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タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネーブル化：例 677
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はじめに

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』の「はじめに」に
は、次の項が含まれています。

• マニュアルの変更履歴, xxv ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xxv ページ

マニュアルの変更履歴
この表に、初版後、このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

表 1：マニュアルの変更履歴

変更点日付リビジョン

このマニュアルの初版2012年 12月OL-28384-01-J

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は Really Simple Syndication（RSS）フィードとして
購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配

信されるように設定することもできます。 RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、
RSSバージョン 2.0をサポートしています。

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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第 1 章

Cisco IOS XR リリース 4.3.x の新機能および
変更された機能情報

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

• 新規および変更されたルーティング機能, 2 ページ
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新規および変更されたルーティング機能

参照先導入または変更されたリリー

ス

説明機能

「Implementing Bidirectional
Forwarding Detection」の章

•論理バンドル上の双方
向フォワーディング検

出, （213ページ）

•バンドル上の BFD
（BoB）と論理バンド
ル上の BFD（BLB）の
間の共存設定, （252
ページ）

バンドル上の BFD（BoB）
と論理バンドル上の BFD
（BLB）の間の共存を設定
および確認するために使用

するコマンドの詳細につい

ては、『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Routing Command
Reference』の「Bidirectional
Forwarding Detection
Commands」の章を参照して
ください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。論理バンドル上の BFD
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参照先導入または変更されたリリー

ス

説明機能

「Implementing Bidirectional
Forwarding Detection」の章

双方向フォワーディング検

出 IPv6マルチホップ, （214
ページ）

IPv6マルチホップBFDセッ
ションをイネーブルにする

ために使用されるコマンド

については、

『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「Bidirectional Forwarding
DetectionCommands」の章を
参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。BFD IPv6マルチホップ

「Implementing Bidirectional
Forwarding Detection」の章

総称ルーティングカプセル

化上の双方向フォワーディ

ング検出, （213ページ）

BFD over Generic Routing
Encapsulation (GRE)トンネリ
ングプロトコルをイネーブ

ルにするために使用される

コマンドについては、

『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「Bidirectional Forwarding
DetectionCommands」の章を
参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。GRE上の BFD
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参照先導入または変更されたリリー

ス

説明機能

「Implementing RCMD」の章

•ルート収束モニタリン
グおよび診断のプレ

フィックスモニタリン

グ, （670ページ）

• IS-ISのプレフィックス
のRCMDモニタリング
のイネーブル化, （671
ページ）

• IS-ISのプレフィックス
のRCMDモニタリング
のイネーブル化：例,
（677ページ）

• OSPFのプレフィックス
のRCMDモニタリング
のイネーブル化, （673
ページ）

• OSPFのプレフィックス
のRCMDモニタリング
のイネーブル化：例,
（677ページ）

IS-ISおよび OSPFプレ
フィックスの RCMDモニタ
リングをイネーブルにする

ために使用するコマンドの

詳細については、

『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「RCMDCommands」の章
を参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。ルート収束モニタリングお

よび診断（RCMD）プレ
フィックスモニタリング
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参照先導入または変更されたリリー

ス

説明機能

「Implementing RCMD」の章

•ルート収束モニタリン
グおよび診断の OSPF
タイプ 3/5/7リンクス
テートアドバタイズメ

ントのモニタリング,
（670ページ）

•タイプ 3/5/7の OSPF
LSAのRCMDモニタリ
ングのイネーブル化,
（675ページ）

•タイプ 3/5/7の OSPF
LSAのRCMDモニタリ
ングのイネーブル化：

例, （677ページ）

タイプ 3/5/7 OSPF LSAのプ
レフィックスの RCMDモニ
タリングをイネーブルにす

るために使用するコマンド

の詳細については、

『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「RCMDCommands」の章
を参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。ルート収束モニタリングお

よび診断（RCMD）OSPFタ
イプ 3/5/7LSAモニタリング

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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参照先導入または変更されたリリー

