
Cisco ASR 9000 シリーズルータへの 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のないドメイン間ルー
ティングを作成できる、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では、複数の内部ゲー

トウェイプロトコル（IGP）を使用して、自律システム内部でルーティング情報を交換でき、単
一の EGPを使用して、自律システム外部にパケットをルーティングできます。

このモジュールでは、Cisco IOS XRソフトウェア上の BGPに関する概念を説明し、設定情報を
提供します。

上の BGPの詳細およびこのモジュールでリストしている 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, （180ページ）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、CiscoASR9000SeriesRouter
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

変更箇所リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2
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変更箇所リリース

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

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

不等コストの連続ロードバランシングに対するBGPDMZ
リンク帯域幅機能を追加

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

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
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• BGPの実装の前提条件, 3 ページ

• BGPの実装に関する概要, 3 ページ

• Cisco IOS XRソフトウェアへの BGPの実装方法, 59 ページ

• BGPの実装の設定例, 171 ページ

• 次の作業, 180 ページ

• その他の参考資料, 180 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。

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、ループのない自律システムおよびルーティング動作に対する制約を実施するために

ルーティングポリシーを適用できる場所を表示するグラフを作成するために有用です。

BGPルーティング情報を交換する TCP接続を形成している任意の 2台のルータをピアまたはネイ
バーと呼びます。 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
が終わると、ルーティングテーブルの変更に従って、増分アップデートが送信されます。 BGP
は、BGPテーブルのバージョン番号を保持します。この番号は、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り、BGPによるテーブルの更新のたびに、バージョン番号が変更さ
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。
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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）情報を配布するBGPの設定については、『Cisco ASR 9000 Series 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、『Cisco ASR 9000
Series 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。

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）
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BGP のデフォルト制限
Cisco IOS XRBGPでは、ルータに設定できるネイバーの数、および特定のアドレスファミリにつ
いて、1つのピアから受け入れるプレフィックスの最大数に対する最大制限値を課します。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ユニキャストに対する 512K（524,288）のプレフィックス

◦ IPv4マルチキャストに対する 128K（131,072）のプレフィックス

◦ IPv6ユニキャストに対する 128K（131,072）のプレフィックス

◦ VPNv4ユニキャストに対する 512K（524,288）のプレフィックス

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では、次の目的のために、RIBからネクストホップ情報を
取得します。

•ネクストホップに到達できるかどうかを判別する。

•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）。
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•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。

•ネイバーの到達可能性および接続性を確認する。

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再帰 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一括処理されて、前回の送信から
3秒後に送信されます。

クリティカルイベントおよび非クリティカルイベントの最小バッチ処理間隔を指定する、クリ

ティカルイベント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設定できます。トリガー遅延はアドレスファミリ依存です。

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

ためです。 nexthop route-policyコマンドは、ルートポリシーの指定に使用します。

ネクストホップ付加ポイントを使用したネクストホップのルートポリシーフィルタリングの詳

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コン
フィギュレーションガイド』（本書）の「CiscoASR9000SeriesRouterへのルーティングポリシー
の実装」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ユニキャストアドレスファミリと 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、VPNv4ユニキャスト、またはこの両
方に属しているのかを示します。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
showbgpnexthops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
nexthopperformance-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、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Command Reference』の「BGP Commands on Cisco ASR 9000 Series Router」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キーワードでは、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」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。この 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バイトの自律システム番号（ASN）の最終的な枯渇に備えて、BGPには、4バイトASNをサポー
トする機能があります。 4バイト ASNは、asplain表記と asdot表記の両方で表されます。

asplain表記の 4バイト ASNのバイト範囲は 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に規定されて
います。

asdot形式の 4バイト ASNの場合、4バイトの範囲は、1.0～ 65535.65535で、次の形式です。

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

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

8 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP の自律システム番号形式



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。

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。モードから ?コマンドを入力す
ると、そのモードで使用できるコマンドが表示されます。

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/CPU0:router# configuration
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family ipv4 multicast
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1

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コンフィギュレーションガイ
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RP/0/RSP0/CPU0: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。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 112
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)#

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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)#

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。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# neighbor 11.0.1.2
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 112
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# neighbor 11.0.1.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
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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/CPU0:router(config)# router bgp 152
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family l2vpn vpls-vpws
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#

ネイバーサブモード

Cisco IOSXRBGP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、設定を入力できる

ようにします。

• Cisco IOSXRソフトウェアには、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る、ネイバーで使用可能なサブモードがあります。

Cisco IOS XRソフトウェアでの設定は次のとおりです。

RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.23.1.2
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 multicast

•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
/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 2002::2
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2023
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# next-hop-self
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# route-policy one in
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•ネイバー固有の IPv4、IPv6、VPNv4、または VPNv6コマンドは、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入力する必要があります。CiscoIOSXRソフトウェ
アでの設定は次のとおりです。

RP/0/RSP0
/CPU0:router(config)# router bgp 109
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.40.24
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 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

•ネイバー固有の IPv4コマンドおよび IPv6コマンドは、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
/CPU0:router(config)# router bgp 110
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_A
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-vrf)# neighbor 11.0.1.2
RP/0/RSP0

/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0

/CPU0: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

コンフィギュレーションコマンドの af-group、session-group、neighbor-groupでは、Cisco IOSXR
ソフトウェアでのネイバー設定にテンプレートを使用できます。

af-groupコマンドは、IPv4、IPv6、または VPNv4アドレスファミリ内で、アドレスファミリ固
有のネイバーコマンドを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設定を持つ

ネイバーは、アドレスファミリ固有のコンフィギュレーションに対して、アドレスファミリグ

ループ（af-group）名を使用できます。ネイバーは、useコマンドを使用して、アドレスファミリ
グループからコンフィギュレーションを継承します。アドレスファミリ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（デフォルトの場合）設定全体をアドレスファ

ミリグループから継承します。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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group afmcast1 address-family ipv4 multicast

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

12 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP の設定



RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)#

session-groupコマンドを使用すると、ネイバーでアドレスファミリに依存しない設定の継承元と
する、セッショングループを作成できます。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。セッション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（デフォルトの場合）設定全体をセッショングループから継承します。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/CPU0:router# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group session1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)#

neighbor-groupコマンドにより、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
イバーグループは、セッショングループおよびアドレスファミリグループを含むことができ、

ネイバーの完結した設定を包含できます。ネイバーグループを設定すると、ネイバーでは、use
コマンドを使用して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/CPU0:router(config)# router bgp 123
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group nbrgroup1
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group nbrgroup1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)#

•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している場合は、ネイバーグループの設定の一部は反映されま

せん。

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
ドおよび各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（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コマンドおよび
セッショングループコマンドに対する useコマンドが定義されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
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テンプレート継承ルール

Cisco IOS XR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。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.1.1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# advertisement-interval 20

showbgpneighbors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/CPU0: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'
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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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group AS_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 20
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.0.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use session-group AS_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1

showbgpneighbors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/CPU0: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/CPU0:router(config)# router bgp 150
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group AS_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 20
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1

showbgpneighbors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/CPU0: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
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/CPU0:routerconfig)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group ADV
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group ADV_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 25
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# route-policy POLICY_1 in
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.2.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use session-group ADV
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group ADV_2

showbgpneighbors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/CPU0: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
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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
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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group adv_15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.101.5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group AS_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.101.10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group adv_15

showbgpneighbors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/CPU0: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。

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コンフィギュレーションガイ
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継承した設定の表示

次の showコマンドを使用すると、継承された BGP設定を表示できます。

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。

以下の show bgp neighborsコマンドの例は、次の設定例に基づきます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 142
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group GROUP_3 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# next-hop-self
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# route-policy POLICY_1 in
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# advertisement-interval 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group GROUP_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# use session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# ebgp-multihop 3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# weight 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# send-community-ebgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 multicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# default-originate
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.0.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group GROUP_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# use af-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0: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 [ ]）を示します。た
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とえば、ebgp-multihop3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/CPU0: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。

以下の show bgp af-groupコマンドの例は、次の設定例に基づきます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group GROUP_3 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# remove-private-as
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# route-policy POLICY_1 in
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group GROUP_1 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# use af-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# maximum-prefix 2500 75 warning-only
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# default-originate
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group GROUP_2 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# use af-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# send-community-ebgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# send-extended-community-ebgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# capability orf prefix both

次に、 configuration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
の例は、各設定項目の継承元を示します。 default-originateコマンドは、このアドレスファミリ
グループに直接設定されています（継承元が [ ]）。 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から継承しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp af-group GROUP_1 configuration

af-group GROUP_1 address-family ipv4 unicast
capability orf prefix-list both [a:GROUP_2]

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コンフィギュレーションガイ
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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/CPU0: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/CPU0: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。

次の showbgp session-groupコマンドからの出力は、次のセッショングループ設定に基づきます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 113
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group GROUP_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# use session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# update-source Loopback 0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# use session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# ebgp-multihop 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# dmz-link-bandwidth

次に、EXECモードでの 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/CPU0:router# show bgp session-group GROUP_1 configuration

session-group GROUP_1
ebgp-multihop 2 [s:GROUP_2]

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

20 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP の設定



update-source Loopback0 []
dmz-link-bandwidth [s:GROUP_2 s:GROUP_3]

inheritanceキーワードを付けた次の show bgp session-groupコマンドからの出力例は、GROUP_1
セッショングループがGROUP_3および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/CPU0:router# show bgp session-group GROUP_1 inheritance

