ネットワークへのパスが1つしかない小規模ネットワークでは有
用です。また、大規模ネットワークの場合は、より厳格な制御が必要な、他のネットワークへ

の特定のタイプのトラフィックやリンクにセキュリティを提供します。一般に、大半のネット

ワークでは、ダイナミックルーティングプロトコルを使用してネットワーキングデバイス間

の通信を行いますが、特殊なケース用として 1つまたは 2つのスタティックルートを設定して
いる場合があります。

デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

スタティックルートのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは 1です。小さい
数値は、優先ルートを示します。デフォルトでは、スタティックルートは、ルーティングプ

ロトコルで学習したルートよりも優先されます。したがって、ダイナミックルートでスタティッ

クルートを上書きさせる場合、スタティックルートとともにアドミニストレーティブディス

タンスを設定できます。たとえば、OpenShortest Path First（OSPF）プロトコルで追加される、
アドミニストレーティブディスタンスが 120のルートを設定できます。OSPFダイナミック
ルートで上書きされるスタティックルートにするには、120よりも大きいアドミニストレー
ティブディスタンスを指定します。

直接接続されたルート

ルーティングテーブルは、インターフェイスを指すスタティックルートを「直接接続されて

いる」と見なします。直接接続されたネットワークは、対応する interfaceコマンドがそのプロ
トコルのルータ設定のスタンザに含まれている場合、IGPルーティングプロトコルによってア
ドバタイズされます。

直接接続されたスタティックルートでは、出力インターフェイスだけが指定されます。宛先

は、出力インターフェイスに直接接続されていると想定されるため、パケットの宛先はネクス

トホップアドレスとして使用されます。次の例に、アドレスプレフィックス 2001:0DB8::/32
を持つ宛先すべてをインターフェイスGigabitEthernet 0/5/0/0経由で直接到達可能と指定する方
法を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 gigabitethernet 0/5/0/0

直接接続されたスタティックルートは、有効なインターフェイス（つまり、アップ状態にあ

り、かつ IPv4または IPv6がイネーブルになっているインターフェイス）を示している場合に
かぎり、ルーティングテーブルに挿入される候補となります。
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再帰スタティックルート

再帰スタティックルートでは、ネクストホップだけが指定されます。出力インターフェイス

はネクストホップから取得されます。次の例に、アドレスプレフィックス 2001:0DB8::/32を
持つ宛先すべてをアドレス 2001:0DB8:3000::1のホスト経由で到達可能と指定する方法を示し
ます。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1

再帰スタティックルートが有効である（つまり、ルーティングテーブルに挿入される候補で

ある）のは、指定したネクストホップが直接的または間接的に有効な出力インターフェイスに

解決され、ルートが自己再帰型ではなく、再帰深度が IPv6転送の最大再帰深度を超えていな
い場合だけです。

自身のネクストホップ解決に使用されるのがそのルート自身である場合、ルートは自己再帰し

ます。スタティックルートが自己再帰型になった場合、RIBは再帰ルートを除外するようスタ
ティックルートに通知を送ります。

BGPルート 2001:0DB8:3000::0/16のネクストホップが 2001:0DB8::0104と仮定すると、次のス
タティックルートは IPv6RIBに挿入されません。BGPルートネクストホップがそのスタティッ
クルートを介して解決される一方で、そのルートも BGPルートを介して解決され、自己再帰
型になるからです。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)# 001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1

このスタティックルートは、自己再帰型であるため、IPv6ルーティングテーブルには挿入さ
れません。スタティックルートのネクストホップ 2001:0DB8:3000:1は、自身が再帰ルートで
ある（つまり、ネクストホップだけを指定する）BGPルート 2001:0DB8:3000:0/16を介して解
決されます。BGPルートのネクストホップ 2001:0DB8::0104は、スタティックルートを介し
て解決されます。したがって、スタティックルートは、スタティックルート自身のネクスト

ホップを解決するために使用されることになります。

一般に、自己再帰型スタティックルートの手動設定は禁止されていませんが、有用ではありま

せん。ただし、ルーティングテーブルに挿入された再帰スタティックルートが、ダイナミッ

クルーティングプロトコルを介して学習された、ネットワークでの何らかの一時的変更の結

果として自己再帰になる場合があります。このような状況が発生すると、スタティックルート

が自己再帰になった事実が検出され、そのスタティックルートはルーティングテーブルから

削除されます（設定からは削除されません）。以降のネットワーク変更によって、スタティッ

クルートが自己再帰でなくなる場合があります。この場合、そのスタティックルートはルー

ティングテーブルに再挿入されます。

完全指定のスタティックルート

完全指定のスタティックルートでは、出力インターフェイスとネクストホップの両方が指定

されています。この形式のスタティックルートは、出力インターフェイスがマルチアクセス
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インターフェイスであり、ネクストホップを明示的に識別する必要がある場合に使用されま

す。ネクストホップは、指定した出力インターフェイスに直接接続されている必要がありま

す。次の例に、完全指定のスタティックルートの定義を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 Gigethernet0/0/0/0
2001:0DB8:3000::1

完全指定のルートが有効である（つまり、ルーティングテーブルに挿入される候補である）の

は、指定された IPv4または IPv6インターフェイスがイネーブルで、アップ状態の場合です。

フローティングスタティックルート

フローティングスタティックルートは、設定されたルーティングプロトコルを介して学習さ

れたダイナミックルートのバックアップに使用されるスタティックルートです。フローティ

ングスタティックルートには、バックアップしているルーティングプロトコルよりも大きな

アドミニストレーティブディスタンスが設定されています。このため、ルーティングプロト

コルを介して学習されたダイナミックルートは、フローティングスタティックルートよりも

常に優先して使用されます。ルーティングプロトコルを介して学習されたダイナミックルー

トが失われると、フローティングスタティックルートが代わりに使用されます。次の例に、

フローティングスタティックルートの定義方法を示します。

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 210

3つのタイプのスタティックルートのいずれも、フローティングスタティックルートとして
使用できます。フローティングスタティックルートは、ダイナミックルーティングプロトコ

ルよりも大きいアドミニストレーティブディスタンスを使用して設定する必要があります。こ

れは、小さいアドミニストレーティブディスタンスが設定されたルートの方が優先されるため

です。

デフォルトでは、スタティックルートはダイナミックルートよりアドミニストレーティブディ

スタンスが小さいため、スタティックルートがダイナミックルートに優先されます。

（注）

デフォルト VRF
スタティックルートは常に VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスに関連付けられま
す。VRFには、デフォルトVRFまたは指定のVRFを設定できます。vrf vrf-name コマンドを
使用してVRFを指定することで、指定のVRFのVRFコンフィギュレーションモードに入り、
スタティックルートを設定できます。VRFが指定されない場合、デフォルトのVRFスタティッ
クルートが設定されます。
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IPv4および IPv6スタティック VRFルート
IPv4または IPv6スタティック VRFルートは、デフォルト VRF用に設定されたスタティック
ルートと同じです。IPv4および IPV6アドレスファミリがそれぞれの VRFでサポートされま
す。

ダイナミック ECMP
内部ゲートウェイプロトコル（IGP）プレフィックスのダイナミック Equal-Cost Multi-Path
（ECMP）機能は、1～ 64の IGPパスを範囲とするECMPパスの動的選択をサポートします。
非再帰的プレフィックスのECMPはダイナミックです。ASR9000拡張イーサネットラインカー
ドは、IGPプレフィックスの 64 ECMPパスをサポートしています。

この機能は、出力リンクの間でハードウェアのロードバランシングサポートを有効化します。

BGP再帰的プレフィックスでは、8～ 32個の ECMPパスが使用できます。ASR 9000拡張イー
サネットラインカードは、BGPプレフィックスの ECMPパスを 32個サポートし、ASR 9000
イーサネットラインカードは BGPプレフィックスの ECMPパスを 8個サポートします。

（注）

スタティックルートの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

スタティックルートの設定

スタティックルートは、すべてユーザが設定であり、ネクストホップインターフェイス、ネ

クストホップ IPアドレス、またはその両方を指示できます。ソフトウェアでは、インターフェ
イスが指定された場合、そのインターフェイスが到達可能であれば、スタティックルートが

ルーティング情報ベース（RIB）にインストールされます。インターフェイスが指定されてい
ない場合、ネクストホップアドレスが到達可能であれば、そのルートはインストールされま

す。このコンフィギュレーションの唯一の例外は、スタティックルートに permanent属性が設
定されている場合です。このときは到達可能性にかかわらず RIBにインストールされます。

現在は、デフォルトの VRFのみがサポートされています。VPNv4、VPNv6および VPNルー
ティング/転送（VRF）のアドレスファミリは、今後のリリースでサポートされる予定です。