ス

説明機能

「Implementing BGP」の章

アップデート生成のための

BGP-RIBのフィードバック
メカニズム, （70ページ）

アップデート生成の

BGP-RIBフィードバックメ
カニズムを設定、および設

定情報を表示するために使

用するコマンドについては、

『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「BGPCommands」の章を
参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。アップデート生成のための

BGP-RIBのフィードバック
メカニズム

「Implementing OSPF」の章

OSPFv2の VRF-liteサポー
ト, （416ページ）

VRF-Lite機能を設定するた
めに使用するcapability
vrf-liteコマンドおよび
VRF-Liteの設定ステータス
を表示するために使用する

show ospfコマンドについて
は、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「OSPF Commands」の章
を参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されました。OSPFv2 VRF-lite
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参照先導入または変更されたリリー

ス

説明機能

「Implementing OSPF」の章

OSPFv3タイマーリンクス
テートアドバタイズメント

および Shortest Path Firstス
ロットリングのデフォルト

値のアップデート, （416
ページ）

timers throttle lsa allコマン
ドおよび timers throttle spf
コマンドの詳細については、

『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「OSPFv3 Commands」の
章を参照してください。

リリース 4.3.0OSPFv3タイマー LSAおよ
び SPF Throttleコマンドのデ
フォルト値が更新されまし

た。

OSPFv3タイマーの更新

「Implementing EIGRP」の章

EIGRPワイドメトリック計
算, （281ページ）

EIGRPワイドメトリック計
算をサポートする新しいコ

マンドと拡張情報について

は、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router
Routing Command Reference』
の「EIGRPCommands」の章
を参照してください。

リリース 4.3.0Cisco IOS XR EIGRPは、ワ
イドメトリック計算をサ

ポートするようになりまし

た。

EIGRPワイドメトリック計
算

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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第 2 章

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

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

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

BGPの詳細とこのモジュールに示す BGPコマンドの詳細な説明については、このモジュール
の関連資料, （191ページ）の項を参照してください。設定作業の実行中に必要になることの
ある他のコマンドのドキュメントを見つけるには、CiscoASR9000シリーズルータソフトウェ
アマスターコマンド索引で、オンライン検索してください。

（注）

BGP の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2
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変更内容リリース

次の機能がサポートされました。

• BGP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

5000BGPNSRセッションのサポートが追加されました。リリース 4.1.0

次の機能が追加されました。

• BGP Accept Own

•不等コストの連続ロードバランシングに対するBGP
DMZリンク帯域幅

リリース 4.1.1

次の機能がサポートされました。

•選択的 VRFダウンロード

• BGP Multi-Instance/Multi-AS

• BGPの BFDマルチホップサポート

分散 BGP（bgp分散スピーカー）の設定のサポートが削
除されました。

リリース 4.2.0
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変更内容リリース

次の機能がサポートされました。

•グローバルプレフィックス用 BGP 3107 PICアップ
デート

• RIBおよび FIB用BGPプレフィックス独立コンバー
ジェンス

• RPKIに基づく BGPプレフィックスの発信元検証

リリース 4.2.1

BGP属性のフィルタリング機能が追加されました。リリース 4.2.3

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

リリース 4.3.0

• BGPの実装の前提条件, 11 ページ

• BGPの実装に関する概要, 11 ページ

• Cisco IOS XRソフトウェアへの BGPの実装方法, 71 ページ

• BGPの実装の設定例, 181 ページ

• 次の作業, 191 ページ

• その他の関連資料, 191 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。

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

ティングポリシーを表すグラフの作成に役立ちます。

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

に応じて通知パケットが送信されます。

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

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

（注）

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

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
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イスがダウンするか、設定が変更されたことによる）、BGPでは新しいルータ IDを選択し（上
記のルールを使用）、確立したすべてのピアリングセッションをリセットします。

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

（注）

BGP 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最大数、および特定のアドレスファミリ
のピアから受け入れるプレフィックスの最大数に制限を設定しています。この制限は、ルータに