Session: s:GROUP_2 s:GROUP_3

usersキーワードを付けた次の show bgp session-groupコマンドからの出力例は、GROUP_1と
GROUP_2の両方の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/CPU0: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、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/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group GROUP_3 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# remove-private-as
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# soft-reconfiguration inbound
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group GROUP_2 address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# use af-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# send-community-ebgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# send-extended-community-ebgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# capability orf prefix both
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# timers 30 90
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-sngrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group GROUP_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 1982
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# use neighbor-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nbrgrp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group GROUP_2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# use session-group GROUP_3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:routerconfig-bgp-nbrgrp-af)# use af-group GROUP_2
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# weight 100

次に、 configurationキーワードを指定した show bgp neighbor-groupコマンドからの出力例を示
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/CPU0: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]

次に、inheritance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、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、セッションパラメータを、セッショングループ GROUP_3から継承しま
す。この出力は、GROUP_1ネイバーグループでは、IPv4ユニキャスト設定パラメータをGROUP_2
ネイバーグループから継承しており、GROUP_2ネイバーグループでは、GROUP_2アドレスファ
ミリグループから継承しており、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/CPU0: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

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/CPU0: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
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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。

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）

eBGPネイバーに関する次の例では、すべてのルートを受け入れて、変更なしでアドバタイズする
必要がある場合、単純な pass-allポリシーが設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# route-policy pass-all
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# end-policy
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

pass-allポリシーをネイバーに適用するには、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/CPU0:router(config)# router bgp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.40.24
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 21
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# route-policy pass-all in
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# route-policy pass-all out
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0: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
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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
==============================

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、グローバルルーティングテーブルに組み込まれる、
ルート上のトラフィック索引値を設定できます。この機能は、table-policyコマンドを使用してイ
ネーブルする機能であり、BGPポリシーアカウンティング機能をサポートしています。

BGPポリシーアカウンティングでは、BGPルート上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追跡します。テーブルポリシーの使用法の詳細については、『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コンフィギュレーションガイド』
の「Implementing Routing Policy on Cisco ASR 9000 Series Router」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、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router IP Addresses and Services Command Reference』の「 Cisco Express Forwarding Commands on
Cisco ASR 9000 Series Router」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
グテーブルおよびフォワーディングテーブルに組み込んで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 , （25ページ）
BGPアップデートグループ , （26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
の機能は、ネットワークオペレータによる設定を必要としません。アップデートグループベー

スのメッセージ生成は、自動的に、独立して行われます。
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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。

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
含まれています。これらのコマンドの詳細については、BGPアップデートグループのモニタリン
グ, （148ページ）を参照してください。

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 Series Router」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、cost community
set句を使用して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
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して、いずれのパスが最適パスであるのかを決定します。最適パスはBGPにより自動的に決定さ
れ、ルーティングテーブルに組み込まれます。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。

コストコミュニティは、まず POIでソートされ、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。

コストコミュニティの低いパスを選択するために、両方のパスのコストコミュニティを同時に

ウォークスルーします。この処理は、コストコミュニティチェーンのポインタをパスごとに 1
つ、合計 2つ保持し、特定の POIに対するウォークのステップごとに、コミュニティ ID順で、適
用可能な次のコストコミュニティに両方のポインタを進め、最適パスが選択されるか、比較が一

致したときに停止することによって行われます。ウォークのステップごとに、次のチェックを行

います。

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, （29
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イネーブルです。比較をディセーブル
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, （32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は、次の集約コストコミュニティを含みます。

{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 ISP1PE2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/CPU0:router(config)# route-policy ISP2_PE1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# set extcommunity cost (1:1)

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
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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、EIGRPMPLSVPN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ソフトウェアが設置さ
れている場合、この機能は、EIGRP VPNサイトについて自動的にイネーブルにされます。

EIGRP MPLS VPNの設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS
Configuration Guide』を参照してください。

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。

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

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。

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。
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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, （32ページ）を参照して
ください。
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BGP 最適パスアルゴリズム
通常、BGPルータでは、同じ宛先への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組み込み、転送トラフィック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の実装は 3つの部分に分かれています。

•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：すべてのパスを反復処理して、全体での最適パスを選択するためにパスを比較す
る順序を決めます。

•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。

パート 2で判別する比較順序は、比較演算が推移的でないため重要です。つまり、A、B、C
の 3つのパスが存在しており、Aと Bを比較すると Aの方が優れており、Bと Cを比較する
と Bの方が優れている場合に、Aと Cを比較して必ず Aの方が優れているとは限らないので
す。この非推移性は、Multi Exit Discriminator（MED）は、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）

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 プレ最適パスコストコミュニティが等しくないパスの場合は、低い方のプレ最適パスコスト

コミュニティを持つパスが最適パスとして選択されます。

コストコミュニティの比較方法の詳細については、BGPコストコミュニティ, （26ページ）
を参照してください。

（注）

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、完全にルータローカルであり、weightコマンドを使用するか、ルーティングポリシー
を使用して設定できます。

（注）
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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の大きいパス

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。このデフォルト値は、bgpdefault 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。それ以外の場合で、パスの1つがローカルで生成さ
れた集約の場合、つまりaggregate-addressコマンドによるパスの場合は、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 パスのASパスの長さが等しくない場合は、ASパスの短いパスが選択されます。 bgp bestpath
as-path ignoreコマンドが設定されている場合、このステップはスキップされます。

ASパスの長さを計算するとき、コンフェデレーションセグメントは無視され、ASはカウン
トに 1を設定します。

（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、内部パスと外
部パスを同時に使用できます。

（注）

7 パスの起点が異なる場合は、起点の低い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よりも低いと見なされ、EGPは INCOMPLETEよりも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。

このステップを実行するかどうかには、多数の設定オプションが影響します。通常は、両方の

パスを同じAS内のネイバーから受信した場合にMEDを比較し、それ以外の場合、MED比較
はスキップされます。ただし、この動作は、特定の設定オプションによって変更可能であり、

めったに発生しない一方で、検討を要する厄介なケースもいくつかあります。

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パスがないか ASパスが AS_SETで開始されている場合、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。
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• 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、bgpbestpathmed 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で開始されて AS_SEQUENCEが続く場合、
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、
bgp bestpath med missing-as-worstコマンドが設定されている場合を除きます。その場合は、
MED属性を受信していなければ、MEDは、可能な範囲で最大の値であると見なされます。

（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 ネクストホップアドレスへの IGPメトリックが異なるパスの場合は、IGPメトリックの小さ
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。

コストコミュニティの比較方法の詳細については、BGPコストコミュニティ, （26ページ）
を参照してください。

（注）

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。
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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。比較の順序は、
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、パスのペアの比較, （32ページ）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 bestpathmed 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。

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、パスのペアの比較, （32ページ）のルールを使用して計算されます。
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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、パスのペアの比較,（32ページ）
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、パスのペアの比較, （32ペー
ジ）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、パスのペアの比較, （32ページ）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
ンスの指定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Command
Reference』の「BGP Commands」モジュールを参照してください。

一般的にルートは、複数のプロトコルを通じて学習されます。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, （36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。

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）
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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が IGP-learnedバックドアルートと eBGP-learned
ルートを持つことがあります。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 , （37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 , （37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（ルーティング情報プロトコル（RIP）、InteriorGatewayRouting
Protocol（IGRP）、Enhanced IGRP、Open Shortest Path First（OSPF）など）を 1つ実行していま
す。 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。このすべてのディスタンスは、eBGPのデフォルトディスタンスであ
る 20よりも大きくなっています。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のデフォルトディスタンスは、IGPのデフォルトディスタンスよりも
小さいため、ルータ Aでは、ルータ Cからの eBGP-learnedルートを選択します。ルータ Aによ
る 160.10.0.0についての学習元をルータ B（IGP）にするには、BGPバックドアを設定します。
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/CPU0:router(config)# router bgp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0: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。

Although BGP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。
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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
ように 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
ウドは接続できません。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）

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, （39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
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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, （40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, （40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, （40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。

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を検索する Reverse Path Forwarding（RPF）ルックアップ
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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。
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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, （42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、
外部ネイバーからルートを受信したとき、ルータAでは、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およびCでは、内部のネイバーから学習したルートを他の内部ネイ

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コンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.2.x    

   OL-26048-02-J 41

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP ルーティングドメインコンフェデレーション



バーに渡さないため、これらのルータでは iBGPが学習したルートを他の iBGPスピーカーに再ア
ドバタイズしません。こうして、ルーティング情報のループを回避します。

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, （43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
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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。

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
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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。

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, （44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を持つクラスタのルートリフ
レクタです。ルータ E、F、および Gは完全メッシュ化された、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
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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。

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。

show コマンドのデフォルトのアドレスファミリ
大部分のshowコマンドには、アドレスファミリ（AFI）引数およびサブアドレスファミリ（SAFI）
引数があります（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を設定する機能があるため、showコマ
ンドを実行するときに、これらを指定する必要はありません。次のパーサーコマンドがありま

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

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

パーサーでは、デフォルト afi値に ipv4を、デフォルト safi値に unicastを自動設定します。パー
サーコマンドは、デフォルトの afi値を ipv4から変更するか、デフォルトの safi値を unicastから
変更する場合のみ使用する必要があります。 showコマンドに指定したすべての afiキーワードま
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よりも優先されます。現在設定
されている afiおよび safiの値を確認するには、次の show default-afi-safi-vrfコマンドを使用しま
す。

分散 BGP
分散 BGPでは、BGPの機能が 3つのプロセスタイプに分割されます。

• BGPプロセスマネージャ：設定変更の検証、および BGPスピーカープロセス間でのネイ
バー配布の計算とパブリッシュを行います。

このプロセスのインスタンスは単一です。

• bRIBプロセス：ルートの最適パス計算を行います（スピーカーから部分最適パスを受信）。
最適ルートは bRIBに組み込まれ、スピーカーにアドバタイズされます。最適パス計算につ
いては、BGP最適パスアルゴリズム, （32ページ）を参照してください。 bRIBプロセスで
は、RIBへのルートの組み込みおよびRIBから再配布されるルートの処理も行います。ある
RIBから別の RIBへのルートリークに対応するために、複数の RIBルートから bRIBプロセ
ス内の単一ルートへの再配布用に bRIBを登録できます。