（注）

ここでは、スタティックルートを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
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2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [ vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-instance } [ distance ] [

description text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# vrf vrf_A

（任意）VRFコンフィギュレーションモードを開始します。

VRFが指定されていない場合、スタティックルートはデフォルトの VRFで設定されます。

ステップ 4 address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf)# address family ipv4 unicast

アドレスファミリモードを開始します。

ステップ 5 prefix mask [ vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-instance } [ distance ] [ description text
] [ tag tag ] [ permanent ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf-afi)# 10.0.0.0/8 172.20.16.6 110

アドミニストレーティブディスタンス 110を設定します。

•次に、アドミニストレーティブディスタンスが 110より小さいダイナミック情報が使用できない場
合、172.20.16.6のネクストホップを介してネットワーク 10.0.0.0のパケットをルーティングする方法
の例を示します。
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ステップ 6 commit

デフォルトのスタティックルートは、多くの場合、単純なルータトポロジで使用され

ます。次の例では、アドミニストレーティブディスタンス 110でルートが設定されま
す。

configure
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1 110
end

フローティングスタティックルートの設定

ここでは、フローティングスタティックルートを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [ vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-instance } [ distance ] [

description text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# vrf vrf_A

（任意）VRFコンフィギュレーションモードを開始します。

VRFが指定されていない場合、スタティックルートはデフォルトの VRFで設定されます。
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ステップ 4 address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf)# address family ipv6 unicast

アドレスファミリモードを開始します。

ステップ 5 prefix mask [ vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-instance } [ distance ] [ description text
] [ tag tag ] [ permanent ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201

アドミニストレーティブディスタンス 201を設定します。

ステップ 6 commit

フローティングスタティックルートは、しばしば接続失敗時のバックアップパスの

準備として使用されます。次の例では、アドミニストレーティブディスタンス 201で
ルートが設定されます。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201
end

PE-CEルータ間でのスタティックルートの設定
このタスクでは、PE-CEルータ間でのスタティックルーティングの設定方法について説明し
ます。

6VPE（IPv6 VPN Provider Edge）では、VRFフォールバックはサポートされていません。（注）

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [ vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface- path-id } [ distance ] [

description text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# vrf vrf_A

（任意）VRFコンフィギュレーションモードを開始します。

VRFが指定されていない場合、スタティックルートはデフォルトの VRFで設定されます。

ステップ 4 address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf)# address family ipv6 unicast

アドレスファミリモードを開始します。

ステップ 5 prefix mask [ vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface- path-id } [ distance ] [ description text ]
[ tag tag ] [ permanent ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201

アドミニストレーティブディスタンス 201を設定します。

ステップ 6 commit

次の例では、PEルータとCEルータ間のスタティックルートが設定され、VRFがスタ
ティックルートに関連付けられます。

configure
router static
vrf vrf_A
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.2 120
end
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許可できるスタティックルートの最大数の変更

このタスクでは、スタティックルートの許容される最大数の変更方法について説明します。

始める前に

あるルータ上で特定のアドレスファミリに設定できるスタティックルートの数は、デフォル

トで 4000に制限されています。maximum pathコマンドを使用して、この上限を増大または
減少させることが可能です。maximum pathコマンドを使用して、指定されたアドレスファミ
リの静的ルートの設定済み最大許容数を、現在設定されている静的ルートの数よりも少なくし

た場合、この変更は拒否されることに注意してください。さらに、グループ化されている場合

にルートのバッチをコミットした結果、設定される静的ルートの数が許可された最大数を超え

たときは、バッチ内の最初の n 個のルートが受け入れられる、という動作も理解しておく必
要があります。以前に設定されていた数が受け入れられ、残りは拒否されます。引数 n は、
最大許容数と以前設定された数との差です。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router static
3. maximum path { ipv4 | ipv6 } value
4. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 maximum path { ipv4 | ipv6 } value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# maximum path ipv4 10000

許可できるスタティックルートの最大数を変更します。

• IPv4または IPv6アドレスプレフィックスを指定します。

•指定したアドレスファミリのスタティックルートの最大数を指定します。範囲は 1～ 140000です。

•この例では、スタティック IPv4ルートの最大数を 10000に設定します。
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ステップ 4 commit

インターフェイスnull0をポイントするようにスタティックルートを設定することで、
特定のプレフィックスへのトラフィックを廃棄できます。たとえば、プレフィックス

2001:0DB8:42:1/64へのすべてのトラフィックを廃棄する必要がある場合は、次のスタ
ティックルートが定義されます。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8:42:1::/64 null 0
end

スタティックルートを使用した VRFの関連付け
ここでは、VRFをスタティックルートと関連付ける方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [vrf vrf-name ] {next-hop ip-address | interface-name } {path-id } [ distance ] [

description text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RSP0
/CPU0:router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static)# vrf vrf_A

VRFコンフィギュレーションモードを開始します。
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ステップ 4 address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf)# address family ipv6 unicast

アドレスファミリモードを開始します。

ステップ 5 prefix mask [vrf vrf-name ] {next-hop ip-address | interface-name } {path-id } [ distance ] [ description text ] [
tag tag ] [ permanent ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201

アドミニストレーティブディスタンス 201を設定します。

ステップ 6 commit

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

トラフィック廃棄の設定：例

インターフェイス null 0をポイントするようにスタティックルートを設定することで、特定の
プレフィックスへのトラフィックを廃棄できます。たとえば、プレフィックス2001:0DB8:42:1/64
へのすべてのトラフィックを廃棄する必要がある場合は、次のスタティックルートが定義され

ます。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8:42:1::/64 null 0
end

デフォルトの固定ルートの設定：例

デフォルトのスタティックルートは、多くの場合、単純なルータトポロジで使用されます。

次の例では、アドミニストレーティブディスタンス 110でルートが設定されます。

configure
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1 110
end

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
659

スタティックルートの実装

設定例



フローティングスタティックルートの設定：例

フローティングスタティックルートは、しばしば接続失敗時のバックアップパスの準備とし

て使用されます。次の例では、アドミニストレーティブディスタンス201でルートが設定され
ます。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201
end

スタティックルーティング向けネイティブ UCMPの設定
トラフィックが2つ以上のリンクで負荷分散されているネットワークでは、リンク上で等価メ
トリックを設定すると、Equal Cost Multipath（ECMP;等コストマルチパス）ネクストホップ
が作成されます。ロードバランシング中にリンクの帯域幅が考慮されないため、より高い帯域

幅のリンクが十分に活用されません。この問題を回避するには、より高い帯域幅のリンクがリ

ンクの容量に比例してトラフィックを伝送するように、不等コストマルチパス（UCMP）を
ローカル（ローカルUCMP）またはネイティブ（ネイティブUCMP）で設定できます。UCMP
は、IPv4および IPv6のスタティック VRFルートをサポートしています。

ローカル UCMP：すべてのスタティックルートは同じリンクメトリックで設定されます。ス
タティックIGPは、リンクの帯域幅に基づいて負荷メトリックを計算し、リンク上のトラフィッ
クを負荷分散します。ただし、ローカル UCMPでは、（複数ホップ離れた）宛先に近いリン
ク間のロードバランシング時に帯域幅を考慮しません。

ネイティブ UCMP：より高い帯域幅のリンク上のスタティックルートは、より低い帯域幅の
リンク上のルートに優先されるように、より低いリンクメトリックで構成されます。スタティッ

ク IGPは、リンクの帯域幅に基づいて負荷メトリックを計算し、より高い帯域幅のリンクおよ
びより低い帯域幅のリンクから出るトラフィックの割合を決定します。設定されたリンクメト

リックとエンドツーエンドの使用可能な帯域幅を照合することで、ネイティブUCMPは、（複
数ホップ離れた）宛先に近いリンク間でトラフィックを効果的に負荷分散できます。

設定例

次の図のトポロジについて考えます。ルータA1からのトラフィックのロードバランシングで
は、ローカル UCMPが使用されている場合、10Gと 100Gの両方のリンクには等しいリンク
メトリックが設定されます。負荷メトリックが高いため、スタティック IGPは 100Gリンクか
らより多くのトラフィックを送信することを決定します。ただし、ルータA2からのトラフィッ
クのロードバランシングでは、ローカル UCMPはルータ C1および C2へのリンク上でのみ機
能します。ルータ C1からルータ A1およびルータ C2からルータ A1へのトラフィックのロー
ドバランシングでは、ネイティブ UCMPが推奨されます。その結果、ローカル UCMPはシン
グルホップの宛先でのみ使用され、ネイティブUCMPはマルチホップの宛先で使用されます。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
660

スタティックルートの実装

フローティングスタティックルートの設定：例



図 26 :スタティックルーティングのための不等コストマルチパス

スタティックルーティング用に UCMPを設定するには、次の手順を実行します。

1. 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。
RP/0/0/CPU0:Router# configure