とって、ローカルまたはリモートネイバーのいずれかの設定ミスに起因する、リソースの枯渇に

対する予防措置となります。 BGP設定には、次の制限が適用されます。

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

設定しようとしたりすると失敗します。

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

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

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

•ネクストホップが到達可能であるかどうかを確認する。

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

•受信したネクストホップを検証する。

•発信ネクストホップを計算する。

•ネイバーの到達可能性および接続を確認する。

BGPは、次のいずれかのイベントが発生したときに通知を受けます。

•ネクストホップが到達不能になった。

•ネクストホップが到達可能になった。

•ネクストホップへの完全な繰り返し IGPメトリックが変更される。

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

•ネクストホップが接続された。

•ネクストホップが接続解除された。

•ネクストホップがローカルアドレスになった。

•ネクストホップが非ローカルアドレスになった。

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

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

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

ティカルイベントがクリティカルイベントとともに送信されます。

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

ベントの通知は遅延しません。

•非クリティカルイベントには、IGPメトリックの変更のみが含まれます。これらのイベント
は 3秒の間隔で送信されます。メトリック変更イベントは最後の 1つが送信されてから 3秒
後にバッチ処理され、送信されます。
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クリティカルおよび非クリティカルイベントのネクストホップトリガー遅延は、nexthop
trigger-delayコマンドを使用して、クリティカルおよび非クリティカルイベントの最小バッチ間
隔を指定するように設定できます。トリガー遅延は、アドレスファミリに依存します。

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

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

•振動につながる可能性のあるネクストホップの解決に BGPルートが使用されないように、
選択したリストにソースプロトコルが含まれている。

このルートポリシーのフィルタリングが可能なのは、RIBにより、ネクストホップを解決する
ルートのソースプロトコル、およびこのルートに関連付けられているマスクの長さが特定される

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

ネクストホップ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「Cisco ASR 9000シリーズルータ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

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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• 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。

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シリーズルータ」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。 2バイトの範囲は 1～ 65535です。
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4 バイト自律システム番号形式
2バイト自律システム番号（ASN）がいつか枯渇するときに備えて、BGPでは 4バイトASNをサ
ポートしています。 4バイト ASNは、asplain表記と asdot表記の両方で表されます。

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

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

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

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

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)#

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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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
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

   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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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)#

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

Cisco IOS XRソフトウェアでの設定は次のとおりです。

RP/0/RSP0
/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
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•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

•ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションサブモードで、ネイバー固有の IPv4、
IPv6、VPNv4、またはVpnv6コマンドを入力する必要があります。Cisco IOSXR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

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

RP/0/RSP0
/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

af-group、session-group、および neighbor-groupコンフィギュレーションコマンドは、ネイバー
Cisco IOS XRソフトウェア設定にテンプレートのサポートを提供します。

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
グループ化するには、af-groupコマンドを使用します。同じアドレスファミリコンフィギュレー
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ションを持つネイバーは、アドレスファミリ固有の設定のアドレスファミリグループ（af-group）
の名前を使用できます。ネイバーは、useコマンドによってアドレスファミリグループから設定
を継承します。ネイバーがアドレスファミリグループを使用するように設定してある場合、ネ

イバーでは（デフォルトで）アドレスファミリグループから設定全体を継承します。ただし、

そのネイバーに対して明示的に設定されている項目がある場合、ネイバーでは、設定の一部をア

ドレスファミリグループから継承しません。アドレスファミリグループコンフィギュレーショ

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

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# af-group afmcast1 address-family ipv4 multicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-afgrp)#

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

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

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

す。そのネイバーに直接設定されている場合、ネイバーでは一部の設定をセッショングループか

ら継承しません。次に、セッショングループコンフィギュレーションモードを開始する例を示

します。

RP/0/RSP0/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
イバーグループにはセッショングループとアドレスファミリグループを含めることができ、ま

たネイバーに対する全体的な設定を含めることができます。ネイバーグループを設定すると、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されている場合は、ネイバーグループの設定の一部が非表示に