このプロセスのインスタンスは、アドレスファミリごとに 1つあります。

• BGPスピーカープロセス：ピアへのすべての BGP接続の処理を扱います。スピーカーで
は、受信したパスをRIBに格納し、部分最適パスの計算を実行します。このとき、部分最適
パスをbRIBにアドバタイズします（限定的最適パス計算）。Multi ExitDiscriminator（MED）
を比較するには、同じ ASから受信した一方で同じスピーカーから受信していない可能性の
あるパスを比較する必要があるため、スピーカーでは、限定的最適パス計算を実行します

BGPスピーカーでは、BGPローカル RIB全体にはアクセスできないため、限定的な最適パ
ス計算のみを実行できます。（これは、BGP最適パスアルゴリズム,（32ページ）のステッ
プ 1～ステップ 7です）。スピーカーと bRIBのプロセッサ間通信（IPC）を減らすためおよ
び bRIB内で処理するパスの数を減らすために、最適パスのみが bRIBにアドバタイズされま
す。 BGPスピーカーでは、bRIBから最適パス計算全体の結果を学習した後でのみ、パスを
アクティブとしてマーキングできます。ネイバーのインポートポリシーおよびエクスポー

トポリシーは、スピーカーによって実施されます。

bgp bestpath med alwaysコマンドがイネーブルの場合は、完全な最適パス計算がスピーカー
プロセス内で行われます。 bgp bestpath med alwaysコマンドがイネーブルでない場合、ス
ピーカーでは部分最適パスのみを計算し（最適パスステップからMED比較までを実行）、
bRIBに送信します。 bRIBは最終的な最適パスを計算します（最適パス計算の手順をすべて
実行します）。 bgp bestpath med alwaysコマンドがイネーブルにされている場合、スピー
カーはすべての ASのMEDを比較できるため、最適パスを 1つ計算して求め、これを bRIB
に送信できます。 bRIBは最終的な最適パスを計算する究極のプロセスですが、bgp bestpath
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medalwaysコマンドがイネーブルにされている場合、スピーカーは複数の部分最適パスの代
わりに、1つの最適パスを送信できます。

このプロセスのインスタンスは複数あり、各インスタンスはBGPピア接続のサブセットを扱
います。

すべてのアドレスファミリの合計で15個までのスピーカーと、アドレスファミリ（IPv4、IPv6、
VPNv4）ごとに 1つの bRIBがサポートされています。

分散 BGPは、あるアドレスファミリでの障害が別のアドレスファミリに与える影響を減らすた
めに使用されます。たとえば、IPv6ネイバーのみのスピーカー 1つ（IPv6アドレスにピアリン
グ）、IPv4ネイバーのみの別のスピーカー（IPv4アドレスにピアリング）、VPNv4プロバイダー
エッジ（PE）またはカスタマーエッジ（CE）ネイバーのみのさらに別のスピーカー（非 VPNネ
イバーとは異なる IPv4アドレスにピアリング）を持つことができます。このシナリオでは、IPv4、
IPv6、および VPNv4間でプロセス（bgp、brib、rib）のオーバーラップはありません。したがっ
て、bgp、brib、または ribの 1プロセスのクラッシュは、1つのアドレスファミリのみに影響し
ます。分散BGPでは、BGPルーティングアップデートの受信、計算、送信用のCPU容量も増加
します。分散BGPモードでは、イネーブルにされた分散スピーカーの数および各スピーカーに割
り当てるネイバーを制御できます。イネーブルにされた分散スピーカーがない場合、BGPはスタ
ンドアロンモードで動作します。イネーブルにされた分散スピーカーが 1つ以上ある場合、BGP
は分散モードで動作します。

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。
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• 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、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router MPLS Configuration Guide』の「Implementing MPLS Layer 3 VPNs on Cisco ASR 9000
Series Router」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ピアの間でキーチェーン認証が可能になります。
BGPエンドポイントは、いずれも draft-bonica-tcp-auth-05.txtに準拠している必要があり、一方の
エンドポイント上にキーチェーン、もう一方のエンドポイント上にパスワードがある場合は機能

しません。

キーチェーン管理については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security
Configuration Guide』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刻ベースであり、ピア間でクロックにずれがある場合、ロー

ルオーバー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。

エンドポイント間にキーチェーン設定の不一致があり、その結果セッショントラフィック（送信

または承認）で共通のキーがない場合を除き、キーロールオーバーはBGPセッションに影響しま
せん。

BGP ノンストップルーティング
ステートフルスイッチオーバー（SSO）による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）機能では、すべての bgpピアリングでBGPステートを維持でき、
サービスを中断するおそれのあるイベントの際に確実にパケット転送を続行できます。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のプロセス再起動

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。
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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、ポリシー変更などのイベントの場合に、BGP内部ステートの変更がトリガーされ
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

•設定されている NSR状態と動作上の NSR状態を別々に追跡

• 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 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

ボーダーゲートウェイプロトコルプレフィックス独立コンバージェンスユニパス（BGP PIC
Unipath）プライマリ/バックアップ機能には、バックアップパスを転送テーブルに組み込む機能
があります。バックアップパスを組み込むと、プライマリPE-CEリンクの障害時に、プレフィッ
クスに依存しないコンバージェンスが可能になります。

プライマリ/バックアップパスのメカニズムにより、BGPでは、バックアップ最適パスを決定で
きます。バックアップ最適パスは、全体としての最適パス（プライマリ最適パス）のバックアッ

プとして機能します。 BGPでは、両方のパスを転送情報ベース（FIB）にプログラムします。

バックアップ最適パスを決定する手順を次に示します。

1 プレフィックスに利用可能なパスの全セットから最適パスを決定します。

2 現在の最適パスを除外します。

3 現在の最適パスと同じネクストホップを持つすべてのパスを除外します。

4 残りのパスのセットに対して最適パスアルゴリズムを再度実行し、バックアップ最適パスを決

定します。
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10000個のプレフィックスの PE-CEローカルコンバージェンスには、4～ 5秒かかります。プラ
イマリ PE-CEリンクの障害の際に転送情報ベース（FIB）で即座に代替パスへの切り替えが可能
なようにバックアップパスをラインカードに組み込むと、コンバージェンス時間が短縮されま

す。

プライマリ PE-CEリンクの障害の際、FIBでは、受信したトラフィックをバックアップ PEに転
送し始めます。 FIBでは、ネットワークコンバージェンスの期間、受信したトラフィックのバッ
クアップ PEへの転送を続行します。バックアップパスを使用する方法はプレフィックスから独
立しているため、プレフィックス独立コンバージェンスユニパス機能により、プレフィックスに

依存しない 1秒未満のコンバージェンスが実現されます。

additional-paths selectionコマンドを使用すると、バックアップパスが転送情報ベース（FIB）に
組み込まれて、プライマリバックアップパスが有効になります。

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。

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以降の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、機能をディセーブルにします。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ディセーブルになります。

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。

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

50 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP Local Label Retention



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。

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。コアルータの場合は、同じ
宛先への複数のパスが存在することがありますが、1つのパスのみが最適として選択され、この
パスが転送に使用されます。 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の
ロードシェアリングを可能にすることができるようになります。

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つを最適パスに指定し、この最適パスをそのネイバーにアドバタイズします。
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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、Type/Length/Value要素（TLV）のセットとして定義されます。AiGPTLVは累積 IGPメトリッ
クを含んでいます。

AiGP機能は、パスに関連する距離を計算する現在の OSPF動作をシミュレートするために 3107
ネットワークで必要です。 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、各ABRでロー
カルルータに変更されます。これにより、エリア境界をまたがって 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。

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、PEルータでさらにルックアップが行われることを回避し、ラベルスペースを節約するに
は、label-allocation-modeコマンドに per-ceキーワードまたは per-vrfキーワードを付けて使用し
ます。

一意のカスタマーエッジ（CE）ピアまたはルータからアドバタイズされたすべてのルートで同じ
ラベルを使用することを指定するには、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ことを指定するには、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、異なるピア間で送信ま
たは受信される 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
の入力または出力のインターフェイスごとにイネーブルにされます。 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。
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BGPポリシーアカウンティングを使用すると、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

マー別に識別および把握して、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の詳細および 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」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
Cisco ASR 9000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に対する ID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。

•グローバル集約可能アドレス

•サイトローカルアドレス

•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ス方式の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
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
Unicast IPv6Reverse Path Forwarding（uRPF）は、裏付けのない IPソースアドレスを持つ IPパケッ
トを廃棄することにより、ネットワークに変形またはスプーフィングされた IPソースアドレスが
注入されて引き起こされる問題の緩和に役立ちます。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。
したがって、uRPFは、CEFがルータ上でイネーブルの場合のみ可能です。

IPV6 uRPFをイネーブルにするには、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、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router IP Addresses and
Services Command Reference』の「Implementing Cisco Express Forwarding」モジュールを参照してく
ださい。
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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 eBGP AS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。ASパスに含まれるプライベートAS番号を
削除および置換するBGPの機能により、プライベートASに属しているルータは、グローバルイ
ンターネットにアクセスできます。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。

ASパスからプライベート AS番号の削除および置換機能は、次のように実装されています。

• remove-private-asコマンドでは、ASパスにパブリックとプライベートの両方の ASNが含ま
れる場合でも、ASパスからプライベート AS番号が削除されます。