2. スタティックルーティングモードを開始します。
RP/0/0/CPU0:Router(config)# router static

3. IPv4または IPv6アドレスファミリ用に負荷メトリックを使用して UCMPを設定します。
RP/0/0/CPU0:Router(config-static)# address-family ipv4 unicast
RP/0/0/CPU0:Router(config-static-afi)# 10.10.10.1/32 GigabitEthernet 0/0/0/1 metric
10

この例では、IPv4アドレスファミリ用に UCMPを設定しました。IPv6アドレスファミリ
用に UCMPを設定するには、次の設定例を使用します。
RP/0/0/CPU0:Router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/0/CPU0:Router(config-static-afi)# 10:10::1/64 GigabitEthernet 0/0/0/1 metric 10

4. スタティック設定モードを終了し、設定をコミットします。
RP/0/0/CPU0:Router(config-static-afi)# exit
RP/0/0/CPU0:Router(config-static)# exit
RP/0/0/CPU0:Router(config)# commit
Fri Feb 19 06:16:33.164 IST
RP/0/0/CPU0:Feb 19 06:16:34.273 : ipv4_static[1044]:
%ROUTING-IP_STATIC-4-CONFIG_NEXTHOP_ETHER_INTERFACE :
Route for 10.10.10.1 is configured via ethernet interface

UCMPを使用して設定する必要のあるすべてのルータで、この手順を繰り返します。

PE-CEルータ間のスタティックルートの設定：例
次の例では、PEルータと CEルータ間のスタティックルートが設定され、VRFがスタティッ
クルートに関連付けられます。

configure
router static
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vrf vrf_A
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.2 120
end

その他の参考資料
ここでは、スタティックルートの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routersの「Static Routing Commands」

スタティックルート管理コマンド：コマンド構

文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デ

フォルト設定、使用上の注意事項、および例

MPLS Configuration Guide for Cisco ASR 9000
Series RoutersMPLS Configuration Guide for
Cisco NCS 560 Series Routers

MPLSレイヤ 3 VPNコンフィギュレーション：
コンフィギュレーションの概念、設定作業、お

よび例

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

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの場所を特定してダウンロードするには、次
のURLにあるCiscoMIB Locatorを使用して、[Cisco Access Products]メニューからプラッ
トフォームを選択します。 https://mibs.cloudapps.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

—

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。
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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/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノ
ロジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへ

のリンクなどの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページから詳細情報に
アクセスできます。
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第 13 章

RCMDの実装

このモジュールでは、RCMDの実装方法について説明します。

RCMDの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 4.2.0

•ルート収束モニタリングおよび診断（665ページ）
•ルート収束モニタリングおよび診断の設定（666ページ）
•ルート収束モニタリングおよび診断のプレフィックスモニタリング（669ページ）
•ルート収束モニタリングおよび診断の OSPFタイプ 3/5/7リンクステートアドバタイズメ
ントのモニタリング（669ページ）

• IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングの有効化（670ページ）
• OSPFプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化（671ページ）
•タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングの有効化（672ページ）
• IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例（673ページ）
• OSPFのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例（673ページ）
•タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネーブル化：例（674ページ）

ルート収束モニタリングおよび診断
Route Convergence Monitoring and Diagnostics（RCMD）は、OSPFと ISISのコンバージェンス
イベントをモニタし、SPFの実行とルートおよびルータ上のすべての LCの LDPラベルのプロ
ビジョニングにかかる時間についての詳細情報を収集します。

RCMDはルートの収束に関するデータを収集およびレポートするツールです。RCMDメカニ
ズムの主な機能は次のとおりです。

•ルーティングコンポーネント間でルートフローマーカーを使用するLightweightおよび常
時接続（すべてのノードおよびMC）。

•ほとんどの収束イベントと影響を受けるすべてのルートを追跡。
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•各コンバージェンスイベントベースの統計情報とタイムラインを含むルータ内ビューを
装備。

•タイムライン/SLAを測定し、指定した EEMアクションを超過時にトリガー。

• CLI/XMLインターフェイスによる「ルータ上」レポート。

•各 RCMD対応ルータは収束に関するデータのダイジェストを提供。

RCMDで監視およびレポートされるイベントは、次のとおりです。

• OSPFおよび IS-IS SPFイベント（デフォルト VRFのみ）。

•特定の外部またはエリア間のレベルのプレフィックスの追加/削除。

• LSA/LSPの変更に対する IGPフラッディングの伝搬遅延。

RCMDは次の 2種類のモードで動作します。

•モニタリング：イベントを検出し、コンバージェンスを測定します。

•診断：異常イベントに関する追加の（デバッグ）情報の収集。

ルート収束モニタリングおよび診断の設定
ルート収束モニタリングおよび診断を設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router-convergence
3. collect-diagnostics location
4. event-buffer-size number
5. max-events-stored number
6. monitoring-interval minutes
7. node node-name
8. protocol
9. priority
10. disable
11. leaf-network number
12. threshold value
13. storage-location
14. diagnostics directory-path-name
15. diagnostics-size
16. reports directory-path-name
17. reports-size
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

ルータの収束モニタリング診断（rcmd）のコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

router-convergence

例：

ステップ 2

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config)#router-convergence

指定したノードの診断を収集するように設定しま

す。

collect-diagnostics location

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd)#collect-diagnostics 0/3/CPU0

イベントトレースを保存するためにイベントバッ

ファサイズを（イベント数として）設定します。

event-buffer-size number

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd)#event-buffer-size 100

サーバに保存されるイベントの最大数を設定しま

す。

max-events-stored number

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd)#max-events-stored 10

ログを収集する間隔（分）を設定します。monitoring-interval minutes

例：

ステップ 6

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd)#monitoring-interval 120

指定したノードにパラメータを設定します。node node-nameステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rcmd)#node

RCMDパラメータを設定するプロトコルを指定し
ます。

protocol

例：

ステップ 8

• ISIS：ISISプロトコルに関連するパラメータを
設定するには、ISISを設定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rcmd)#protocol

ISIS
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rcmd-proto)#

• OSPF：OSPFプロトコルに関連するパラメー
タを設定するには、OSPFを設定します。

指定したプロトコルのルート収束モニタリングのプ

ライオリティを設定します。

priority

例：

ステップ 9

• Critical：プライオリティが「critical」のルート
のルートコンバージェンスを監視するよう設

定

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-proto)#priority critical
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rcmd-proto-prio)#
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目的コマンドまたはアクション

• High：プライオリティが「high」のルートの
ルートコンバージェンスを監視するよう設定

• Medium：プライオリティが「medium」のルー
トのルートコンバージェンスを監視するよう

設定

• Low：プライオリティが「low」のルートのルー
トコンバージェンスを監視するよう設定

指定したプライオリティのルートコンバージェン

スのモニタリングを無効にします。

disable

例：

ステップ 10

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-proto-prio)#disable

リーフネットワークのモニタリングをイネーブル

にします。監視するリーフネットワークの最大数

を指定します。最大数の範囲は 10～ 100です。

leaf-network number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-proto-prio)#leaf-network 100

ステップ 11

コンバージェンスのしきい値をミリ秒で指定しま

す。しきい値は範囲内から選択します。範囲は0～
4294967295ミリ秒です。

threshold value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-proto-prio)#threshold 1000

ステップ 12

診断レポートを格納するディレクトリの絶対パスを

指定します。

storage-location

例：

ステップ 13

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd)#storage-location
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rcmd-store)#

診断レポートを格納するディレクトリの絶対パスを

指定します。directory-path-nameを設定します。
例：/disk0:/rcmd/または <tftp-location>/rcmd/

diagnostics directory-path-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-store)#diagnostics
/disk0:/rcmd

ステップ 14

診断ディレクトリの最大サイズを指定します。サイ

ズを %で設定します。範囲は 5 %～ 80 %です。
diagnostics-size

例：

ステップ 15

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-rcmd-store)#
diagnostics-size 8

レポートを格納するディレクトリの絶対パスを指定

します。directory-path-nameを設定します。
例：/disk0:/rcmd/または <tftp-location>/rcmd/

reports directory-path-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-store)#reports /disck0:/rcmd

ステップ 16
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目的コマンドまたはアクション

レポートディレクトリの最大サイズを指定します。

サイズを %で設定します。範囲は 5 %～ 80 %で
す。

reports-size

例：

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-rcmd-store)#reports-size 8

ステップ 17

ルート収束モニタリングおよび診断のプレフィックスモ

ニタリング
ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）のプレフィックスモニタリング機能を使用する
と、Open Shortest Path First（OSPF）および Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
の内部ゲートウェイプロトコル（IGP）の特定のプレフィックスの収束をモニタできます。IGP
では、ルート情報が作成されると、設定されているプレフィックスリストと照合してプレフィッ