なることがあります。

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

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

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

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

するネイバーに対して適用されるルールと同じです。

継承した設定の表示

BGPによって継承された設定を表示するには、次の showコマンドを使用してください。

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
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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
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。

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

RP/0/RSP0/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
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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
の例では、各設定項目がどこから継承されたかを表しています。default-originateコマンドは、こ
のアドレスファミリグループで直接設定されています（[]で示されています）。remove-private-as
コマンドは、アドレスファミリグループ GROUP_2から継承されています。アドレスファミリ
グループ GROUP_2は、アドレスファミリグループ GROUP_3から継承しています。

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]
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
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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]
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、およびネイバーグループを表示するには、inheritanceキーワードを使用しま
す。

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

この例は、次のグループ設定に基づいています。

RP/0/RSP0/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
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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
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はセッショングループ GROUP_3からセッションパラメータを継承しまし
た。また、GROUP_1ネイバーグループはGROUP_2ネイバーグループから IPv4ユニキャスト設
定パラメータを継承し、さらに GROUP_2ネイバーグループが GROUP_2アドレスファミリグ
ループから継承し、GROUP_2アドレスファミリグループ自体はGROUP_3アドレスファミリグ
ループから継承していることも示しています。

RP/0/RSP0/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
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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

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）

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

RP/0/RSP0/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

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

RP/0/RSP0/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
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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
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
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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!

テーブルポリシー

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

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

BGPポリシーアカウンティングでは、BGPルートに設定されたトラフィック索引を使用してさま
ざまなカウンタをトラックします。テーブルポリシーの使用法の詳細については、『CiscoASR9000
Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』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
グおよびフォワーディングテーブルにインストールしていないネイバーに対して、BGPがルート
をアドバタイズするところに、簡単にルーティング「ブラックホール」が作成されてしまうた

め、注意して使用する必要があります。

アップデートグループ

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

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

ギュレーションのコンバージェンス時間が短縮され、柔軟性が高まります。

この機能を使用するには、次の概念を理解しておく必要があります。

関連トピック

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

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

スとするメッセージ生成は自動的かつ個別に行われます。

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

し、変更を適用します。

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

おくことを推奨します。この機能には、BGPアップデートグループを監視するためのコマンドが
含まれます。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,
（157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推移的な拡張コミュニティ属性で、内部 BGP（iBGP）およびコン
フェデレーションピアへ渡されますが、外部 BGP（eBGP）ピアへは渡されません。コストコ
ミュニティ機能により、コスト値を特定のルートに割り当てることで、ローカルルートプリファ

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

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

ポイント（POI）を定義します。

コストコミュニティ属性は、ルートポリシーで set extcommunity costコマンドを設定することに
より、内部ルートに適用されます。 set extcommunity costコマンドについては、『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「Routing Policy Language Commands
on Cisco ASR 9000シリーズルータ」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。
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• aggregate-address

• redistribute

• network

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

POIで個別のパスにプリファレンスを割り当てることができます。ローカルの最適パス選択でPOI
が有効でない場合は、コストコミュニティ属性は暗黙的に無視されます。

コストコミュニティは、最初に POIで、次にコミュニティ IDでソートされます。コストコミュ
ニティ属性を使用して、同一のPOIに対し複数のパスを設定できます。最も低いコストコミュニ
ティ IDを持つパスが最優先で検討されます。つまり、特定のPOIに対するすべてのコストコミュ
ニティパスは、最も低いコストコミュニティを持つパスから検討されていきます。コストコミュ

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

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

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

くなったときに終了します。探索の各ステップで、次のチェックが実行されます。

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

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

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

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

Else Continue.