• remove-private-asコマンドでは、ASパスにプライベートAS番号のみが含まれる場合でも、
ASパスからプライベートAS番号が削除されます。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。

• remove-private-asコマンドでは、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番号が削除されます。

• replace-asコマンドでは、パスから削除されるプライベート AS番号をローカル AS番号と置
換されるため、ASパスの長さを同一に維持できます。

この機能は、アドレスファミリごとにネイバーに適用できます（アドレスファミリコンフィギュ

レーションモード）。そのため、この機能をあるアドレスファミリのネイバーには適用して、

別のアドレスファミリでは適用しないようにすることで、機能が設定されているアドレスファミ

リのみのアウトバウンド側のアップデートメッセージに影響を与えることができます。

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。
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選択的 VRF ダウンロード
選択的VRFダウンロード（SVD）機能は、そのラインカードを介してトラフィックを転送するた
めに現に必要とされているプレフィックスおよびラベルのみをラインカードにダウンロードする

ためのソリューションです。

統合エッジMSEプラットフォームにおける要求を満たすために、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。コンバージェンス時間は、ラインカー

ドエンジンが異なれば異なります。コンバージェンス時間を決定付ける大きな要因として、プレ

フィックスの処理とプログラムにかかる時間およびプレフィックスに関連するデータ構造があり

ます。したがって、プレフィックスおよびラベルの数が少ないほど、コンバージェンス時間は短

くなります。 SVDでは、Engine-3（E3）と Engine-5（E5）の両方のラインカードに対して VRF
ルートを選択的にダウンロードできるため、L3VPNでの拡張性とコンバージェンスに関する問題
が低減されます。

ラインカード上では、SVDがデフォルトでイネーブルです。 SVDをディセーブルにするには、
selective-vrf-download disableコマンドを使用します。ラインカード上の SVDのロール情報およ
びステート情報を表示するには、show svd roleコマンドおよび show svd stateコマンドを使用しま
す。

選択的 VRFダウンロードの詳細については、Ciscoホワイトペーパー『Selective Virtual Routing
and Forwarding Table Download: A solution to increase Layer3 VPN scale』（URL：http://www.cisco.com/
en/US/technologies/collateral/tk648/tk365/white_paper_c11-681649.html）を参照してください。

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）のコンテキストでは、ラインカードは次のロールを持ちます。

•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：カスタマーと接する 1つ以上のインターフェイス（異なる VRFにある CE
に接続するインターフェイス）を持つラインカード

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から受信し、設定されているVRFにインポートされるプ
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では、接続先のすべての VRF用と、接続されている一部の VRFで依存関係
を持つ他のすべてのVRF用に、ローカルおよびリモートの両方のプレフィックスを必要とし
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ます（これは、インポート/エクスポート RT設定に基づきます。VRF「A」は VRF「B」か
らルートをインポートしており、その結果、VRF「A」内のインポートされたルートが VRF
「B」内のネクストホップを指していることがあります。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）。

• 1つのラインカードで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
スの両方をホストしている場合、そのラインカードでは、フィルタリングをまったく必要と

しません。そのようなラインカード上には、すべてのテーブルおよびすべてのルートが存在

することになります。このラインカードは「標準」と呼ばれるロールを持つことになりま

す。すべての RPおよび DRPは、標準ロールを持ちます。

• IPv4デフォルトテーブルは、L3VPNルートを正しく解決するために、すべてのノード上に
存在する必要がある一方で、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テーブルおよびルートをフィルタリングして除外できます。その場合、ラインカードは
IPv6 AFIに「関与しない」と見なすことができ、IPv6をサポートしていないラインカードと
同様に動作するはずです。

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

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。不等ロードバ

ランスは、BGPネイバーコンフィギュレーションモードの dmz-link-bandwidthコマンドおよび
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現されま
す。

BGP の BFD マルチホップサポート
BGPでは、双方向転送検出マルチホップ（BFD-MH）のサポートがイネーブルです。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 5883に基づきます。 BFD
マルチホップの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface and
Hardware Component Configuration Guide』および『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Interface and Hardware Component Command Reference』を参照してください。

BGP Multi-Instance/Multi-AS のサポート
Multi-Instance BGPは、複数の BGPインスタンスに対するサポートです。各 BGPインスタンス
は、同一または異なる RP/DRPノード上で実行されている、別々のプロセスです。これらの BGP
インスタンスでは、互いに、いずれのプレフィックステーブルも共有しません。分散BGP同様、
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共通 adj-rib-in（bRIB）は不要です。BGPインスタンスでは、相互に通信せず、相互にピアリング
を設定しません。各個別インスタンスでは、別のルータと独立にピアリングを設定できます。

Multi-AS BGPでは、マルチインスタンス BGPの各インスタンスを異なる AS番号で設定できま
す。

Multi-Instance/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。

•ピアリングセッション全体を複数インスタンス間に分散することによる、セッション数の高
拡張性の実現手段。

•異なるBGPテーブルを伝送する異なるインスタンスを保持することにより、プレフィックス
数の高拡張性（特に RR上）を実現するメカニズム。

•特定のシナリオにおける BGPコンバージェンスの向上。

• NSRを含むすべての BGP機能がすべてのインスタンスでサポートされます。

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。

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。
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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。

3107PIC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

• 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

• 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。
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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。

• 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。

• IPv6ループフリー代替高速再ルーティング（LFA FRR）

Cisco IOS XRソフトウェアへの 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。

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）

はじめる前に

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）
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手順の概要

1. configure
2. route-policy route-policy-name
3. end-policy
4. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

5. configure
6. router bgp as-number
7. bgp router-id ip-address
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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# route-policy

ステップ 2   

drop-as-1234
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# if

as-path passes-through '1234' then
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# apply

check-communities
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# else
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# endif
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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/CPU0:router(config-rpl)# end-policy

ステップ 3   

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 4   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ 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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 5   

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/CPU0:router(config)# router bgp 120

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたルータ IDを使用してローカルルータを設定
します。

bgp router-id ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
router-id 192.168.70.24

ステップ 7   

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/CPU0:router(config-vrf)#
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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# exit

ステップ 9   

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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

ステップ 11   

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/CPU0:router(config-vrf)#
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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy drop-as-1234 in

ステップ 13   

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 14   
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目的コマンドまたはアクション

• 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]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end
◦ 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、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

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、1つの自律システムを複数の自律シ
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により、内部BGP（iBGP）
メッシュが削減されます。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。
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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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
confederation identifier 5

ステップ 3   

これらの BGP自律システムが、指定した 1つの BGPコン
フェデレーション IDに属すことを指定します。この例に示

bgp confederation peers as-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp

ステップ 4   

すように、複数の AS番号を同じコンフェデレーション ID
に関連付けできます。

confederation peers 1091
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
confederation peers 1092
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
confederation peers 1093
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
confederation peers 1094
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
confederation peers 1095
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
confederation peers 1096

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 5   
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目的コマンドまたはアクション

• 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

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# commit

◦ 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。

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nobgp fast-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/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#lpts pifib hardware police location 0/2/CPU0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp configured rate 4000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp known rate 4000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp default rate 4000
RP/0/RSP0/CPU0: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。ロギングをディセーブルに

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ネイバーのタイマーを設定するには、次の作業を実行します。

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
使用して設定された値を特定のネイバーでオーバーライドするには、ネイバーコンフィギュレー

ションモードで timersコマンドを使用します。

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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp
123

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# timers
bgp 30 90

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/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 4   

（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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
timers 60 220

ステップ 5   

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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
commit

◦ 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。

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コンフィギュレーションガイ
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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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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より大きい値を設定して推奨度を上

bgp default local-preference value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
default local-preference 200

ステップ 3   

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。

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 4   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# commit

◦ 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 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。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. default-metric value
4. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

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コンフィギュレーションガイ
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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）をピアにアドバタイズするようにMED

default-metric value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
default metric 10

ステップ 3   

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。

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 4   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:routerr(config-bgp)#
commit

◦ 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。
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目的コマンドまたはアクション

BGP の重みの設定
ネイバーから受信しルートに重みを割り当てるには、次の作業を実行します。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。

はじめる前に

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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

ステップ 4   

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/CPU0:router(config-vrf)#
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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
weight 41150

ステップ 6   

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 7   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

◦ 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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目的コマンドまたはアクション

◦ 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 最適パス計算の調整
BGP最適パス計算のデフォルト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
6. bgp bestpath as-path ignore
7. bgp bestpath compare-routerid
8. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router
bgp 126

ステップ 2   

BGPソフトウェアに対し、パス内の不明MED属性の値を無
限であると見なし、このパスを最も必要性の低いパスにする

ように指示します。

bgp bestpath med missing-as-worst

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
bestpath med missing-as-worst

ステップ 3   

指定されている自律システムのBGPスピーカーを設定し、パ
スがどの自律システムから受信されたかに関係なく、プレ

フィックスのすべてのパスのMEDを比較するようにします。

bgp bestpath med always

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
bestpath med always

ステップ 4   

BGPソフトウェアが、コンフェデレーションピアから学習し
たパスのMED値を比較できるようにします。

bgp bestpath med confed

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
bestpath med confed

ステップ 5   

最適パスの選択時に自律システムの長さを無視するように

BGPソフトウェアを設定します。
bgp bestpath as-path ignore

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
bestpath compare-routerid

ステップ 7   

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 8   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end ◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
commit

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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 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、InteriorGateway
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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
network 172.20.0.0/16

ステップ 4   

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 5   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end ◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
commit

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。
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集約アドレスの設定

BGPルーティングテーブルで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
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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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。

