
Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RIB の実
装とモニタリング

ルーティング情報ベース（RIB）は、ネットワークのすべてのノードに分散されたルーティング
接続に関する情報の集合です。各ルータにはそのルータのルーティング情報が含まれる RIBが
保存されています。 RIBは、システムで実行されているすべてのルーティングプロトコルから
の最適ルートを格納します。

このモジュールでは、Cisco IOSXRネットワークでRIBを実装およびモニタリングする方法を説
明します。

Cisco IOSXRソフトウェアのRIBに関する情報と、このモジュールに一覧で示されているRIB
コマンドに関しては、このモジュールの「その他の参考資料」の項を参照してください。設

定作業を実行中に表示されることのある他のコマンドのドキュメントを検索するには、オンラ

インで 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master List』を検索して
ください。

（注）

RIB の実装とモニタリングの機能履歴

変更箇所リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

変更なし。リリース 3.9.0

次の機能が追加されました。

•ルートとラベルの整合性チェッカ（RCCおよび
LCC）

• IOSXRソフトウェアのシステム全体でのルートのプ
ライオリティの設定

リリース 4.2.0
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変更箇所リリース

RIBおよび FIBの BGP Prefix Independent Convergenceの
サポートが追加されました。

リリース 4.2.1

• RIBの実装の前提条件, 2 ページ

• RIBの設定情報, 2 ページ

• RIBの導入およびモニタ方法, 8 ページ

• RCCおよび LCCの設定, 12 ページ

• RIBモニタリングの設定例, 15 ページ

• 次の作業, 18 ページ

• その他の参考資料, 19 ページ

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

• RIBはベースのCisco IOS XRソフトウェアによって分散されます。インストールの特別な要
件はありません。ベースソフトウェアインストールの要件は次のとおりです。

◦ルータ

◦ Cisco IOS XRソフトウェア

◦ベースパッケージ

RIB の設定情報
Cisco RIB機能を実装するには、次の概念を理解しておく必要があります。

RIB の概要
各ルーティングプロトコルは独自の最適ルートのセットを選択し、これらのルートとその属性を

RIBに取り込みます。 RIBはこれらのルートを格納し、すべてのルーティングプロトコルの中か
ら最適ルートを選択します。これらのルートは転送パケットで使用するために、ラインカードに
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ダウンロードされます。頭字語の RIBは、RIBプロセスと、RIB内に含まれるルートデータの集
合を表すために使用されます。

プロトコル内で、ルートはそのプロトコルによって使用されているメトリックに基づいて選択さ

れます。プロトコルは最適なルート（最も低いメトリックまたは結び付けられたメトリック）を

RIBにダウンロードします。 RIBは、関連付けられているプロトコルのアドミニストレーティブ
ディスタンスを比較して、全体的に最適なルートを選択します。

BGP およびその他のプロトコルでの RIB データ構造
RIBはプロセスを使用し、他のルーティングアプリケーションとは異なるデータ構造を維持しま
す。たとえば、RIBのデータ構造は、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）および他のユニ
キャストルーティングプロトコル、またはプロトコル独立型マルチキャスト（PIM）やMulticast
Source Discovery Protocol（MSDP）などのマルチキャストプロトコルのデータ構造とは異なりま
す。ただし、これらのルーティングプロトコルはRIBが使用するデータ構造に似た内部データ構
造を使用するため、内部的にはこのデータ構造を RIBとして参照する場合もあります。たとえ
ば、BGPルートは BGP RIB（BRIB）に格納され、PIMやMSDPなどのマルチキャストルーティ
ングプロトコルで計算されたマルチキャストルートは、マルチキャスト RIB（MRIB）に格納さ
れます。 RIBプロセスは BRIBとMRIBを処理しません。BRIBとMRIBはそれぞれ BGPおよび
マルチキャストプロセスによって処理されます。

パケットを転送するためにラインカードおよびRPによって使用されるテーブルは、転送情報ベー
ス（FIB）と呼ばれます。RIBプロセスではFIBを構築しません。その代わり、RIBはBulkContent
Downloader（BCDL）プロセスにより選択されたFIBプロセスへの最適ルートをそれぞれのライン
カードにダウンロードします。こうすると FIBが構築されます。