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

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

（注）

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

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

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

個の等コストパスに対し、コストコミュニティのインスタンスを複数設定できます。たとえば、
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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, （37
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）

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, （40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
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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

◦コスト番号=100

• 192.168.0.1

◦ POI=IGP

◦コストコミュニティ ID=1

◦コスト番号=200

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

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

マルチエグジット IGP ネットワークにおけるルートプリファレンスの反映
次の図は、エッジに 2つの自律システム境界ルータ（ASBR）がある IGPネットワークを示しま
す。各 ASBRは、ネットワーク 10.8/16に対して等コストパスを持ちます。

図 1：マルチエグジットポイントの IGP ネットワーク

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

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

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、
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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, （40ページ）を参照して
ください。

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

BGP最適パスアルゴリズムは、次の 3つのパートに分かれて実行されます。

•パート 1：2つのパスを比較して、いずれが優れているのかを判別します。

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

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

比較演算が推移的ではないため、パート 2で決定された比較の順序は重要です。つまり、3つ
のパス、A、B、Cがある場合、Aと Bを比較したときに Aの方が優れていて、Bと Cと比較
したときに Bの方が優れている場合、Aと Cを比較したときに必ずしも Aが優れているとは
限りません。この非推移性は、Multi ExitDiscriminator（MED）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 パスの準最適パスコストコミュニティが等しくない場合は、準最適パスコストコミュニティ

の低いパスが最適パスとして選択されます。

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, （34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。
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重みは完全にルータにローカルであり、weightコマンドまたはルーティングポリシーを使用
して設定できます。

（注）

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

スが選択されます。

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

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

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

（注）

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

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

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

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

（注）

eiBGPでは内部および外部 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 パス間で起点が異なる場合は、起点の値が低い方のパスが選択されます。内部ゲートウェイ

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

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

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

ます。一般に、MEDはパスが両方のパスが同じ ASにあるネイバーから受信された場合に比
較され、それ以外の場合はMED比較はスキップされます。ただし、この動作は特定のコン
フィギュレーションオプションによって変更され、考慮すべきいくつかの場合があります。
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bgp bestpath med alwaysコマンドが設定されている場合、MED比較は、パス内のネイバーAS
にかかわらず、常に実行されます。それ以外の場合、MED比較は、次のように、比較する 2
つのパスの ASパスによって異なります。

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

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

• ASパスがコンフェデレーションセグメントのみを含むか、コンフェデレーションセグメ
ントで開始されてAS_SETが続く場合、MEDは、他のいずれのパスとも比較されません。
ただし、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とそれに続く AS_SEQUENCEで開始してい
る場合、ネイバー ASは AS_SEQUENCEの最初の AS番号であり、MEDは同じネイバー
ASを持つ他のパスと比較されます。

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

（注）

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

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

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

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, （34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）
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13 パス間でクラスタ長が異なる場合は、クラスタ長の小さい方のパスが選択されます。クラスタ
リスト属性なしでパスを受信した場合、クラスタの長さは 0であると見なされます。

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

比較の順序

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

1 各グループ内のすべてのパス間でMEDを比較できるように、パスがグループ分けされます。
2つのパス間でMEDを比較できるかどうかは、パスのペアの比較, （40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。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 43

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP 最適パスアルゴリズム



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, （40ページ）のルールを使用して計算されます。

4 パスの重み、ローカルプリファレンス、起点、またはネクストホップへの IGPメトリックが
異なる場合は、変更を抑制できません。このすべての値は、パスのペアの比較,（40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, （40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, （40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
ンスを指定する方法については、『CiscoASR9000 Series Aggregation ServicesRouter RoutingCommand
Reference』の「BGPコマンド」のモジュールを参照してください。

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

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

レーティブディスタンスが低いルートが IPルーティングテーブルに組み込まれます。 BGPはデ
フォルトで、表 2：デフォルトの BGPアドミニストレーティブディスタンス, （44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 2：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
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ディスタンスは BGPパス選択アルゴリズムに影響しませんが、BGPで学習されたルートを IP
ルーティングテーブルに組み込むかどうかを左右します。