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。

aggregate-address address/mask-length [
as-set ] [ as-confed-set ] [ summary-only ] [
route-policy route-policy-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
aggregate-address 10.0.0.0/8 as-set

ステッ

プ 4   

• as-setキーワードを指定すると、関係するパスからコミュ
ニティ情報および自律システムセットパス情報が生成さ

れます。
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目的コマンドまたはアクション

• as-confed-set キーワードを指定すると、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

が生成されます。

• summary-onlyキーワードにより、アップデートから固有
性の強いルートがすべてフィルタリングされます。

• route-policy route-policy-nameキーワードおよび引数に
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。

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 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。

Uncommitted changes found, commit them before

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
commit

◦ 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。
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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）などの Interior
Gateway Protocol（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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
redistribute-internal

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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 4   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end ◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
commit

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。

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、次の作業を実行
します。

再配布とは、あるルーティングプロトコルのプレフィックスを別のルーティングプロトコルに挿

入する処理です。ここでは、ある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。特に 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とマルチキャストデータ
ベースのいずれかまたは両方に挿入されます。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. 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 ]

5. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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。
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目的コマンドまたはアクション

指定されたインスタンスからのパスがBGPに再配布さ
れます。

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 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 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
redistribute ospf 110

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 5   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end ◦ 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、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# commit
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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目的コマンドまたはアクション

◦ 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 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. 次のいずれかを実行します。

• end

• 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 | labeled all {
unicast | multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf { vrf-name |
all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast ]] flap-statistics route-policy
route-policy-name

9. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | labeled 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 }}

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 | 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 | 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 | vrf { vrf-name | all } { ipv4 { unicast |
labeled-unicast } | ipv6 unicast } } flap-statistics route-policy route-policy-name

14. clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | all { unicast
| multicast | all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast | 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 | vrf { vrf-name | all } { ipv4 { unicast |
labeled-unicast } | ipv6 unicast } } flap-statistics ip-address / mask-length
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16. show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast | all } | ipv6 unicast | labeled 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 | vrf { vrf-name | all } { ipv4 { unicast |
labeled-unicast } | ipv6 unicast } } dampening [ ip-address / mask-length ]

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 120

ステップ 2   

モードでは、BGPルーティングプロセスを設
定できます。

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/CPU0: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。

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 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# bgp dampening 30
1500 10000 120

ステップ 4   

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 5   

• 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。

Uncommitted changes found, commit

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end

them before
exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# commit

◦ 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
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目的コマンドまたはアクション

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 |

ステップ 6   

labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] | vrf {
vrf-name | all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6
unicast ]] flap-statistics

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 [ rd rd-address ] | vrf {

ステップ 7   

vrf-name | all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6
unicast ]] flap-statistics regexp regular-expression

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp flap-statistics regexp
_1$

指定されたルートポリシーの BGPフラップ
統計情報を表示します。

show bgp [ ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast |
all } | ipv6 unicast | labeled all { unicast | multicast |
all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] |

ステップ 8   

vrf { vrf-name | all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } |
ipv6 unicast ]] flap-statistics route-policy route-policy-name
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | labeled all { unicast | multicast |
all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] |

ステップ 9   

vrf { vrf-name | all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } |
ipv6 unicast ]] flap-statistics { ip-address { mask |
/prefix-length }}

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 [ rd rd-address ] | vrf {

ステップ 10   

vrf-name | all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6
unicast ]] flap-statistics { ip-address [{mask | /prefix-length
} [ longer-prefixes ]]}

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | vrf { vrf-name | all } {

ステップ 11   

ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast } }
flap-statistics

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | vrf { vrf-name | all } {

ステップ 12   

ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast }}
flap-statistics regexp regular-expression

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp ipv4 unicast
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
統計情報をクリアします。

clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | labeled-unicast
| all } | ipv6 unicast | all { unicast | multicast | all |
labeled-unicast } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } {

ステップ 13   

ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast } }
flap-statistics route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | vrf { vrf-name | all } {

ステップ 14   

ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast } }
flap-statistics network / mask-length

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | vrf { vrf-name | all } {

ステップ 15   

ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast } }
flap-statistics ip-address / mask-length

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | labeled all { unicast | multicast |
all | labeled-unicast } | vpnv4 unicast [ rd rd-address ] |

ステップ 16   

vrf { vrf-name | all } [ ipv4 { unicast | labeled-unicast } |
ipv6 unicast ]] dampened-paths

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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 | vrf { vrf-name | all } {

ステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

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。システムの通常の

動作時には、clear bgp dampeningの
アドレスファミリのオプション allは
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ipv4 { unicast | labeled-unicast } | ipv6 unicast } }
dampening [ ip-address / mask-length ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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。

はじめる前に

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、『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コンフィギュ
レーションガイド』（本書）の「CiscoASR9000SeriesRouterへのルーティングポリシーの実装」
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. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp
120.6

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/CPU0: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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
table-policy tbl-plcy-A

ステップ 4   

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 5   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
commit

◦ 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
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目的コマンドまたはアクション

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 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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp
120

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/CPU0: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。

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ニストレーティブ

distance bgp external-distance
internal-distance local-distance

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
distance bgp 20 20 200

ステップ 4   

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。

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 5   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end ◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
commit

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。
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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、このネイバーグループ設定をネイバーに適用するには、次の作
業を実行します。ネイバーグループとは、ネイバーに関連付けられている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維持するテンプレートです。

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。

neighbor group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）
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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
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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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。
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# exit

ステップ 4   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
neighbor-group nbr-grp-A

ステップ 5   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)#
remote-as 2002

ステップ 6   

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/CPU0:router(config-vrf)#
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。

（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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)#
route-policy drop-as-1234 in

ステップ 8   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)#
exit

ステップ 9   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)#
exit

ステップ 10   

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/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 11   
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use
neighbor-group nbr-grp-A

ステップ 12   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

ステップ 13   

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 14   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# commit

◦ 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。
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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、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、bgp cluster-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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp 120

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ローカルルータを、クラスタにサービスを提供するルー

トリフレクタの 1つとして設定します。クラスタを識
別するために、クラスタ IDを使って設定します。

bgp cluster-id cluster-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2003

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/CPU0: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。

ルータを BGPルートリフレクタとして設定し、ネイ
バーをそのクライアントとして設定します。

route-reflector-client

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
route-reflector-client

ステップ 7   

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 8   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

◦ 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。

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

98 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP のルートリフレクタの設定



目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

はじめる前に

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 ルーティングコンフィギュレーションガイド』（本書）の「Cisco ASR 9000 Series Router
へのルーティングポリシーの実装」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. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

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コンフィギュレーションガイ
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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 name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# route-policy

ステップ 2   

drop-as-1234
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# if

as-path passes-through '1234' then
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# apply

check-communities
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# else
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# pass
RP/0/RSP0/CPU0: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/CPU0: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/CPU0: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/CPU0: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/CPU0: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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy drop-as-1234 in

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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 8   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

◦ 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 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。

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コンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.2.x    

   OL-26048-02-J 101

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP ネクストホップトリガー遅延の設定



手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. nexthop trigger-delay { critical delay | non-critical delay }
5. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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。

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/CPU0:router(config-bgp-af)#
nexthop trigger-delay critical 15000

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 5   

• 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。

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

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end

◦ 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。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
commit

◦ 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 更新でのネクストホップ処理のディセーブル化
ネイバーのネクストホップ計算をディセーブルにし、BGP更新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際に

使用する最適ネクストホップの計算をディセーブルにすると、ネットワークデバイスに対してす

べてのルートがネクストホップとしてアドバタイズされます。

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

てネクストホップ処理をディセーブルにできます。

（注）
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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. next-hop-self
7. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 206

ステップ 4   

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/CPU0:router(config-vrf)#
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。
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目的コマンドまたはアクション

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に、ローカルルータのアドレ

next-hop-self

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
next-hop-self

ステップ 6   

スを設定します。ルートをアドバタイズする際に使用す

る最適ネクストホップの計算をディセーブルにすると、

ローカルネットワークデバイスに対してすべてのルー

トがネクストホップとしてアドバタイズされます。

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 7   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end ◦ 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、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

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 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。デフォルトではこれらの属性は eBGPネイバーに送信されません。これ
らの属性は常に iBGPネイバーに送信されます。この項では、コミュニティ送信属性をイネーブ
ルにする例を説明します。拡張コミュニティの送信をイネーブルにする

send-extended-community-ebgpキーワードの代わりに send-community-ebgpキーワードを指定で
きます。
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send-community-ebgpコマンドがネイバーグループまたはアドレスファミリグループ用に設定さ
れる場合、このグループを使用するネイバーはすべてこの設定を継承します。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。

iBGPネイバーではBGPコミュニティおよび拡張コミュニティのフィルタリングを設定できま
せん。 IPv4、IPv6、VPNv4、およびMDTアドレスファミリの iBGPネイバーにはコミュニ
ティと拡張コミュニティが常に送信されます。

（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 |mdt |multicast | mvpn | tunnel | unicast} | 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. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp
120

ステップ 2   

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

106 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
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



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/CPU0: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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

ステップ 4   

指定されたアドレスファミリの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します。アドレスファ

address-family{ipv4{labeled-unicast |mdt |
multicast | mvpn | tunnel | unicast} | ipv6
{labeled-unicast | mvpn | unicast}}

ステップ 5   

ミリキーワード ipv4または ipv6と、指定したアドレスファ
ミリのサブモード IDの 1つを使用します。

例：
RP/0/RSP0/CPU0: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がサポー
トされています。

• 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がサポー
トされています。

• labeled-unicast

• mdt

• multicast

• mvpn

• 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、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Command Reference』の「BGP Commands」モジュールで
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。