RIB アドミニストレーティブディスタンス
転送は最長プレフィックス照合に基づいて行われます。 10.0.2.1宛てにパケットを転送する場
合、/24マスクは /16マスクよりも長いため、10.0.0.0/16よりも 10.0.2.0/24を優先させます。

同じプレフィックスと長さを持つ異なるプロトコルからのルートは、アドミニストレーティブ

ディスタンスに基づいて選択されます。たとえば、Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルに
110のアドミニストレーティブディスタンスがあり、Intermediate System-to-Intermediate System
（IS-IS）プロトコルには 115のアドミニストレーティブディスタンスがあるとします。 IS-ISと
OSPFの両方が 10.0.1.0/24を RIBにダウンロードする場合、OSPFにはより小さいアドミニスト
レーティブディスタンスがあるため、RIBは OSPFルートを優先させます。アドミニストレー
ティブディスタンスは、同じ長さの複数のルートから選択するためにのみ使用されます。

この表には、共通プロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスが一覧で示さ

れています。
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表 1：デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスのデフォ

ルト

プロトコル

0接続されたルートまたはローカルルート

1スタティックルート

20外部 BGPルート

110OSPFルート

115IS-ISルート

200内部 BGPルート

一部のルーティングプロトコル（IS-IS、OSPF、BGPなど）のアドミニストレーティブディスタ
ンスは変更できます。そのプロトコルのアドミニストレーティブディスタンスを変更する適切な

方法については、プロトコル関連のドキュメントを参照してください。

一部のルータ（すべてのルータではない）でプロトコルのアドミニストレーティブディスタ

ンスを変更すると、ルーティングループや望ましくない動作が発生することがあります。一

部のルータではアドミニストレーティブディスタンスを変更しないことを推奨します。

（注）

IPv4 および IPv6 の RIB サポート
Cisco IOS XRソフトウェアでは、RIBテーブルはマルチキャストルーティングおよびユニキャス
トルーティングをサポートしています。

Cisco IOS XRソフトウェアRIBのデフォルトルーティングテーブルは、IPv4ルーティング用はユ
ニキャスト RIBテーブル、IPv6ルーティング用はマルチキャスト/ユニキャスト RIBテーブルで
す。マルチキャストルーティングでは、ルーティングプロトコルはマルチキャスト/ユニキャス
ト RIBテーブルにユニキャストルートを挿入します。マルチキャストプロトコルは、次にその
情報を使用してマルチキャストルートを構築します（これらは次にMRIBに格納されます）。マ
ルチキャストの使用と設定に関する詳細については、マルチキャストのマニュアルを参照してく

ださい。

RIBプロセスの ipv4_ribおよび ipv6_ribは、RPカードで実行されます。プロセス配置機能がルー
タの複数のRPで使用可能でサポートされている場合、RIBプロセスは任意の使用可能なノードに
配置できます。
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RIB 統計情報
RIBでは、RIBとそのクライアント間で転送されるメッセージ（要求）の統計情報をサポートし
ます。プロトコルクライアントは、メッセージを RIBに送信します（たとえば、ルート追加、
ルート削除、ネクストホップの登録など）。RIBは、メッセージも送信します（たとえば、ルー
トの再配布、アドバタイズメント、ネクストホップの通知など）。これらの統計情報は、どのよ

うなメッセージが送信されたかに関して、また送信されたメッセージ数に関する情報を収集する

ために使用されます。これらの統計情報には、RIBサーバとそのクライアント間で転送される各
種メッセージのカウンタが含まれています。統計情報は、show rib statisticsコマンドを使用して
表示します。

RIBは、次に挙げるような、クライアントから送信されるすべての要求のカウンタを保持します。

•ルートの動作

•テーブルの登録

•ネクストホップの登録

•再配布の登録

•属性の登録

•同期の完了

RIBは、RIBによって送信されるすべての要求のカウンタも保持します。設定は RIBネクスト
ホップダンプニング機能をディセーブルにします。この結果、クライアントが登録したネクスト

ホップが解決された、または解決されなかった場合に RIBはクライアントにすぐに通知します。

RIBは、要求の結果に関する情報も保持します。

IPv6 プロバイダーエッジ IPv6 および MPLS を介する IPv6 VPN プロバイ
ダーエッジ転送

IPv6プロバイダーエッジ（6PE）および IPv6 VPNプロバイダーエッジ（6VPE）では、IPv6転送
に既存のマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）の IPv4コアインフラストラクチャを
活用します。 6PEおよび 6VPEを使うと、MPLSラベルスイッチドパス（LSP）を使用してMPLS
IPv4コアネットワークを介して IPv6サイトが相互に通信できるようになります。