（注）

通常、eBGPを介して学習されたルートは、ディスタンス（20）を理由として IPルーティング
テーブルに組み込まれます。ただし、2つのASには IGP-learnedバックドアルートと eBGP-learned
のルートがあります。ポリシーは、IGP-learnedパスを優先パスとして使用し、IGPパスが停止し
ているときに eBGP-learnedパスを使用するなどの内容になります。図 3：バックドアの例 , （45
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 , （45ページ）では、ルータ Aと C、ルータ Bと Cが eBGPを実行して
います。ルータ Aおよび Bは、IGPを実行しています（ルーティング情報プロトコル（RIP）、
Enhanced Interior GatewayRouting Protocol（IGRP）、Enhanced IGRP、またはOpen Shortest Path First
（OSPF）など）。 RIP、IGRP、Enhanced IGRP、および OSPFのデフォルトディスタンスは、そ
れぞれ、120、100、90、および 110です。これらの距離はすべて eBGPのデフォルトディスタン
ス（20）よりも長くなります。通常は、ディスタンスの一番小さいルートが優先されます。

ルータ Aは、160.10.0.0に関するアップデートを、eBGPと IGPの 2つのルーティングプロトコ
ルから受信します。 eBGPのデフォルトディスタンスは、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はルー
タ B（IGP）から 160.10.0.0について学習させる場合は、BGPバックドアを確立します。 を参照
してください。

次の例では、ネットワークバックドアが設定されています。

RP/0/RSP0/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
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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。

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

にプロトコル独立マルチキャスト（PIM）機能で使用されます。

マルチプロトコルBGPは、トラフィックの種類別に使用するリソースを制限するなどの目的で、
マルチキャストトラフィック専用のリンクが必要な場合に役立ちます。マルチプロトコル BGP
を使用すると、マルチキャストルーティングトポロジとは異なるユニキャストルーティングト

ポロジによって、ネットワークおよびリソースの制御を向上できます。

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

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

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

（注）

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, （47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, （48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, （48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, （48ページ）に、ルータ Aからルータ Bへユニキャストルー
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に対する Reverse Path Forwarding（RPF）検索を実行しま
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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, （50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
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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, （51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, （52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、任意で非推移的な 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推移的な 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
showコマンドのほとんどは、アドレスファミリ（AFI）およびサブアドレスファミリ（SAFI）の
引数を使用します（AFIおよび SAFIについては、RFC 1700および RFC 2858を参照してくださ
い）。 Cisco IOS XRソフトウェアパーサーには、afiおよび safiを設定して、showコマンドの実
行時には指定する必要がないようにする機能があります。次のパーサーコマンドがあります。

• set default-afi { ipv4 | ipv6 | all }
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• 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。デ
フォルトの afi値を ipv4 から変更する、あるいはデフォルトの safi値を unicastから変更する場
合、使用する必要があるのはパーサーコマンドだけです。 showコマンドに指定された afiまたは
safiキーワードは、パーサーコマンドを使用して設定された値を上書きします。 afiおよび safiに
現在設定されている値を確認するには、次の show default-afi-safi-vrfコマンドを使用します。

MPLS VPN Carrier Supporting Carrier
Carrier Supporting Carrier（CSC）は、サービスプロバイダーの 1つが別のサービスプロバイダー
に自社のバックボーンネットワークのセグメントの使用を許可する状況を記述した用語です。他

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

バックボーンキャリアと呼ばれます。バックボーンネットワークのセグメントを使用するサー

ビスプロバイダーは、カスタマーキャリアと呼ばれます。

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

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

• BGP/MPLS VPNサービスプロバイダー

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

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

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

BGPを使用したMPLS VPN CSCの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router MPLS Configuration Guide』の「Implementing MPLS Layer 3 VPNs on Cisco ASR 9000
シリーズルータ」モジュールを参照してください。
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BGP キーチェーン
BGPキーチェーンを使用すると、2つの BGPピア間のキーチェーン認証がイネーブルになりま
す。 BGPのエンドポイントは、どちらも draft-bonica-tcp-auth-05.txtを順守する必要があり、一方
のエンドポイントのキーチェーンと、もう一方のエンドポイントのパスワードは機能しません。

キーチェーン管理の詳細については、『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間に基づいているため、ピア間で時計のずれがあるとロール