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

• send-extended-community-ebgp
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目的コマンドまたはアクション

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
send-community-ebgp

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
send-extended-community-ebgp

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
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 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、次の作業を実行します。

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。
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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 | ipv6 unicast | vpnv4 unicast
} redistribute rip [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast
} redistribute static [ metric metric-value ] [ route-policy route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 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 ipv6 unicast | vpnv4 unicast }

• route-policy route-policy-name { in | out }

8. 次のいずれかを実行します。

• end
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• 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# set extcommunity cost
cost_A

ステップ 3   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end-policy

ステップ 4   

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/CPU0: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 } redistribute
connected [ metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4
tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast } redistribute
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目的コマンドまたはアクション

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 | ipv6 unicast | vpnv4 unicast } redistribute
rip [ metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4
tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 unicast } redistribute
static [ metric metric-value ] [ route-policy
route-policy-name ]

• address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4
tunnel | ipv6 unicast | vpnv4 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 ipv6 unicast | vpnv4 unicast }

• route-policy route-policy-name { in | out }

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 8   

• 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。

Uncommitted changes found, commit

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# end

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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# commit

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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp 172.168.40.24

ステップ 9   

Cost: POI : cost-community-ID : cost-number

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。

soft-reconfiguration inboundコマンドを実行すると、ネイバーがルートリフレッシュに対応して
いる場合にネイバーにルートリフレッシュ要求が送信されます。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、clear bgp soft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, （140ページ）を参照してください。
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ネイバーがルートリフレッシュに対応しているか、または soft-reconfiguration inboundコマン
ドが設定されている場合にのみ、ネイバーからの更新を格納できます。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ピア

に対してそのルーティング情報を再送信する要求を送信します。 soft-reconfiguration inbound
コマンドは、ピアから受信したすべてのパスを未変更の形式で格納し、クリア処理でこれらの

格納されたパスを参照します。ソフト再設定はメモリを大量に使用する処理です。

（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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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

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/CPU0: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。

指定したネイバーから受信した更新を格納するようにソフ

トウェアを設定します。ソフト再設定インバウンドを設

soft-reconfiguration inbound [ always]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
soft-reconfiguration inbound always

ステッ

プ 5   
定すると、ソフトウェアは、変更またはフィルタ処理され

たルートの他に、未変更の元のルートも格納します。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キーワードを指定すると、ピア
がルートリフレッシュに対応している場合でもソフトウェ

アはコピーを格納します。

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

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

◦ 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。
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目的コマンドまたはアクション

•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。

分散 BGP の設定
分散 BGPを設定するには、次の作業を実行します。分散 BGPの設定では、スピーカープロセス
を開始し、ネイバーにスピーカープロセスを割り当てます。

はじめる前に

BGPがスタンドアロンモードで実行されている場合、スタンドアロンモードから分散モード
に切り替えるには clear bgp current-modeまたは clear bgp vrf all *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. distributed speaker id
4. commit
5. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
6. exit
7. neighbor ip-address
8. remote-as as-number
9. speaker-id id
10. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
11. end
12. clear bgp current-mode
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp 120

ステップ 2   

開始するスピーカープロセスを指定します。distributed speaker id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# distributed
speaker 2

ステップ 3   

実行中のコンフィギュレーションファイルに設定の

変更を保存し、引き続きコンフィギュレーションセッ

ションを実行します。

commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# commit

ステップ 4   

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/CPU0:router(config-vrf)#
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。

アドレスファミリモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# exit

ステップ 6   

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/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 7   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたスピーカープロセスにネイバーを割り当

てます。

speaker-id id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
speaker-id 2

ステップ 9   

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/CPU0:router(config-vrf)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 10   

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。

設定変更を保存します。end

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

ステップ 11   

• 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。

スタンドアロンモードから分散モードに切り替えま

す。

clear bgp current-mode

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp current-mode

ステップ 12   
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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
レイヤ 2およびレイヤ 3 VPN（バーチャルプライベートネットワーク）を設定できるのは、機能
を設定するラインカードスロットに対して使用可能なレイヤ 3VPNライセンスがある場合に限り
ます。

拡張 IPライセンスが有効な場合、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ライセンスが有効な場合、
ラインカードで 8つのレイヤ 3 VRFを設定できます。拡張 IPライセンスの詳細については、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Management Configuration Guide』の
「Software Entitlement on Cisco ASR 9000 Series Router」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ではない場合は次のエラーメッセージが表示されます。
RP/0/RSP0/CPU0: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.

BGPで VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを設定するには次の作業を実行しま
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）ルータで 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. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vrf vrf_pe

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/CPU0: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テーブルで許可されるプレフィックス数の上限を設定
します。

maximum prefix maximum [ threshold ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#
maximum prefix 2300

ステップ 4   

ルートの最大数はスタティックルートまたは接続ルートで

はなくダイナミックルーティングプロトコルにのみ適用さ

れます。

mid-threshold引数にプレフィックス制限のしきい値パーセン
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、指定された policy-name
引数に一致しないプレフィックスは廃棄されます。

import route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#
import route-policy policy_a

ステップ 5   

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ゲット拡張コ

import route-target [ as-number : nn |
ip-address : nn ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#
import route-target 234:222

ステップ 6   

ミュニティに関連付けられているプレフィックスのみがVRF
にインポートされます。

（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、指定された

export route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#
export route-policy policy_b

ステップ 7   

policy-name引数に一致しないプレフィックスは廃棄されま
す。
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目的コマンドまたはアクション

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ティには、リモー

export route-target [ as-number : nn |
ip-address : nn ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:routerr(config-vrf-af)#
export route-target 123;234

ステップ 8   

ト PEへのアドバタイズ時にプレフィックスが関連付けられ
ます。リモートPEは、エクスポートされたルートターゲッ
トコミュニティに一致するインポート RTを持つ VRFにこ
れらをインポートします。

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 9   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)# end ◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#
commit

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。
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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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp
router-id 10.0.0.0

ステップ 3   

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf
vrf_pe

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ルート識別子を設定します。rd { as-number : nn | ip-address : nn | auto }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# rd
345:567

ステップ 5   

ルータで自動的に固有の RDを VRFに割り当てるようにす
るには、autoキーワードを使用します。

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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# end ◦ 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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)#
commit

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。
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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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
address-family vpvn4 unicast

ステップ 3   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# exit

ステップ 4   

PE iBGPネイバーを設定します。neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
172.16.1.1

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 1

ステップ 6   

（任意）ネイバーの説明を指定します。この説明は

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/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
description neighbor 172.16.1.1

ステップ 7   

2つの BGPネイバー間の TCP接続でMessage Digest
5（MD5）認証をイネーブルにします。

password { clear | encrypted } password

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
password encrypted 123abc

ステップ 8   

指定されているネイバーのアクティブセッションを

すべて終了し、関連するルーティング情報をすべて

削除します。

shutdown

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
shutdown

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

BGPネイバーのタイマーを設定します。timers keepalive hold-time

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# timers
12000 200

ステップ 10   

ネイバーで iBGP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

update-source type interface-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
update-source gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 11   

カルアドレスとして iBGPセッションで使用できま
す。

VPN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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
address-family vpvn4 unicast

ステップ 12   

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/CPU0: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/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy pe-pe-vpn-out out

ステップ 14   

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 15   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
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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目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

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）と一
致するルートを保持する必要があります。 PEルータはその他の VPNv4）ルートをすべて廃棄で
きます。ただしルートリフレクタ（RR）はすべての VPNv4ルートを保持する必要があります。
これは、ルートリフレクタは PEルータとピアになり、また PEに必要となる RTでタグ付けされ
た VPNv4は PEによって異なる可能性があるためです（これにより RRが非スケーラブルになり
ます）。定義済みの RTコミュニティのセットがあるルートだけを保持するように RRを設定で
きます。また、複数のRRが異なるVPNセットにサービスを提供するようにも設定できます（こ
れによりある程度のスケーラビリティが実現します）。その後 PEは、PEで設定されているVRF
にサービスを提供するすべての RRとピアになります。 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、PEは RRに対してルートリフレッシュを発行し、関連する
VPNルートを取得します。

PE-RRセッションで拡張コミュニティ発信ルートフィルタ（ORF）がサポートされている場
合には、この処理の効率が向上する可能性がある点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
4. retain route-target { all | route-policy route-policy-name }
5. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
address-family vpvn4 unicast

ステップ 3   

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引数には、RR

retain route-target { all | route-policy
route-policy-name }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# retain
route-target route-policy rr_ext-comm

ステップ 4   

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。

allキーワードはルータリフレクタのデフォル
ト動作であるため、必須ではありません。

（注）

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 5   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
commit

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。

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. vrf vrf-name
4. bgp router-id ip-address
5. label-allocation-mode per-ce
6. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
7. network { ip-address / prefix-length | ip-address mask }
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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_pe_2

ステップ 3   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# bgp
router-id 172.16.9.9

ステップ 4   

label-allocation-mode per-ceステップ 5   • PEルータでの余分なルックアップを回避し、ラ
ベルスペースを節約するためにper-CEラベル割

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)#
label-allocation-mode per-ce

り当てモード（デフォルトのラベル割り当てモー

ドは per-prefix）を設定します。このモードで
は、PEルータはネクストホップ 1つにつき 1
つのラベルを割り当てます（ほとんどの場合こ

れは CEルータです）。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こと
はありません。ただし割り当てられるラベルの

数はVRF 1つにつき 1つではなく、CE 1つにつ
き 1つです。 BGPはネクストホップをすべて
認識しているため、（PE-CEインターフェイス
1つにつき 1つではなく）ネクストホップ 1つ
につき 1つのラベルを割り当てます。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