RIBは、6VPEネクストホップを提供することにより、6PEおよび 6VPEをサポートしています。
ネクストホップ情報は、RIBの隠されたデータベースに格納されています。これには、プロトコ
ルクライアントによって転送情報ベース（FIB）に送信されるデータが読み込まれます。

MPLSを介する 6PEおよび 6VPEの設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』を参照してください。
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RIB 検疫
RIB検疫は、ルーティングプロトコルと RIB間の相互作用における問題を解決します。問題と
は、RIBとルーティングプロトコル間で続く振動のことです。これは、ルートが挿入され続けて
いているときにルートがRIBから取り消された場合に、問題が解決するまでCPU使用率でスパイ
クが生じることによって発生します。振動にダンピングがない場合は、プロトコルプロセスと

RIBプロセスの両方でCPU使用率が高くなり、残りのシステムに影響を与え、他のプロトコルお
よび RIB操作をブロックします。この問題は、RIBにルートの特定の組み合わせが受信されて取
り込まれた場合に発生します。この問題は、通常、ネットワークの設定が間違っている場合に発

生します。一方で、設定の間違いがネットワーク全体にわたっているため、単一ルータでの設定

時に問題を検出できません。

検疫メカニズムでは相互に再帰的なルートが検出されますが、ここで検疫されるのは相互の再帰

が完了した最終ルートです。検疫ルートは、相互の再帰が解消したか確認するために定期的に評

価されます。再帰が引き続き存在する場合は、ルートは検疫対象のままとなります。再帰が解消

した場合は、ルートは検疫対象から外れます。

ルートの検疫には次の手順が使用されます。

1 RIBは、特定の問題のあるパスが取り込まれたことを検出します。

2 RIBは、そのパスを取り込んだプロトコルに通知を送信します。

3 プロトコルが問題のルートについての検疫通知を受信すると、ルートを「検疫対象」として

マークします。BGPルートの場合、BGPはルートの到達可能性をネイバーにアドバタイズし
ません。

4 RIBは、すべての検疫対象パスに対して、安全に取り込む（検疫対象から「使用 OK」状態に
移行）ことができるようになったかどうかを定期的にテストします。パスが安全に使用できる

ようになったことを示す通知がプロトコルに送信されます。

ルートとラベルの整合性チェッカ（RCC および LCC）
ルート整合性チェッカおよびラベル整合性チェッカ（RCC/LCC）はコマンドラインツールです。
これは、コントロールプレーンとデータプレーンルート間および IOS XRソフトウェアのラベル
プログラミングの整合性を検証するために使用できます。

実稼働ネットワークのルータの場合は、転送情報がコントロールプレーン情報と一致しない状態

になることがあります。この原因としては、ルートプロセッサ（RP）とラインカード（LC）間
のファブリックまたは転送失敗や、転送情報ベース（FIB）の問題などが考えられます。RCC/LCC
を使用すると、結果として生じたコントロールプレーンとデータプレーン間の不整合を識別して

詳細情報を出力できます。この情報は、転送問題とトラフィック損失の原因をさらに調査して診

断するために使用できます。

RCC/LCCは、2つのモードで実行できます。 RCC/LCCは、EXECモードからオンデマンドの 1
回かぎりのスキャンとしてトリガーする（オンデマンドスキャン）か、通常のルータ動作中に

バックグラウンドで定義した間隔で実行するように設定（バックグラウンドスキャン）できま
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す。 RCCは、ルーティング情報ベース（RIB）を転送情報ベース（FIB）と比較します。一方、
LCCは、ラベルスイッチングデータベース（LSD）を FIBと比較します。不整合が検出される
と、RCC/LCC出力では、特定のルートまたはラベルを識別し、検出された不整合のタイプを識別
して、さらなるトラブルシューティングに役立つ追加のデータも提供します。