クスが確認されます。モニタするプレフィックスが見付かった場合は、モニタ対象としてマー

クされ、各プレフィックスの変更イベントに関する情報がキャプチャされます。RCMDのプレ
フィックスモニタリングでは、ネットワーク内の RCMD対応の各ルータで特定のプレフィッ
クスを個別にモニタします。最大で 10個のプレフィックスをモニタできます。個々のプレ
フィックスのモニタリングは、特定のサービスエンドポイントの接続および可用性をモニタす

るためにカスタマーネットワークのエッジで有効にされているプローブを補完するものです。

IS-ISのプレフィックスに対する RCMDプレフィックスモニタリングを有効にするには、ルー
タの IS-ISモニタコンバージェンスコンフィギュレーションモードで、prefix-listコマンドを
設定します。OSPFのプレフィックスに対するRCMDプレフィックスモニタリングを有効にす
るには、ルータのOSPFモニタコンバージェンスコンフィギュレーションモードで、prefix-list
コマンドを設定します。

個別のプレフィックスモニタリングの場合、モニタリングによって OSPFまたは ISISルート
の収束に影響が生じないように、プレフィックスはルート計算のために表示される前にマーク

されます。

ルート収束モニタリングおよび診断の OSPFタイプ 3/5/7
リンクステートアドバタイズメントのモニタリング

ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）の OSPFタイプ 3/5/7のリンクステートアドバ
タイズメント（LSA）のモニタリング機能では、LSAのモニタリング中に LSAにフラグを付
けて区別します。タイプ3/5/7LSAに対するルートの変更は、モニタする必要があります。ルー
ト計算の際に、ルートの送信元がタイプ 3/5/7 LSAのようであり、ルート変更が追加または削
除アクションである場合は、それらのプレフィックスをモニタする必要があります。RCMDで
は、タイプ 3/5/7 LSAのすべてを対象として、利用可能なパスの削除（パージ操作）と最初の
パスの追加（復元操作）をすべてモニタします。OSPFタイプ 3/5/7 LSAは個々のプレフィッ
クスごとにモニタされ、報告されます。ただし、パスの変更に関連する変更操作は全体として
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の到達可能性に影響を与えないため、モニタされません。レポート用にすべてのプレフィック

スがログに記録されますが、収束のトラッキングは SPFの実行で影響を受ける最初の 10個の
プレフィックスにレート制限されます。

RCMD OSPFタイプ 3/5/7 LSAのモニタリングを有効にするには、ルータの OSPFモニタコン
バージェンスコンフィギュレーションモードで、track-external-routesと track-summary-routes
を設定します。

IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングの有効化
IS-ISのプレフィックスに対する個々のプレフィックスのモニタリングを有効にするには、次
のタスクを実行します。

始める前に

個々のプレフィックスのモニタリングを有効にするには、最初に {ipv4 | ipv6} prefix-listコマン
ドを使用して、プレフィックスリストを設定します。次に、prefix-list コマンドでこのプレ
フィックスリストを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast |multicast]
4. monitor-convergence
5. prefix-list prefix-list-name
6. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティ
ングを有効にし、ルータをルータコンフィギュレー

ションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router isis isp

ステップ 2

IS-ISアドレスファミリのコンフィギュレーション
モードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} [unicast |multicast]

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-isis)#address-family ipv6 unicast

IS-ISプロトコルのルート収束モニタリングを有効に
します。

monitor-convergence

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-isis-af)#monitor-convergence
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目的コマンドまたはアクション

IS-ISのプレフィックスの個々のプレフィックスモ
ニタリングを有効にします。

prefix-list prefix-list-name

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-isis-af-rcmd)#prefix-list
isis_monitor

commitステップ 6

OSPFプレフィックスのRCMDモニタリングのイネーブル
化

OSPFのプレフィックスに対する個々のプレフィックスのモニタリングを有効にするには、次
のタスクを実行します。

始める前に

個々のプレフィックスのモニタリングを有効にするには、最初に {ipv4 | ipv6} prefix-listコマン
ドを使用して、プレフィックスリストを設定します。次に、prefix-listコマンドでこのプレ
フィックスリストを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf ospf-process-name
3. monitor-convergence
4. prefix-list prefix-list-name
5. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospf ospf-process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを有効にし、ルータコンフィギュレーションモード
でルータを配置します。

ステップ 3 monitor-convergence

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf)#monitor-convergence
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OSPFルート収束モニタリングを有効にします。

ステップ 4 prefix-list prefix-list-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-ospf-af-rcmd)#prefix-list ospf_monitor

OSPFのプレフィックスの個々のプレフィックスモニタリングを有効にします。

ステップ 5 commit

OSPFのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例

この例では、個々のOSPFプレフィックスに対する RCMDモニタリングをイネーブル
にする例を示します。

ipv6 prefix-list ospf_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router ospf 100
monitor-convergence
prefix-list ospf_monitor

タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングの有効化
タイプ 3/5/7 OSPF LSAに対する RCMDのモニタリングを有効にするには、次のタスクを実行
します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf 100
3. track-external-routes
4. track-summary-routes
5. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf 100

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)#router ospf 100

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

外部の（タイプ 3/5/7）LSAプレフィックスモニタ
リングの追跡を有効にします。

track-external-routes

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-af-rcmd)#track-external-routes

サマリー（エリア間）ルートのモニタリングの追跡

を有効にします。

track-summary-routes

例：

ステップ 4

RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-ospf-af-rcmd)#track-summary-routes

commitステップ 5

IS-ISのプレフィックスのRCMDモニタリングのイネーブ
ル化：例

この例では、個々の IS-ISプレフィックスに対する RCMDプレフィックスモニタリングを実
行する例を示します。

ipv6 prefix-list isis_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router isis isp
address-family ipv6 unicast
monitor-convergence
prefix-list isis_monitor

OSPFのプレフィックスのRCMDモニタリングのイネーブ
ル化：例

この例では、個々の OSPFプレフィックスに対する RCMDモニタリングをイネーブルにする
例を示します。

ipv6 prefix-list ospf_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router ospf 100
monitor-convergence
prefix-list ospf_monitor
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タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネー
ブル化：例

この例では、OSPF外部 LSAとサマリールートに対するプレフィックスモニタリングの追跡
をイネーブルにする例を示します。

router ospf 100
monitor-convergence
track-external-routes
track-summary-routes
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第 14 章

データプレーンセキュリティの実装

データプレーンセキュリティ（DPSec）機能は、外部送信元から LISP VPNへのトラフィック
注入を防止します。DPSecは、Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）のサポートを使用して
構築されたルーティングロケータ（RLOC）ネットワークの整合性に依存します。

認証や暗号化のオーバーヘッドを発生させずに LISP共有モードセグメンテーションを有効に
するため、DPSec機能では、ネットワーク上でURPFを適用する送信元RLOCカプセル化解除
フィルタリングというメカニズムを使用します。ネットワークに設定されている URPFは、
URPFによってすでに証明されているトラフィックの許容可能RLOCのリストを配布します。
これにより、LISP制御およびデータパケットの送信元 RLOCアドレスをスプーフィングでき
なくなります。DPSec機能では、各EIDインスタンスの有効なカプセル化送信元のリストを使
用して、xTRと PxTRでのカプセル化解除時に LISPデータパケットのフィルタリングを行い
ます。

• LISP転送は Cisco ASR 9000高密度100GEイーサネットラインカードでサポートされてい
ますが、LISP IPv6 RLOCおよび LISPデータプレーンセキュリティ機能は、これらのカー
ドではサポートされていません。

（注）

データプレーンセキュリティの機能の履歴

この機能が導入されました。リリース
5.3.0

•データプレーンセキュリティに関する情報（675ページ）
•データプレーンセキュリティの実装方法（681ページ）
•その他の参考資料（691ページ）

データプレーンセキュリティに関する情報
LISPデータプレーンセキュリティ機能により、LISP VPNからのトラフィックのみが VPNで
カプセル化を解除できます。データプレーンセキュリティを理解するには、それがサポートし

ている次の機能と概念を十分に理解しておく必要があります。
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送信元 RLOCカプセル化解除のフィルタリング
次に、共有共通 RLOCコアを介して、LISP EIDインスタンス ID（IID）100および 200を使用
しているカスタマーネットワークをそれぞれ青と黒で示した図を示します。LISPデータパケッ
トをカプセル化を解除すると、PxTRは、インスタンス ID 100を伝送しているパケットの a1、
a2、または a3のカプセル化ヘッダー内に送信元（SRC）RLOCがあることを検証します。同様
に、インスタンス ID 200の場合、PxTRは RLOC送信元が b1、b2、または b3であることを検
証します。

有効な送信元RLOCを伝送しないLISPカプセル化データパケットはドロップされます。RLOC
空間URPFの適用と送信元RLOCベースのカプセル化解除フィルタリングを組み合わせること
で、テナントVPNのメンバーではない送信元がVPNにトラフィックを挿入できないようにし
ます。