スであり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、パケッ
ト転送時に Address Resolution Protocol（ARP）
がトリガーされます。

• per-vrfキーワードを指定すると、固有 VRFか
らアドバタイズされるすべてのルートに使用さ

れる同一ラベルが設定されます。
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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/CPU0: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コンテキストでアドレスファミリテーブルの
ネットワークプレフィックスを生成します。

network { ip-address / prefix-length | ip-address mask
}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# network

ステップ 7   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)#
aggregate-address 10.0.0.0/24

ステップ 8   

コンテキストで集約を設定します。この集約により、

パケットの最終的なネクストホップを判別するため

に追加のルックアップが必要となるため、PEエッジ
で非効率性が生じます。サマリープレフィックスが

設定されると、集約に固有のコンポーネントプレ

フィックスセットの代わりにこのサマリープレフィッ

クスがアドバタイズされます。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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# exit

ステップ 9   

CEネイバーを設定します。 ip-address引数にはプラ
イベートアドレスを指定する必要があります。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# neighbor
10.0.0.0

ステッ

プ 10   

CEネイバーのリモート ASを設定します。remote-as as-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)#
remote-as 2

ステッ

プ 11   
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目的コマンドまたはアクション

2つの BGPネイバー間の TCP接続でMessage Digest
5（MD5）認証をイネーブルにします。

password { clear | encrypted } password

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)#
password encrypted 234xyz

ステッ

プ 12   

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/CPU0: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/CPU0: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、その他の

site-of-origin [ as-number : nn | ip-address : nn ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
site-of-origin 234:111

ステッ

プ 15   
PEにアドバタイズされる前にSoO拡張コミュニティ
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、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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
allowas-in 5

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、HUB PEへのルーティング情報のルー
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目的コマンドまたはアクション

プバックを必要とします。この場合、PE ASN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、PE ASN
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/CPU0: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/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
route-policy pe_ce_out_policy out

ステッ

プ 19   

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 20   •• 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

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr-af)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr-af)#
commit

◦ 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。
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目的コマンドまたはアクション

IGP の BGP への再配布
プロトコルを VRFアドレスファミリへ再配布するには、次の作業を実行します。

Interior Gateway Protocol（IGP）が PE-CEプロトコルとして使用されている場合でも、BGPを介し
たインポートロジックが発生します。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。

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. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_a

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/CPU0: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 ] PE-CEルータ間で BGPが使用されていない場合は、

redistributeコマンドを使用します。 PE-CEルータ間で• redistribute eigrp process-id [ match {
external | internal }] [metric metric-value ]
[ route-policy route-policy-name ]

BGPが使用されている場合は、その他の PEサイトとの
VPN接続を確立するために、使用されている IGPをBGP
に再配布する必要があります。テーブル間のインポート

およびエクスポートでも再配布が必要です。
• 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 ]
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目的コマンドまたはアクション

• redistribute static [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)#
redistribute eigrp 23

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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# end ◦ 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、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)#
commit

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。
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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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
remote-as 2002

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

キーチェーンに基づく認証を設定します。keychain name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
keychain kych_a

ステップ 5   

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。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
commit

◦ 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 ネイバーのディセーブル化
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。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. shutdown
5. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 3   

指定されたネイバーのアクティブセッションをすべてディ

セーブルにします。

shutdown

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
shutdown

ステップ 4   

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 5   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# end
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
commit

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 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、external
キーワードおよび引数で指定されます。

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 ]
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp neighbors

ステップ 1   

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

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。

| all | 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp ipv4 unicast
10.0.0.1 soft in

• 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。

• externalキーワードを指定すると、すべての外部ネ
イバーをリセットすることが指定されます。

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、
externalキーワードおよび引数で指定されます。

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 } soft [ in [ prefix-filter ] | ]
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp neighbors

ステップ 1   

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

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。

| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name
| all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast } { * |
ip-address | as as-number | external } soft [ in
[ prefix-filter ] | ] • 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp ipv4 unicast
10.0.0.2 soft out

• 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。

• externalキーワードを指定すると、すべての外部ネ
イバーをリセットすることが指定されます。

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、次の作業を行います。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。キーワード graceful
が指定されていない場合、ネイバーからのルートは BGPテーブルから即座には削除されません
が、古い（staleである）とマークされます。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 ]
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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

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。

| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name |
all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast } | { * |
ip-address | as as-number | external } [ graceful ]
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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp ipv4 unicast
10.0.0.3 graceful soft out

• 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。

• externalキーワードを指定すると、すべての外部ネイ
バーをリセットすることが指定されます。

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内容をすべて削除するには、次の作業を実

行します。 clear bgp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 *
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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 | tunnel } | vpnv4
unicast | vrf { vrf-name | all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast
} ip-address

ステップ 1   

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp external

ステップ 2   

すべてのBGPネイバーをクリアしま
す。

clear bgp *

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bgp *

ステップ 3   

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、次の作業を実行します。表示される情報は、リソースの使用状況を確認してネッ

トワークの問題を解決する場合に利用できます。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
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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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp
community 1081:5 exact-match

ステップ 2   

指定され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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp regexp
"^3 "

ステップ 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp

ステップ 4   

指定されたネイバーへの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/CPU0: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ニングされた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、BGP
プロセスによりこのネイバーに対して行われた処理に

関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。
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目的コマンドまたはアクション

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp paths

ステップ 6   

指定されたネイバーグループの有効な設定（このネイバー

グループによって継承された設定を含む）を表示します。

show bgp neighbor-group group-name
configuration

例：

RP/0/RSP0/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp summary

ステップ 8   

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、次の作業を行います。

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

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

146 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP プロセス情報の表示



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スファミリ固有の

show bgp process

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp
process

ステップ 1   

BGP設定が表示されます。プロ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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp ipv4
unicast summary

ステップ 2   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp vpnv4
unicast summary

ステップ 3   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp vrf
vrf_A

ステップ 4   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp
processes detail

ステップ 5   

BGP接続すべての状況を表示します。show bgp summary

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp
summary

ステップ 6   

BGPプログラムの情報を表示します。show placement program bgp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show placement
program bgp

ステップ 7   

•プログラムが「拒否された場所」として表示される場合
（プログラムの場所を特定できないなど）、show
placement programbgp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。
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目的コマンドまたはアクション

bRIBプログラムの情報を表示します。show placement program brib

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show placement
program brib

ステップ 8   

•プログラムが「拒否された場所」として表示される場合
（プログラムの場所を特定できないなど）、show
placement programbgp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 {

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。

unicast | multicast | all | tunnel } | vpnv4
unicast | vrf { vrf-name | all } [ ipv4
unicast ] update-group [ neighbor • 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「プロセスID（ドット）インデッ
ip-address | process-id.index [ summary |
performance-statistics ]]

クス」の形式で指定します。プロセス IDの範囲は 0～ 254で
す。インデックスの範囲は 0～ 4294967295です。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp
update-group 0.0

• 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。

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

148 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの 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

• 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（NSR）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. nsr
4. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

BGPルーティングプロセスを設定するため、BGPAS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/CPU0: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。nsr

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# nsr

ステップ 3   

BGPでは 5000の NSRセッションがサポートされて
います。

（注）

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 4   
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目的コマンドまたはアクション

• 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]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end
◦ 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または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
commit

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。

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. 次のいずれかを実行します。

• address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}

• vrf vrf-name {ipv4 unicast | ipv6 unicast}

4. additional-paths selection route-policy route-policy-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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 3   

• address-family {vpnv4 unicast |
vpnv6 unicast}

• vrf vrf-name {ipv4 unicast | ipv6
unicast}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
address-family vpnv4 unicast
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目的コマンドまたはアクション

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コマンドは、バックアップパ
スの計算と Prefix Independent Convergence（PIC）機能
のイネーブル化のために適切なルートポリシーを指定

して実行します。

（注）

additional-paths selection route-policy
route-policy-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
additional-paths selection
route-policy ap1

ステップ 4   

プレフィックスの追加パス選択モードを設定する前にプレフィッ

クスのルートポリシーを設定する必要があります。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

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ 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。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ 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。

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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
address-family vpnv4 unicast

ステップ 3   

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/CPU0:router(config-bgp-af)#
retain local-label 10

ステップ 4   

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 5   

• 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。

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

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end

◦ 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。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#
commit

◦ 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設定変更を保存し、

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 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
10. additional-paths selection route-policy route-policy-name
11. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

   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コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2.x

154 OL-26048-02-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP 追加パスの設定



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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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：
RP/0/RSP0/CPU0:router (config)#route-policy
add_path_policy

ステップ 2   

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：
RP/0/RSP0/CPU0:router (config-rpl)#if community
matches-any (*) then

ステップ 3   

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-else)#pass
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-else)#endif

ステップ 4   

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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#end-policy

ステップ 5   

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

router bgp as-number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router bgp 100

ステップ 6   

では、BGPルーティングプロセスを設定でき
ます。

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
}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#address-family ipv4
unicast

ステップ 7   

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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#additional-paths
receive

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#additional-paths
send

ステップ 9   

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#additional-paths
selection route-policy add_path_policy

ステップ 10   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 11   

• 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。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit 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。
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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. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0: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/CPU0: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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)# maximum-paths
ibgp 30

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• 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。

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

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ 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。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ 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。

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。

はじめる前に

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 Interior Gateway
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。
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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. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# route-policy
aip_policy

ステップ 2   

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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# set aigp-metric
igp-cost

ステップ 3   

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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# exit

ステップ 4   

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/CPU0:router(config)# router bgp 100