オンデマンドスキャン

オンデマンドスキャンでは、ユーザは特定のテーブルの特定のプレフィックスまたはテーブルの

すべてのプレフィックスのコマンドラインインターフェイスのスキャンを要求します。スキャン

はすぐに実行され、結果はすぐに表示されます。

バックグラウンドスキャン

バックグラウンドスキャンでは、バックグラウンドで実行されるようにスキャンを設定します。

設定には定期的スキャンの時間が含まれます。このスキャンは、単一のテーブルに対して、また

は複数のテーブルに対して設定できます。

IOS XR ソフトウェアのシステム全体でのルートのプライオリティの設
定

システム全体でのルートのプライオリティ付けを使用すると、ルータまたはネットワークイベン

トによる内部ゲートウェイプロトコル（IGP）コンバージェンスがより高速になり整合性も高く
なります。これには、すべてのルーティングコンポーネントがルーティングクライアント（OSPF、
ISIS、BGP、L2VPN）からの重要なルートアップデートのプライオリティ付けを、プロデューサ
コンポーネント（RIB、LSD）およびインフラストラクチャ（BCDL）を通じて、すべてのライン
カードおよびルートプロセッサの FIBに設定する必要があります。

これらの要件をサポートするには、コントロールプレーンがそのルートのプライオリティ付けが

できて、最初に重要なルートをダウンロードした後で重要ではないルートをダウンロードできる

必要があります。

システムフロー

次に、プライオリティ付きルート情報のシステムフローの概要を説明します。

• ISISおよび OSPFは、ルートのプライオリティを RIBに渡します

• RIBは、プライオリティを BCDLキューに変換してルートを FIBに送信します

•ルートにラベルが必要な場合、RIBはプライオリティ付きのルートを LDPに送信します

• LDPは、LSDが提供する APIを使用してプライオリティ付きのルートを LSDに転送します

• LSDは、プライオリティを固有の内部 LSDキューに変換します

• LSDは、内部 LSDキューを対応する BCDLキューにマッピングして、ルートを FIBに送信
します
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ラベルも必要とするL2VPN、BGP InterAS、およびTEのようなアプリケーションには、次のシス
テムフローも適用されます。

•アプリケーションは、MPLSの書き換えを LSDに内部プライオリティの順に送信します

• LSDは、プライオリティを固有の内部 LSDキューに変換します

• LSDは、内部LSDキューをBCDLキューにマッピングして、書き換えをFIBに送信します。

ルート整合性チェッカ（RCC）およびラベル整合性チェッカ（LCC）のプライオリティキュー
は、常に最低の BCDLプライオリティです。ルート/ラベルの整合性チェッカの詳細について
は、「Route/Label Consistency Checker」の項を参照してください。

（注）

RIB の導入およびモニタ方法
RIBを導入およびモニタするには、次の概念を理解しておく必要があります。

ルーティングテーブルを使用した RIB 設定の検証
RIBが RPで実行されていて適切に機能していることを確認するために、次のタスクを実行して
ルーティングテーブルの要約と詳細をチェックすることにより、RIB設定を検証します。

手順の概要

1. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
summary [ detail ] [ standby ]

2. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] [ protocol
[ instance ] | ip-address mask ] [ standby ] [ detail ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングテーブルのルートの要約情報を表

示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all |
ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
summary [ detail ] [ standby ]

ステップ 1   

•デフォルトの要約されたテーブルは、IPv4ユニキャ
ストルーティングテーブルです。例：

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

指定したルーティングテーブルのルートの詳細情報を表

示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all |
ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] [
protocol [ instance ] | ip-address mask ] [ standby
] [ detail ]

ステップ 2   

   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
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目的コマンドまたはアクション

•このコマンドは、表示を制限するために通常は IPア
ドレスまたは他のオプションフィルタを使用して発例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4
unicast

行します。そうしないと、デフォルト IPv4ユニキャ
ストルーティングテーブルのすべてのルートが表示

されるため、ネットワークの設定によってはリストが

大きくなる可能性があります。

ネットワーキングとルーティングの問題の検証

ノード間のルートの動作を検証するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] [ protocol
[ instance ] | ip-address mask ] [ standby ] [ detail ]

2. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] backup
[ ip-address ] [ standby ]

3. sho w route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] best-local
ip-address [ standby ]

4. sho w route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ]
connected [ standby ]

5. show rout e [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] local
[ interface ] [ standby ]

6. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] longer-prefixes
{ ip-address mask | ip-address / prefix-length } [ standby ]

7. show rou te [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] next-hop
ip-address [ standby ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

RIBの現在のルートを表示します。show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [
unicast | multicast | safi-all ] [ protocol [ instance ] | ip-address
mask ] [ standby ] [ detail ]