EIDインスタンスメンバーシップの配布
送信元 RLOCフィルタリングソリューションを展開するには、マッピングシステムを介して
有効なRLOCのリストをカプセル化解除を実行するボックスにプッシュするための自動化され
たメカニズムが必要です。この機能は、マップサーバによって実行されます。マップサーバ

は、Map-Registerメッセージで受信したマッピングレコード内の RLOC情報を使用して、EID
インスタンス IDとRLOCのメンバーシップリストを作成します。EIDインスタンス IDで識別
されたVPNのパケットのカプセル化解除が必要なすべてのxTRとPxTRに完全なリストがプッ
シュされます。
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この例では、マップサーバがカスタマーごとに個別のVPN（EIDインスタンス）メンバーシッ
プリストを作成し、リストの内容をプッシュします。カスタマー Aの 2つの xTRはそれぞれ
のサイトの RLOCを登録します。各ユーザは、マップサーバから、カスタマー Aのすべての
xTFのRLOCの完全なリストを受信します。受信したリストは、カプセル化解除トラフィック
をフィルタリングし、データプレーンのセキュリティを適用するために使用されます。

PxTRが使用されている場合（VPNへのインターネット接続をVPNに提供するなど）、VPN
に参加している xTRは、PxTRによって送信された LISPデータパケットを受け入れ、カプセ
ル化を解除する必要があります。PxTRによって使用される RLOCアドレスは、マップサーバ
によって xTRに伝達される EIDインスタンスメンバーシップリストに含まれている必要があ
ります。PxTRは、マップサーバが PxTR RLOCを検出するために使用できるマップサーバに
EIDプレフィックスを登録しません。これらのRLOCはマップサーバ上に手動で設定する必要
があります。

マップサーバによって構築された EIDインスタンスのメンバーシップリストが有効なのは、
VPNに参加しているボックスのみです。追加されたセキュリティ対策として、マップサーバ
は、EIDインスタンスのメンバーシップリストの内容を、その VPNのメンバである xTRと
PxTRにのみ伝達します。

マップサーバメンバーシップの収集と配布

LISPマップサーバは、EIDインスタンス単位のメンバーシップを追跡し、それを (P)xTRに配
布する役割を担います。この機能を有効にするには、map-server rloc members distributeコマ
ンドを使用します。このコマンドは、マップサーバを次のように設定します。

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
677

データプレーンセキュリティの実装

マップサーバメンバーシップの収集と配布



•信頼性の高いトランスポートセッションを受け入れるためのマップ登録と設定を使用し
て、RLOCアドレスのリストを構築する。

•上記のリストの (P)xTRからの TCP接続を受け入れる。

•受信したMap-Registerメッセージから EIDインスタンス単位で RLOCメンバーシップを
収集し、保持する。

• (P)xTRからの信頼性の高い転送セッションを介して受信したEIDインスタンスのメンバー
シップ要求に対応し、メンバーシップ情報を配信する。

受信した登録からMSが収集したEIDインスタンス単位のメンバーシップリストは、map-server
rloc members {add | override}コンフィギュレーションコマンドを使用して拡張したり、完全
に上書きすることができます。このコマンドを使用すると、検出したxTRRLOCメンバーシッ
プを PxTR RLOCアドレスを使用して拡張できます。拡張されたメンバーシップリストは、信
頼性の高い転送セッションを介して受信したメンバーシップ要求を許可するかどうかを決定す

るために使用されます。EIDインスタンスに登録されているxTRからの要求のみが許可されま
す。拡張されたメンバーシップリストは、カプセル化解除デバイスにプッシュされてデータプ

レーンセキュリティ機能が実装された後、有効な xTRとPxTRの両方から送信されたカプセル
化されたパケットを受け入れられるようになります。

マップサーバとの TCP接続を確立しようとする無許可の試行を防ぐため、接続を許可する許
可済みのロケータのリストが構築されます。このリストには、登録する xTRの RLOCアドレ
スとともに、メンバーシップリストの拡張で設定されたRLOCのアドレスが含まれています。
RLOCアドレスファミリごとに接続を受け入れる単一のリストがあることに注意してください
（EIDインスタンス固有ではありません）。

たとえば、上の図の 2つの VPNがあるネットワークを考えてみましょう。VPN Aと Bにはそ
れぞれ 2つの xTR A1/A2と B1/B2があります。VPN Aのメンバーシップは、「map-server rloc
members add …」設定を使用して PxTR RLOCアドレス P1を含めるようにMS上で拡張されま
す。VPN Bのメンバーシップは、PxTR RLOCアドレス P2を含むように拡張されます。MSが
管理する結果のリストは次のようになります。

• EIDインスタンス 1（VPN A）メンバーシップ：A1、A2、P1

• EIDインスタンス 2（VPN B）メンバーシップ：B1、B2、P2
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• TCPセッションを受け入れるロケーター：A1、A2、P1、B1、B2、P2

マップサーバは、確立された信頼性の高いトランスポートセッションごとに1つ以上のEIDイ
ンスタンスのEIDインスタンスメンバーシップ要求を受信する場合があります。PxTRは通常、
MSで確立された 1つのセッションを通じて複数のインスタンスのメンバーシップを要求しま
す。マップサーバは、許可された要求ごとに完全なメンバーシップのリフレッシュと増分更新

を提供する必要があります。

メンバーシップ要求がMSによって受信され、要求を発信しているピア (P)xTRが要求に関連
するEIDインスタンスのメンバではない場合、MSは要求を拒否し、(P)xTRにMembership-NACK
メッセージを返します。このようなイベントは、通常の動作中に発生することがあります。こ

れは、TCPセッションと xTRからのメンバーシップ要求を、対応するMap Registerメッセー
ジの前に受信してEIDインスタンスメンバーシップに配置することがあるためです。EIDイン
スタンスメンバーシップ要求がMSによって受け入れられた後、登録の有効期限または設定の
変更が原因で、要求側 (P)xTRが EIDインスタンスメンバーシップから削除された場合、MS
は (P) xTRにそのインスタンスのメンバーシップ更新を受信しなくなったことを示す
Membership-NACKメッセージを送信します。

マップサーバが再起動すると、メンバーシップ要求に対応する前に、まず、EIDインスタンス
のメンバーシップリストを検出して再構築する必要があります。特に、完全なメンバーシップ

リストを持たないEIDインスタンスのメンバーシップリフレッシュ終了メッセージの送信は、
MSでオフにする必要があります。MSでは、LISPコントロールプレーンはメンバーシップリ
ストの完了を検討する前に、登録の受信を待機します。次の条件を満たす必要があります。

•最初の登録が受信されてから、次のいずれかの条件が満たされた後、少なくとも1つの登
録期間が経過した（1分）。

• accept-more-specific siteという EIDプレフィックス設定が EIDインスタンスに存在せ
ず、設定済みのすべての EIDプレフィックスの登録が受信されている。

•最初の登録が受信された時点から登録の 3期間が経過しています。

•登録が受信されておらず、LISPコントロールプレーンが再起動してから 3回の登録
期間が経過しました。

EXECコンフィギュレーションモードで show lisp site rloc membersコマンドを使用して、メ
ンバーシップの配布をマップサーバで管理できます。

データプレーンセキュリティの実装方法（681ページ）に、手順を詳細に示します。

(P)xTRでのカプセル化解除のフィルタリング
送信元 RLOCのカプセル化解除 RLOCフィルタリング機能は、decapsulation filter rloc source
コマンドを使用して、(P)xTR上で有効になります。この機能を有効にすると、(P)xTRはフィ
ルタによって許可された送信元 RLOCを伝送する LISPデータパケットのカプセル化解除のみ
を許可します。この機能を初めて有効にしたときに、フィルタがマップサーバからのEIDイン
スタンスメンバーシップの自動検出に基づいている場合、マップサーバとの信頼性の高い転送

接続が確立され、メンバーシップを受信するまで、トラフィックはドロップされます。
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(P)xTRメンバーシップの検出

decapsulation filter rloc source members設定を使用して 1つ以上の EIDインスタンスのメン
バーシップ自動検出を使用したデータプレーンの送信元RLOCフィルタリング用に設定されて
いる (P)xTRは、それらのインスタンスに設定されているマップサーバそれぞれとの信頼性の
高い転送セッションを確立しようとします。1つ以上の EIDインスタンスのメンバーシップを
伝達する各マップサーバを使用して、信頼性の高い1つの転送セッションが開始されます。自
動検出されたメンバーシップリストは、decapsulation filter rloc sourceコマンドの locator-set
オプションを使用して送信元 RLOCフィルタを形成するように拡張されています。各マップ
サーバから検出されたEIDインスタンスのメンバーシップリストは、設定されているロケータ
セットの内容とともにまとめてマージされ、データプレーンの送信元RLOCを定義するために
使用されます。マップサーバは、最初に正常に登録した EIDプレフィックスを持つ RLOCア
ドレスからの信頼性の高い着信転送接続のみを受け入れます。xTRは、正常に登録されたこと
を確認するMap-Notifyを受信した後にのみ、接続を確立しようとします。特定のインスタン
ス IDの EIDインスタンスメンバーシップを要求するには、そのインスタンスの 1つ以上の
EIDプレフィックスが正常に登録されている必要があります。