ステップ 5   
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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/CPU0: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：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#redistribute
ospf osp route-policy aigp_policy metric 1

ステップ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• 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。

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ 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、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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。
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BGP 不等コストの連続ロードバランシングのイネーブル化
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
をイネーブルにし、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、次の作業を実行します。

PEルータで、マルチプロトコル内部 BGP（MP-iBGP）セッション（IPv4または VPNv4）による
リモート PEへの更新にリンク帯域幅拡張コミュニティが含まれており、maximum-pathsコマン
ドがイネーブルに設定されている場合、リモートPEが自動的にロードバランシングを行います。

不等コストの連続ロードバランシングが行われるパスは最大 8つまでです。

CPPベースのカードでは、BGP不等コストの連続ロードバランシング機能をイネーブルにす
る操作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. 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

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)# router bgp 120

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/CPU0: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。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)#
maximum-paths ebgp 3

ステップ 4   

最大パス数の有効値は 8（8を含む）で
す。

（注）

• 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：ロードバランシング対象として
eBGP学習パスと iBGP学習パスを考慮します。
eiBGPロードバランシングでは常に不等コストロー
ドバランシングが行われます。

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：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# exit

ステップ 5   

CEネイバーを設定します。 ip-address引数にはプライ
ベートアドレスを指定する必要があります。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# neighbor
10.0.0.0

ステップ 6   

eBGP/iBGPネイバーへのリンクに対して非武装地帯
（DMZ）リンク帯域幅拡張コミュニティを生成します。

dmz-link-bandwidth

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)#
dmz-link-bandwidth

ステップ 7   

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 8   
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目的コマンドまたはアクション

• 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

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-nbr)#
commit

◦ 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。

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

RPKIキャッシュ設定は、router-bgpサブモードの rpki-cacheサブモードで行います。 rpki-cacheサ
ブモードを開始するには rpki cache ip_addresコマンドを使用します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. rpki cache {host-name | ip-address}
4. 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

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

• refresh-time time

• refresh-time off

10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• response-time time

• response-time off

11. shutdown
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• 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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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

router bgp as-number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router bgp 100

ステッ

プ 2   
ドでは、BGPルーティングプロセスを設定
できます。
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目的コマンドまたはアクション

rpki-cacheサブモードを開始し、RPKIキャッ
シュパラメータの設定をイネーブルにしま

す。

rpki cache {host-name | ip-address}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki cache 10.2.3.4

ステッ

プ 3   

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 4   • 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
• tcp：TCPを使用して（暗号化せずに）
RPKIキャッシュに接続するには tcpを
選択します。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#transport ssh
port 1 • port port_number：指定された RPKI

キャッシュ転送に使用するポート番号
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#transport tcp
port 2 を指定します。 sshと tcpの両方で指定

可能なポート番号の範囲は 1～ 65535
です。

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）

（任意）

RPKIキャッシュの（SSH）ユーザ名を指定
します。

username user_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#username
ssh_rpki_cache

ステッ

プ 5   

（任意）

RPKIキャッシュの（SSH）パスワードを指
定します。

password

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#password
ssh_rpki_pass

ステッ

プ 6   

「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）

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

preference preference_value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#preference 1

ステッ

プ 7   
です。設定するプリファレンス値は低い方

が適切です。

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

purge-time time

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#purge-time 30

ステッ

プ 8   
機する時間を設定します。破棄時間は秒単
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位で設定します。破棄時間の範囲は 30～
360秒です。

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
次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 9   • refresh-time time
します。 refresh-timeは秒単位で設定します。
refresh-timeの範囲は 15～ 3600秒です。• refresh-time off

シリアルクエリーを定期的に送信しないよ

うにするには offオプションを設定します。例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#refresh-time
20

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#refresh-time
off

BGPがシリアルクエリーまたはリセットク
エリーの送信後に応答を待つ時間を設定しま

次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 10   • response-time time
す。 response-timeは秒単位で設定します。
response-timeの範囲は 15～ 3600秒です。• response-time off

応答待機時間を無制限にするには、offオプ
ションを設定します。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#response-time
30

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#response-time
off

RPKIキャッシュのシャットダウンを設定し
ます。

shutdown

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-cache)#shutdown

ステッ

プ 11   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 12   •• 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

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ 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。
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◦ 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。

RPKI プレフィックス検証の設定
RPKIプレフィックス検証処理の動作を制御するには、次の作業を実行します。

•

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• rpki origin-as validation disable

• rpki origin-as validation time {off | prefix_validation_time

4. origin-as validity signal ibgp
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)#router
bgp 100

ステッ

プ 2   

BGP origin-AS検証パラメータを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 3   • disable：RPKI origin-AS検証をディセーブルにするには
disableオプションを使用します。

• rpki origin-as validation disable

• rpki origin-as validation time {off |
prefix_validation_time • time：プレフィックス検証時間（秒単位）を設定するか、ま

たはRPKI更新後の自動プレフィックス検証をオフに設定す
るには、timeオプションを使用します。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki
origin-as validation disable

プレフィックス検証時間の範囲は 5～ 60秒です。

disableオプションを設定すると、すべての eBGPパスのプ
レフィックス検証がディセーブルになり、すべての eBGPパ
スはデフォルトで「有効」としてマークされます。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki
origin-as validation time 50

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki
origin-as validation time off

rpki origin-as検証オプションはネイバーおよびネイ
バーアドレスファミリサブモードでも設定でき

ます。このネイバーは eBGPネイバーでなければ
なりません。ネイバーまたはネイバーアドレス

ファミリレベルでプレフィックス検証が設定され

る場合、プレフィックス検証の disableオプション
と timeオプションはその特定のネイバーまたはネ
イバーアドレスファミリでのみ有効になります。

（注）

拡張コミュニティへの有効性状態の iBGPシグナリングをイネー
ブルにします。

origin-as validity signal ibgp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki
origin-as validity signal ibgp

ステッ

プ 4   

これはグローバルアドレスファミリサブモードでも設定できま

す。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   
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• 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]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ 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。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ 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。

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. rpki bestpath use origin-as validity
4. rpki bestpath origin-as allow invalid
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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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：

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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/CPU0:router(config)#router
bgp 100

ステッ

プ 2   

BGP最適パス処理でのパスのプリファレンスに影響する BGPパ
スの有効性状態をイネーブルにします。この設定は、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。

rpki bestpath use origin-as validity

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki
bestpath use origin-as validity

ステッ

プ 3   

すべての「無効な」パスを BGP最適パス計算対象にします。
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 rpki 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 pki 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」パスが最適パス候補と

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）

rpki bestpath origin-as allow invalid

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki
bestpath origin-as allow invalid

ステッ

プ 4   

この設定は、rpki bestpath use origin-as validity設定がイネーブ
ルである場合にのみ反映されます。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   •• 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]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ 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。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
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◦ 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
else
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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。

RP/0/RSP0/CPU0:router# 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
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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。設定するルータは隣接ルータとの間でネットワーク 172 .16 .0.0および
192.168 .7.0に関する情報を共有します。リストの 1番めのルータは別の自律システムにあり、2
番めの 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（自律
システム番号は同一）が指定され、3番めの 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

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
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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、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
この更新で取得します。 171 .19 .69.1のルータは通常の eBGPスピーカーであり、このピアから受
け取る更新は、自律システム 666のピアからの通常の 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は通常の iBGPピアであり、ピア 199.99.99.2は
自律システム 700からの通常の 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

address-family ipv4 unicast
neighbor 171

.19

.99.2
remote-as 700
exit
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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は自律システム 701からの通常の 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

次に、同じ例の自律システム 701からの BGPスピーカー 192 .168 .200.205からの設定の一部を示
します。ネイバー 171.16 .232.56は自律システム 666からの通常の 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をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 120
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# nsr
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# end

次に、BGP NSRをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 120
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# no nsr
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# 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イネーブル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個のパスを使用する設定例を示します。

router bgp 100
address-family ipv4 multicast
maximum-paths ibgp 30
!
!
end

BGP 追加パスの設定：例
次に、BGP追加パスの送信、受信、および選択機能をイネーブルにする設定例を示します。

route-policy add_path_policy
if community matches-any (*) then
set path-selection all advertise

else
pass

endif
end-policy
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
additional-paths receive
additional-paths send
additional-paths selection route-policy add_path_policy
!
!
end

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
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network 10.2.3.4/24 route-policy aigp-policy
redistribute ospf osp1 metric 4 route-policy aigp-policy
!
!
end

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。

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
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end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
202.153.144.0/24 8.43.0.1
!
!
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
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
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route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
end

次の作業
BGPコマンドの詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation ServicesRouterRoutingCommand
Reference』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。

関連資料

参照先関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』

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

に関する注意事項、および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router IP Addresses and Services Command
Reference』

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

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』

MPLS VPN設定情報。

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Interface and Hardware Component
Configuration Guide』および『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router Interface and
Hardware Component Command Reference』

双方向フォワーディング検出（BFD）

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の
「Configuring AAA Services on Cisco ASR 9000
Series Router」モジュール

タスク ID情報。
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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

『A Border 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 BGP Cease Notification Message』
（Enke Chen、V. Gillet）

draft-ietf-idr-cease-subcode-05.txt

『Avoid BGP Best Path Transitions from One
External to Another』（EnkeChen、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

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。 http://cisco.com/public/
sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

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
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タイトルRFC

『BGP Route Flap Damping』RFC 2439

『Use of BGP-4 Multiprotocol 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 IPVirtual Private Networks (VPNs)』RFC 4364

『Graceful Restart Mechanism for BGP』RFC 4724

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サイトには、
数千ページに及ぶ検索可能な技術情報がありま

す。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もあり

ます。 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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