ステップ 1   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast
192.168.111/8

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    
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目的コマンドまたはアクション

RIBのバックアップルートを表示しま
す。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [
unicast | multicast | safi-all ] backup [ ip-address ] [ standby
]

ステップ 2   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast backup
192.168.111/8

指定された宛先からの戻りパケットで使

用する最適なローカルアドレスを表示

します。

sho w route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast |
multicast | safi-all ] best-local ip-address [ standby ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast best-local
192.168.111/8

ステップ 3   

ルーティングテーブルの現在の接続し

ているルートを表示します。

sho w route [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [
unicast | multicast | safi-all ] connected [ standby ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast connected

ステップ 4   

ルーティングテーブルの受信エントリ

のローカルルートを表示します。

show rout e [ vrf { vrf-name | all }] [ afi-all | ipv4 | ipv6 ] [
unicast | multicast | safi-all ] local [ interface ] [ standby ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast local

ステップ 5   

RIBの現在のルートで、指定の数のビッ
トを指定のネットワークと共有している

ルートを表示します。

show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast |
multicast | safi-all ] longer-prefixes { ip-address mask |
ip-address / prefix-length } [ standby ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast

ステップ 6   

longer-prefixes 192.168.11.1
/8

宛先アドレスまでのネクストホップ

ゲートウェイまたはホストを表示しま

す。

show rou te [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast |
multicast | safi-all ] next-hop ip-address [ standby ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast next-hop
192.168.1.34

ステップ 7   

   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
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RIB ネクストホップダンプニングのディセーブル化
RIBネクストホップダンプニングをディセーブルにするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. router rib
2. address-family { ipv4 | ipv6 } next-hop dampening disable
3. 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

RIBコンフィギュレーションモードを開始します。router rib

例：

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

ステップ 1   

IPv4アドレスファミリのネクストホップダンプニングを
ディセーブルにします。

address-family { ipv4 | ipv6 } next-hop
dampening disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rib)# address
family ipv4 next-hop dampening disable

ステップ 2   

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 3   

• 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-rib)# 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-rib)# 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。

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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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。

RCC および LCC の設定

RCC および LCC オンデマンドスキャンのイネーブル化
ルート整合性チェッカ（RCC）およびラベル整合性チェッカ（LCC）オンデマンドスキャンをト
リガーするには、次のタスクを実行します。オンデマンドスキャンはテーブルの特定のアドレス

ファミリ（AFI）、サブアドレスファミリ（SAFI）、テーブルおよびプレフィックス、vrf、また
はすべてのプレフィックスで実行できます。

手順の概要

1. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• show rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name]

• show lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name]

2. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• clear rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name] log

• clear lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name] log

   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
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート整合性チェッカ（RCC）また
はラベル整合性チェッカ（LCC）オ
ンデマンドで実行します。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 1   

• show rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name]

• show lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#show rcc ipv6 unicast 2001:DB8::/32 vrf
vrf_1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router#show lcc ipv6 unicast 2001:DB8::/32 vrf
vrf_1

以前のスキャンのログをクリアしま

す。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 2   

• clear rcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name] log

• clear lcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrf vrf-name] log

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#clear rcc ipv6 unicast log

または

RP/0/RSP0/CPU0:router#show lcc ipv6 unicast log

RCC および LCC バックグラウンドスキャンのイネーブル化
ルート整合性チェッカ（RCC）およびラベル整合性チェッカ（LCC）のバックグラウンドスキャ
ンを実行するには、次のタスクを実行します。

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    
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• rcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period milliseconds}

• lcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period milliseconds}

3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• show rcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-id scan-id-value]

• show lcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-id scan-id-value]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

RCCまたは LCCバックグラウンドスキャンをトリガーしま
す。検証のトリガー頻度を制御するには、periodオプショ

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 2   

• rcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period
milliseconds} ンを使用します。スキャンをトリガーするたびに、転送情

報ベース（FIB）に送信されたルートまたはラベルの残りの
1バッファ分の場所から検証が再開されます。• lcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | period

milliseconds}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#rcc ipv6
unicast enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#rcc ipv6
unicast period 500

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#lcc ipv6
unicast enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#lcc ipv6
unicast period 500

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 3   

   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
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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)# 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。