マップサーバとの接続が確立されると、(P)xTRは設定内にマップサーバがある各 EIDインス
タンスのMembership-Requestメッセージを送信します。受信したMembership-Addメッセージ
とMembership-Deleteメッセージは、(P)xTR上のEIDインスタンスメンバーシップデータベー
スを更新します。

EIDインスタンスメンバーシップデータベースを再構築するために、(P)xTRは、
Membership-ACKメッセージを使用してメンバーシップサービスの提供を希望することをマッ
プサーバが示すとすぐに、Membership-Refresh-Requestメッセージを発行します。(P)xTRは、
検出された各メンバーシップエントリのエポックを保持します。マップサーバから

Membership-Refresh-Startメッセージを受信すると、(P)xTRは、マップサーバと EIDインスタ
ンスの組み合わせについて保持するエポックを増分させ、既存のメンバーシップ状態を失効と

してフラグ付けします。リフレッシュ時に受信した後続のMembership-Addメッセージは、対
応するエントリのエポックを更新します。Membership-Refresh-Endメッセージを受信すると、
(P)xTRは、リフレッシュ時に更新されていない古いエポックを伝送している、マップサーバか
ら受信した EIDインスタンスのメンバーシップエントリを削除します。

転送する通信のフィルタリング

LISPコントロールプレーンは、RIBを通じて情報を伝達するための RIBの Opaqueファシリ
ティをテーブル配布の一部として、すべてのFIBインスタンスまで使用します。メッセージは
次のように定義されます。

• RLOC AFおよび EIDインスタンスの粒度ごとにフィルタの有効化状態を伝達する

• RLOCフィルタのエントリを伝達する

TCPベースの信頼性の高いトランスポートセッション
LISPは、EIDインスタンスのメンバーシップの配布に xTRとマップサーバ間の TCPベースの
セッションを使用します。信頼性の高いトランスポートセッションは、アクティブセッション

またはパッシブセッションの確立を（TCPポート 4342を使用）をサポートしています。この
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場合、xTRがアクティブロール、マップサーバがパッシブロールを担います。セッションは、
送信元 RLOCフィルタリングに基づいて、マップサーバ側からの有効な RLOCからのみ受け
入れられます。サポートできる同時 TCP接続の数は、OSごとおよびプラットフォームごとに
異なります。次に、考慮する必要があるセキュリティ上の事項を示します。

•マップサーバが対応できる xTRの数は、プラットフォームで確立および保持できる TCP
セッションの数で制限されます。これにより、マップサーバがホストできる VPNカスタ
マーの数が決定します。水平スケーリングは、VPNカスタマーを複数のMap Server間で
分割することによって実現されます。

•同じ VPNに属しているすべての xTRは同じマップサーバに登録する必要があります。
マップサーバ TCPセッションのスケール制限よりも多くの xTRを持つVPNは使用できま
せん。

•最初の成果物のセッション認証は、RLOCネットワークの整合性に依存しており、パケッ
トの送信元アドレスを使用して TCPセッションのみをフィルタリングします。

セッションの確立、信頼性の高いトランスポートメッセージ形式、キープアライブメッセー

ジ、エラー通知メッセージなどの TCPベースの信頼性の高いトランスポートセッションの詳
細については、http:// tools.ietf.org /id/draft-kouvelas-lisp-reliable-transport-00.txtを参照してくださ
い。

データプレーンセキュリティの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

送信元 RLOCベースのカプセル化解除のフィルタリングの有効化
LISPパケットのカプセル化を解除するときに送信元検証用のカプセル化解除フィルタリスト
をダウンロードするように xTRまたはプロキシ xTRを設定するには、lispコンフィギュレー
ションモードで decapsulation filter sourceコマンドを使用します。

(P)ETRがLISPパケットのカプセル化を解除する場合は、LISPパケットの外部ヘッダー送信元
アドレスを考慮せずに実行されます。送信元アドレスが信頼できるネットワーク環境では、カ

プセル化解除前に LISPパケットの送信元アドレスを考慮する必要がある場合があります。
(P)xTRで decapsulation filter sourceコマンドを設定すると、デバイスはマップサーバとの信頼
性の高い TCPベースのトランスポートセッションを確立し、LISPパケットのカプセル化解除
時にフィルタリストをダウンロードして使用します。membersまたは locator-setキーワードの
いずれか、あるいは両方を指定する必要があります。

membersキーワードを指定すると、xTRは、登録済みの RLOCメンバーシップリストを自動
的に取得するために、設定されたマップサーバとの信頼性の高いトランスポート（TCP）セッ
ションを確立しようとします。locator-setが指定されている場合、そのロケータセット内に設
定されているロケータに対してフィルタリングが実行されます。locator-setと「members」キー
ワードの両方が指定されている場合は、設定されているロケータと自動的に検出されたロケー

タがマージされ、その結果のリストがカプセル化が解除されたパケットに使用されます。
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• (P)xTRは通常、複数のマップサーバと通信します。ただし、すべての信頼性の高いトラン
スポートセッションがダウンした場合、既存の（失効している可能性がある）フィルタリ

ストが短期間（数分）使用されたままになります。その間、(P)xTRはMSを使用してセッ
ションを再確立してメンバーシップを更新しようと試みます。

•フィルタリストをダウンロードできない場合、または既存のリストがタイムアウトになっ
た場合、パケットはドロップされます（フェールクローズ）。

• xTRが（DHCPを介してなどで）RLOCを変更した場合は、RLOCが変更されるとすぐに、
マップサーバへの登録が更新され、新しい登録済みRLOCがこの IID/VPNのすべての「メ
ンバ」にプッシュされます（イベント駆動）。

（注）

始める前に

次の前提条件を満たしていることを確認してください。

• xTRでは、TCPベースの信頼性の高いトランスポートセッションは、UDPベース（通常）
のマップ登録プロセスが正常に完了した後にのみ確立されます。

• PxTRでは、このデバイスは（通常は）マップサーバに登録されないため、信頼性の高い
トランスポートセッションの確立とフィルタリストのダウンロードを可能にするために、

「スタブ」（偽）のマップ登録設定を追加する必要があります。マップサーバでは、この

セッションの確立を許可するために、map-server rloc members modify-discovered addコマン
ドに PETR RLOCを含める必要があります。

手順の概要

1. configure
2. router lisp
3. exit
4. locator-set name IP_address
5. eid-table { default | [ vrf vrf_name]} instance-id instance_id
6. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
7. etr map-server IP_address { key [ clear | encrypted] LINE | proxy-reply }
8. itr map-resolver map-resolver-address
9. map-cache destination-EID-prefix / prefix-length { action { drop |map-request |

native-forward} | locator locator-address priority priority_value | weight weight_value
10. database-mapping EID-prefix/prefixlength locator locator-set site priority priority weight

weight
11. exit
12. decapsulation filter rloc source [ locator-set locator_set_name ][ members ]
13. locator-table name [ default | vrf vrf_name]
14. commit

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータリリース 6.0.xルーティング設定ガイド
682

データプレーンセキュリティの実装

送信元 RLOCベースのカプセル化解除のフィルタリングの有効化



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1

指定したルーティングインスタンスの LISPを有効
にし、ルータを Locator and ID Separation Protocol
（LISP）コンフィギュレーションモードにします。

router lisp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# router lisp

ステップ 2

ルータをLISPコンフィギュレーションモードに戻
します。

exit

例：

ステップ 3

RP/0/RSP0/cpu 0:
routerRP/0/0/CPU0:ios(config-lisp-afi)#exit

名前付きのロケータセットサイトを設定し、ループ

バックまたはその他の出力トンネルルータ（ETR）
locator-set name IP_address

例：

ステップ 4

のインターフェイスの RLOC IPアドレスを指定し
ます。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-lisp)#locator-set

loc_sh1_vrf1 202.1.0.1

デフォルト（グローバル）のルーティングテーブル

か、または指定した VRFを選択して、設定したイ
ンスタンス IDと関連付けます。

eid-table { default | [ vrf vrf_name]} instance-id
instance_id

例：

ステップ 5

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-lisp)#eid-table
default instance-id <IID-A>

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-lisp-afi)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 6

•この例では、ユニキャスト IPv4アドレスファ
ミリを指定します。

ロケータや認証キーなどの etr map-server（MS）に
関連するオプションを指定します。

etrmap-server IP_address { key [ clear | encrypted]
LINE | proxy-reply }

例：

ステップ 7

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-lisp-afi)#etr
map-server
204.1.0.1 key encrypted lisp

IPv4 EIDから RLOCへのマッピングを解決するた
めの ITRマップ要求で使用されるように LISPマッ

itr map-resolver map-resolver-address

例：

ステップ 8

プリゾルバの IPv4または IPv6のロケータアドレス
を設定します。RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-lisp-afi)#itr

map-resolver 204.1.0.1
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目的コマンドまたはアクション

静的 IPv4 EIDから RLOC、または静的 IPv6 EIDか
ら RLOCのマッピング関係とそれに関連付けられ

map-cache destination-EID-prefix / prefix-length {
action { drop |map-request | native-forward} |
locator locator-address priority priority_value |
weight weight_value

ステップ 9

たトラフィックポリシーを設定するか、あるいは宛

先 IPv4 EIDプレフィックスまたは宛先 IPv6 EIDプ
例： レフィックスと関連付けられたパケット処理動作を

静的に設定します。
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-lisp-afi)#map-cache 12.2.0.0/24
map-request
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-lisp-afi)#map-cache 102.2.0.0/24
map-request
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-lisp-afi)#map-cache 103.2.0.0/24
map-request

このLISPサイトのEID-to-RLOCのマッピング関係
と、それに関連するトラフィックポリシーを設定

します。

database-mapping EID-prefix/prefixlength locator
locator-set site priority priority weight weight

例：

ステップ 10

この eid-table vrfでのEID-to-RLOCのすべ
てのマッピングおよびLISPサイトのイン
スタンス IDが設定されるまで、この手順
を繰り返します。

（注）
RP/0/RSP0/cpu 0:
router(config-lisp-afi)#database-mapping
11.2.0.0/24 201.1.0.1
priority 1 weight 100

ルータをLISPコンフィギュレーションモードに戻
します。

exit

例：

ステップ 11

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-lisp-afi)#exit

送信元 RLOCベースのカプセル化解除フィルタリ
ング機能を有効にします。

decapsulation filter rloc source [ locator-set
locator_set_name ][ members ]

例：

ステップ 12

• membersキーワードを使用すると、設定され
たマップサーバとの信頼性の高いトランスポー

RP/0/RSP0/cpu 0:
ト（TCP）セッションの確立、およびマップrouter(config-lisp)#decapsulation filter rloc
サーバが保持しているカプセル化解除フィルタ

リストのダウンロードが可能になります。

source member locator-set loc_sh1_vrf1

• locator-setキーワードが使用され、単独で含ま
れていた場合は locator-setで指定されたプレ
フィックスが使用されます。memberキーワー
ドと組み合わせて使用されている場合は（ダウ

ンロードされた）ダイナミックリストに追加さ

れます。
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目的コマンドまたはアクション

ルーティングロケータのアドレス空間がルータの

Locator/ID Separation Protocol（LISP）のインスタン
locator-table name [ default | vrf vrf_name]

例：

ステップ 13

ス化に到達可能な Virtual Route Forwarding（VRF）
テーブルを関連付けます。RP/0/RSP0/cpu 0:

router(config-lisp)#locator-table vrf 1

commitステップ 14

例

この例では、204.1.0.1のマップサーバとの信頼性の高いトランスポートセッションを
確立し、カプセル化解除フィルタリスト（この場合は IID 1002）をダウンロードし、
カプセル化解除の前にこのフィルタリストを使用してすべてのLISPカプセル化パケッ
トの送信元チェックを行うように xTRが設定されます。
router lisp
address-family ipv4 unicast
!
locator-set loc_sh1_vrf1
202.1.0.1
203.1.0.1
!
eid-table vrf sh1_vrf2 instance-id 1002
address-family ipv4 unicast
etr map-server 204.1.0.1 key encrypted lisp
etr
itr map-resolver 204.1.0.1
itr
map-cache 12.2.0.0/24 map-request
map-cache 102.2.0.0/24 map-request
map-cache 103.2.0.0/24 map-request
database-mapping 11.2.0.0/24 201.1.0.1 priority 1 weight 100
database-mapping 101.2.0.0/24 201.1.0.1 priority 1 weight 100
!
decapsulation filter rloc source member locator-set

loc_sh1_vrf1
!
locator-table default

カプセル解除化フィルタリストの作成、保持、および配布

マップサーバは、サイトコンフィギュレーションモードでmap-server rloc members distributeコ
マンドを使用して、適切なLISPデバイスに対し、インスタンス ID単位でカプセル化解除フィ
ルタリストを動的に作成、保持、および配布するように設定できます。設定されている場合は

次のようになります。

•マップサーバは、適切な xTRとの TCPベース LISPの信頼性の高いトランスポートセッ
ションを確立できるようにします。
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•マップサーバは、登録された LISPサイトの RLOCアドレスに基づいて、LISPサイトの
RLOCのリストを作成または保持（IID単位）します。

•マップサーバは、信頼性の高いトランスポートメカニズムを介してフィルタを確立済みの
デバイスにプッシュするか、または更新します。

•データプレーンセキュリティは、「map-server roc members distribute」コマンドを使用して
有効になります。動的に保持されているRLOCフィルタリストに追加するか、または上書
きするには、オプションコマンドの「map-server rloc members modified-discovered [add |
override]」を使用します。

•この機能はカプセル化解除を実行している (P)xTRデバイスに設定されているdecapsulation
filter rloc sourceコマンドと組み合わせて使用されます。

（注）

次に、特定の LISPサイトとの信頼性の高いトランスポートセッションを作成し、カプセル化
解除フィルタリストを動的に作成、保持、配布するようにマップサーバを設定する例を示しま

す。

router lisp
locator-set PxTR_set
2001:DB8:E:F::2
exit
!
eid-table vrf 1001 instance-id 1001
map-server rloc members modify-discovered add locator-set PxTR_set
exit
!
---<skip>---
!
map-server rloc members distribute
!

カプセル化解除フィルタリストの追加または上書き

カプセル化解除フィルタリストを動的に作成、維持、配布するようにマップサーバが設定され

ている場合は、EIDテーブル設定モードで map-server rloc members modify-discoveredコマンド
を使用することでカプセル化解除フィルタリストを追加または上書きできます。以下を使用で

きます。

• PxTRがアーキテクチャに含まれている場合、PITR LISPはパケットを ETRにカプセル化
します。そのため、ETRには、そのカプセル化解除フィルタリスト内に PITR RLOCを含
める必要があります。PITRはマップサーバに登録されないため、それらの RLOCはカプ
セル化解除フィルタリストに自動的には含められません。そのため、このコマンドを使用

し、設定を介して追加する必要があります。

•また、PETRは、カプセル化解除時にフィルタ処理するように設定することもできますが、
PETRはマップサーバに登録されないため、カプセル化解除フィルタリストを取得する手
段が必要です。このコマンドの add形式には、PETRでカプセル化解除フィルタリストを
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取得するための信頼性の高いトランスポートセッションをマップサーバと確立するメカニ

ズムが含まれています。

•診断/トラブルシューティング上の理由から、カプセル化解除フィルタリスト全体を（一
時的に）上書きすると便利な場合があります。

カプセル化解除フィルタリストを取得するために、PETRがマップサーバに「偽の登録」を行
えるよう、add関数を含める必要があります。このコマンドに PETR RLOCを挿入すると、
PETRは信頼性の高いトランスポートセッションを確立できます。

（注）

この例では、特定の LISPサイトと信頼性の高いトランスポートセッションを作成するように
マップサーバを設定し、カプセル化解除フィルタリストを作成、維持、配布します。また、静

的に設定された PxTR IPv6 RLOCのアドレス（2001:db8:e:f::2）を使用して、動的に作成された
フィルタリスト（登録したサイトのRLOCアドレスで構成）を変更するようにも設定されてい
ます。

router lisp
locator-set PxTR_set
2001:DB8:E:F::2
exit
!
eid-table vrf 1001 instance-id 1001
map-server rloc members modify-discovered add locator-set PxTR_set
ipv4 route-export site-registration
exit
!
---<skip>---
!
map-server rloc members distribute
!