バックグラウンドスキャンの統計情報を表示します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• summary：現在進行中のスキャン IDおよび以前の少数
のスキャンの要約を表示します。

• show rcc {ipv4| ipv6} unicast [summary |
scan-id scan-id-value]

• show lcc {ipv4| ipv6} unicast [summary |
scan-id scan-id-value]

• scan-id scan-id-value：特定のスキャンの詳細を表示しま
す。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#show rcc ipv6 unicast
statistics scan-id 120

または

RP/0/RSP0/CPU0:router#show lcc ipv6 unicast
statistics scan-id 120

RIB モニタリングの設定例
RIBは、Cisco IOS XRシステム用に別に設定されていません。 RIBは、ルーティングプロトコル
からの入力に基づいて、ネットワークのルータとその他のノードの接続を計算します。 RIBは、

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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RIBとそのクライアント間の接続のモニタおよびトラブルシューティングに使用できますが、ネッ
トワークのノード間のルーティング接続のモニタに主に使用します。ここでは、そのアクティビ

ティをモニタするために使用する showコマンドによる表示について説明します。

show route コマンドの出力：例
次に、アドレスを指定せずに入力した show routeコマンドの出力例を示します。

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

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local

Gateway of last resort is 172.23.54.1 to network 0.0.0.0

C 10.2.210.0/24 is directly connected, 1d21h, Ethernet0/1/0/0
L 10.2.210.221/32 is directly connected, 1d21h, Ethernet0/1/1/0
C 172.20.16.0/24 is directly connected, 1d21h, ATM4/0.1
L 172.20.16.1/32 is directly connected, 1d21h, ATM4/0.1
C 10.6.100.0/24 is directly connected, 1d21h, Loopback1
L 10.6.200.21/32 is directly connected, 1d21h, Loopback0
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 172.20.16.6, 1d21h

show route backup コマンドの出力：例
次に、show route backupコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route backup

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local

S 172.73.51.0/24 is directly connected, 2d20h, GigabitEthernet 4/0/0/1
Backup O E2 [110/1] via 10.12.12.2, GigabitEthernet 3/0/0/1

show route best-local コマンドの出力：例
次に、show route best-localコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route best-local 10.12.12.1

Routing entry for 10.12.12.1/32
Known via "local", distance 0, metric 0 (connected)
Routing Descriptor Blocks
10.12.12.1 directly connected, via GigabitEthernet3/0
Route metric is 0

   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
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show route connected コマンドの出力：例
次に、show route connectedコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route connected

C 10.2.210.0/24 is directly connected, 1d21h, Ethernet0
C 172.20.16.0/24 is directly connected, 1d21h, ATM4/0.1
C 10.6.100.0/24 is directly connected, 1d21h, Loopback1

show route local コマンドの出力：例
次に、show route localコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route local

L 10.10.10.1/32 is directly connected, 00:14:36, Loopback0
L 10.91.36.98/32 is directly connected, 00:14:32, Ethernet0/0
L 172.22.12.1/32 is directly connected, 00:13:35, GigabitEthernet3/0
L 192.168.20.2/32 is directly connected, 00:13:27, GigabitEthernet2/0
L 10.254.254.1/32 is directly connected, 00:13:26, GigabitEthernet2/2

show route longer-prefixes コマンドの出力：例
次に、show route longer-prefixesコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 longer-prefixes 172.16.0.0/8

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1
N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1
E2 - OSPF external type 2, E - EGP, i - ISIS, L1 - IS-IS level-1
L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
su - IS-IS summary null, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR, L - local

Gateway of last resort is 172.23.54.1 to network 0.0.0.0
S 172.16.2.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.3.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.4.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.5.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.6.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.7.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.8.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0
S 172.16.9.0/32 is directly connected, 00:00:24, Loopback0

show route next-hop コマンドの出力：例
次に、show route resolving-next-hopコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route resolving-next-hop 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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Nexthop matches 0.0.0.0/0
Known via "static", distance 200, metric 0, candidate default path
Installed Aug 18 00:59:04.448
Directly connected nexthops
172.29.52.1, via MgmtEth0/RSP0

/CPU0/0
Route metric is 0

172.29.52.1, via MgmtEth0/RP1/CPU0/0
Route metric is 0

RCC および LCC のイネーブル化：例

RCC および LCC バックグラウンドスキャンのイネーブル化：例

次に、ルート整合性チェッカ（RCC）バックグラウンドスキャンを IPv6ユニキャストテーブル
のスキャンのバッファ間 500ミリ秒の時間でイネーブルにする例を示します。
rcc ipv6 unicast period 500