LISP TCPの信頼性の高いトランスポートセッションのリセット
xTRとMSの間で LISP TCPの信頼性のトランスポートセッションをリセットするには、clear
lisp vrfコマンドを EXECモードで使用します。

手順の概要

1. clear lisp vrf VRF_name session {peer_address | *

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ピアアドレスを指定すると、そのピアへのTCP接続
がクリアされます。「*」オプションを指定すると、

clear lisp vrf VRF_name session {peer_address | *

例：

ステップ 1

すべての LISPの信頼性の高いトランスポートセッ
ションがクリアされます。

RP/0/0/CPU0:ios#clear lisp vrf test session *
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データプレーンのセキュリティ設定の確認

データプレーンのセキュリティ設定を確認するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. show lisp session
2. show lisp site [ instance-id EID instance-ID ]rloc members [ registrations [ rloc-addr]]
3. show lisp vrf vrf_name session [peer_address]
4. show lisp decapsulation filter
5. show cef vrf [locator-vrf] address_family lisp decapsulation [ instance-id EID-instance-ID ]

detail location RLOC-facing LC
6. show controllers np struct LISP-INSTANCE-HASH detail all-entries [ all | np ] location

RLOC-facing LC

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

LISPデバイスで、信頼性の高いトランスポート
（TCP）セッションの現在のリストを表示するに

show lisp session

例：

ステップ 1

は、EXECコンフィギュレーションモードで show
R11-MSMR#show lisp session

LISP sessionコマンドを使用します。この例では、
Sessions for VRF default, total: 8, established: 信頼性の高いトランスポートLISPセッションがマッ
7

プサーバに表示されます。出力では、7つのセッショPeer State Up/Down

ンが確立され、1つのセッションが Init状態になっIn/Out Users
2001:DB8:A:1::2 Up 00:04:13

ています（decapsulation filter rloc source memberコマ2/7 2
ンドがそのサイトに適用されておらず、セッション

は確立されませんでした）。

2001:DB8:A:2::2 Up 00:04:13
2/7 2

2001:DB8:A:3::2 Up 00:03:53
2/7 2

2001:DB8:B:1::2 Up 00:04:04
2/6 2

2001:DB8:B:2::2 Init never
0/0 1

2001:DB8:C:1::2 Up 00:03:55
2/6 2

2001:DB8:C:2::2 Up 00:03:54
2/6 2

2001:DB8:E:F::2 Up 00:04:04
6/19 4

R11-MSMR#

収集および設定されたEIDインスタンスのメンバー
シップを表示するには、EXECコンフィギュレーショ

show lisp site [ instance-id EID instance-ID ]rloc
members [ registrations [ rloc-addr]]

例：

ステップ 2

ンモードで show lisp siteコマンドを使用します。出
力の「origin」列には、RLOCメンバが手動で設定R114-MSMR#show lisp site rloc members

LISP RLOC membership for EID table default (IID されたのか、または受信した登録から自動的に収集
0), 5 entries されたのか、あるいはその両方かが示されます。

「valid」列には、RLOCが (P)xTRに配布される有効RLOC Origin

なメンバであるかどうかが示されます。リストされValid
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目的コマンドまたはアクション

1.2.3.4 config Yes
10.0.1.2 registration Yes

ているRLOCは、それが登録から収集されたもので
あっても、「modify-discovered」設定に「override」10.0.2.2 config & registration Yes

オプションが使用されており、指定されたロケータ13:12::1 config Yes
2001:DB8:2:3::2 registration Yes

セットにそのRLOCが含まれていない場合は有効で
ない可能性があります。オプションの「registrations」
キーワードが指定されている場合、このコマンドは

メンバーシップエントリに関与する登録のリストを

表示します。

show lisp vrf vrf_name session [peer_address]ステップ 3

例：

On xTR:
RP/0/RSP1/CPU0:VKG-1#sh lisp vrf default session

Sessions for VRF default, total: 1, established:
1
Peer State Up/Down
In/Out Users

204.1.0.1 Up 06:49:05
0/1 1

RP/0/RSP1/CPU0:VKG-1#

On MSMR:
sh lisp vrf default session

Sessions for VRF default, total: 2, established:
2
Peer State Up/Down

In/Out Users
201.1.0.1 Up 06:48:49

1/0 0
202.1.0.1 Up 06:48:36

2/0 0
RP/0/RSP0/CPU0:VKG-4#

LISPデバイスで、選択した送信元 RLOCのカプセ
ル化解除フィルタに関連するデータを表示するに

show lisp decapsulation filter

例：

ステップ 4

は、EXECコンフィギュレーションモードで show
RP/0/RSP0/CPU0:lisp9-a9k-1#show lisp eid-table
se2 decapsulation filter lisp decapsulation filterコマンドを使用します。この
LISP decapsulation filter for EID table vrf se2 例では、カプセル化解除フィルタ情報は (P)xTR for
(IID 16777212), 5 entries

Instance-ID (IID 16777212に表示されます。この出力Source RLOC Added by

では、5つの送信元 RLOCアドレスが定義されてお22:22::10 MS
190::190

り、このリストのすべてのメンバがマップサーバと33:33::20 MS
の信頼性の高いトランスポートセッションによって

提供されるリスト内で定義されています。

190::190
88:88::30 MS
190::190
99:99::30 MS 190::190
110:110::40 MS
190::190
RP/0/RSP0/CPU0:lisp9-a9k-1#
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この例では、カプセル化解除フィルタのサマリー情

報が (P)xTRに表示されます。
show cef vrf [locator-vrf] address_family lisp
decapsulation [ instance-id EID-instance-ID ] detail
location RLOC-facing LC

ステップ 5

例：

RP/0/RSP0/CPU0:lisp9-a9k-1#show cef ipv6 lisp
decapsulation
instance-id 16777212 loc 0/0/cpu0

Number of EID tables handling LISP payload
received in this table: 3

Transport LISP ipv6 packets received in VRF:
default, Instance ID: 16777212

Payload IPv4 is : decapsulated
Payload IPv6 is : decapsulated
Payload switched in VRF : se2

(0xe000001d/0xe080001d)
H/W driver signalled : active
Binding in retry : no

Source RLOC Prefix Filter : enabled
Lookup statistics (s/w) :
Misses : 8
Matches (historic) : 0
H/W driver signalled : active
Binding in retry : no
Platform space : allocated

Len Prefix Action Matches
Attributes

128 22:22::10 accept 0 h/w
[active, plt space]
128 33:33::20 accept 0 h/w
[active, plt space]
128 88:88::30 accept 0 h/w
[active, plt space]
128 99:99::30 accept 0 h/w [active, plt
space]
128 110:110::40 accept 0 h/w
[active, plt space]

show controllers np struct LISP-INSTANCE-HASH
detail all-entries [ all | np ] location RLOC-facing
LC

ステップ 6

例：

RP/0/RSP0/CPU0:lisp9-a9k-1#show controllers np
struct LISP-INSTANCE-HASH
detail all-entries np0 location 0/0/cpu0

Node: 0/0/CPU0:
----------------------------------------------------------------

NP: 0
Struct 114: LISP_INSTANCE_HASH_STR (maps to uCode
Str=79)
Struct is a LOGICAL entity inside a shared
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PHYSICAL resource
Reserved Entries: Logical 0, Physical

0
Used Entries: Logical 79, Physical

79
Max Entries: Logical 86016, Physical

86016
Entries Shown: Logical 79

-------------------------------------------------------------

Entry 1: >>
Key: 4afffffe 00000099 00990000 00000000

00000000 0030 Size: 22
Mask: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff

ffffffff ffff Size: 22
Result: 51000000 1e000000 Size: 8
Entry 2: >>

Key: 4976adf1 1c005858 0e1e0000 00000000
00000000 0000 Size: 22

Mask: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
ffffffff ffff Size: 22
Result: 51000000 1c000000 Size: 8
Entry 3: >>

Key: 4976adf1 1c006e6e 0e280000 00000000
00000000 0000 Size: 22

Mask: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
ffffffff ffff Size: 22
Result: 51000000 1c000000 Size: 8
Entry 4: >>

Key: 41000000 20002121 0b140000 00000000
00000000 0000 Size: 22

Mask: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
ffffffff ffff Size: 22
Result: 51000000 1f000000 Size: 8
Entry 5: >>

Key: 4afffffc 00000099 00990000 00000000
00000000 0030 Size: 22

Mask: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
ffffffff ffff Size: 22
Result: 51000000 1d000000 Size: 8
Entry 6: >>

Key: 4a0003e8 19000033 00330003 00000000
00000000 0020 Size: 22

Mask: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
ffffffff ffff Size: 22
Result: 51000000 19000000 Size: 8
Entry 7: >>
<Snipped>
End NP Show Structure Display

その他の参考資料
以降の項では、LISPの実装に関する関連資料について説明します。
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関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Routing Command Reference for Cisco ASR
9000 Series Routers

LISPコマンド：コマンドシンタックスの詳細、コ
マンドモード、コマンド履歴、デフォルト設定、

使用上の注意事項、および例

『IP Routing: LISPConfigurationGuide, Cisco
IOS Release 15M&T』

LISPコンフィギュレーションガイド、Cisco IOS
リリース

標準

タイトル標準

『LISP Reliable Transport』（C. Cassar、I. Kouvelas、
および D. Lewis）

draft-kouvelas-lisp-reliable-transport-00.txt

Locator/ID Separation Protocol（LISP）RFC 6830

Interworking between Locator/ID Separation Protocol (LISP)
and Non-LISP Sites

RFC 6832

Locator/ID Separation Protocol (LISP)Map-Server InterfaceRFC 6833

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/
techsupport

シスコのテクニカルサポートWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンク

などの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.comに
登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできま

す。
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