次に、ラベル整合性チェッカ（LCC）バックグラウンドスキャンを IPv6ユニキャストテーブル
のスキャンのバッファ間 500ミリ秒の時間でイネーブルにする例を示します。
lcc ipv6 unicast period 500

RCC および LCC オンデマンドスキャンのイネーブル化：例

次に、ルート整合性チェッカ（RCC）オンデマンドスキャンを vrf1のサブネット 10.10.0.0/16で
実行する例を示します。
show rcc ipv4 unicast 10.10.0.0/16 vrf vrf 1

次に、ラベル整合性チェッカ（LCC）オンデマンドスキャンを IPv6プレフィックスのすべてのラ
ベルで実行する例を示します。
show lcc ipv6 unicast all

次の作業
RIBと対話するプロトコルの詳細については、次のマニュアルを参照してください。

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLS Configuration Guide』の「Implementing
MPLS Layer 3 VPNs」

•『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「 Cisco IOS XRソフトウェアへの BGPの実装」

•『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「Cisco IOS XRソフトウェアへの EIGRPの実装」

•『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「Cisco IOS XRソフトウェアへの IS-ISの実装」

•『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「Cisco IOS XRソフトウェアへの OSPFの実装」

   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
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•『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「Cisco IOS XRソフトウェアへの RIPの実装」

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「RIB
Commands on Cisco IOS XRソフトウェア」

その他の参考資料
ここでは、OSPFの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

参照先関連項目

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

OSPFおよび OSPFv3のコマンド：すべてのコ
マンド構文、コマンドモード、コマンド履歴、

デフォルト値、使用上の注意事項、例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』の
「Implementing MPLS Traffic Engineering on Cisco
ASR 9000シリーズルータ」モジュール

MPLS TE機能情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MIB Specification Guide』

MIBリファレンス

標準

タイトル標準

『OSPF Multi-Area Adjacency』draft-ietf-ospf-multi-area-adj-07.txt

『OSPF Protocol Extensions for Path Computation
Element（PCE）』

draft-ietf-pce-disco-proto-ospf-08.txt

『LDP IGP Synchronization』draft-ietf-mpls-igp-sync-00.txt

『OSPFv3 Graceful Restart』draft-ietf-ospf-ospfv3-graceful-restart-07.txt

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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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

『The OSPF NSSA Option』RFC 1587

『Extending OSPF to Support Demand Circuits』RFC 1793

『OSPF Version 2』RFC 2328

『The OSPF Opaque LSA Option』RFC 2370

『OSPF for IPv6』RFC 2740

『The OSPFNot-So-Stubby Area (NSSA) Option』RFC 3101

『OSPF Stub Router Advertisement』RFC 3137

『Alternative Implementations of OSPFArea Border
Routers』

RFC 3509

『Graceful OSPF Restart』RFC 3623

『Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF
Version 2』

RFC 3630

『The Generalized TTL Security Mechanism
(GTSM)』

RFC 3682

『Calculating Interior Gateway Protocol (IGP) Routes
Over Traffic Engineering Tunnels』

RFC 3906

『OSPF Refresh and Flooding Reduction in Stable
Topologies』

RFC 4136
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タイトルRFC

『Label Switched Paths (LSP) Hierarchy with
Generalized Multi-Protocol Label Switching
(GMPLS) Traffic Engineering (TE)』

RFC 4206

『Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware
MPLS Traffic Engineering』

RFC 4124

『Using a Link State Advertisement (LSA) Options
Bit to Prevent Looping in BGP/MPLS IP Virtual
Private Networks (VPNs) ownbit Extension for
L3VPN』

RFC 4576

『OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for
BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)』

RFC 4577

『OSPF Version 2Management Information Base』RFC 4750

『OSPF Out-of-Band Link State Database (LSDB)
Resynchronization』

RFC 4811

『OSPF Restart Signaling』RFC 4812

『OSPF Link-Local Signaling』RFC 4813

『Extensions to OSPF for Advertising Optional
Router Capabilities』

RFC 4970

『Management Information Base (MIB) for
OSPFv3』

RFC 5643

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトには、
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。

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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