オーバーのプロセスに影響します。許容値の指定を設定できるため、承認時間枠をその分だけ

（前後に）拡張できます。この承認時間枠により、アプリケーション（ルーティングプロトコル

および管理プロトコルなど）のヒットレスキーロールオーバーが容易になります。

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

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

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

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

イッチオーバーをまたがって維持されます。

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

•ルートプロセッサスイッチオーバー

• BGPまたは TCPでのプロセスのクラッシュまたはプロセス障害
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プロセスのクラッシュまたはプロセス障害が発生した場合、NSRは nsr
process-failures switchoverコマンドが設定されている場合のみ維持されます。
アクティブなインスタンスのプロセス障害が発生した場合は、nsr
process-failures switchoverにより復旧処理としてフェールオーバーが設定さ
れ、スタンバイルートプロセッサ（RP）またはスタンバイ分散ルートプロ
セッサ（DRP）にスイッチオーバーが行われて、その結果NSRが維持されま
す。

nsr process-failures switchoverコマンドは、BGPまたはTCPプロセスのが再起
動される際に、NSRセッションと BGPセッションの両方が維持されるように
します。 nsr process-failures switchoverを設定しないと、BGPまたは TCPプ
ロセスの再起動によって、BGPのフラップが発生します。これは予期された
動作です。

（注）

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

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

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

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

ルートプロセッサ上で維持されて、ピアによるプロトコルステートのリフレッシュは不要です。

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

BGP NSRには次の機能があります。

• NSR関連のアラームおよび通知

•設定され、動作している NSRの状態は、個別に追跡される

• NSR統計情報の収集

• showコマンドを使用した NSR統計情報の表示

• XMLスキーマのサポート

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

• NSRをイネーブルおよびディセーブルにする CLIコマンド

• 5000 NSRセッションのサポート
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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。

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
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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。

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

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

•グループ最適パス：ルート振動を解決します。

•すべてのパス：iBGPフルメッシュをエミュレートします。

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

（注）

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

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

タの IPルーティングテーブルに組み込まれます。
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eBGPから取得した到達可能性情報を持つ複数の境界 BGPルータがあり、ローカルポリシーが適
用されていない場合、境界ルータでは、eBGPパスを最適パスとして選択します。境界ルータで
は、この最適パスを ISPネットワークの内部にアドバタイズします。コアルータの場合は、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。

累積内部ゲートウェイプロトコル属性

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

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

およびラベルが、LSPを使用してアドバタイズされます。ルートのネクストホップはローカル
ルータに対する各ABRで変更されます。これによって、エリア境界を越えてOSPFルートをリー
クする必要がなくなります。各コアリンクで使用可能な帯域幅が OSPFコストにマップされま
す。したがって、BGPでは、各 PE間でこのコストを正しく伝送する必要があります。この機能
は、AiGPを使用して実現されています。

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。
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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、異なるピア間で送受信
される IPトラフィックを測定および分類します。ポリシーアカウンティングは個々の入力また
は出力インターフェイス単位でイネーブルになります。 IPトラフィックを識別するために、コ
ミュニティリスト、自律システム番号、または自律システムパスなどのパラメータに基づくカウ

ンタが割り当てられます。

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

別に識別してアカウンティングを実施し、それに応じて課金できます。

BGPポリシーアカウンティングと、BGPポリシーアカウンティングを設定する方法については、
『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の識別子です。ユニキャス
トアドレスに送信されたパケットは、そのアドレスが示すインターフェイスに配信されます。

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

•集約可能グローバルアドレス

•サイトローカルアドレス

•リンクローカルアドレス

• IPv4互換 IPv6アドレス
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IPv6ユニキャストアドレッシングの詳細については、『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
ユニキャスト IPv6リバースパス転送（uRPF）は、検証可能な IP送信元アドレスを欠いている IP
パケットを廃棄することにより、不正な形式の IP送信元アドレスまたはスプーフィングされた IP
送信元アドレスがネットワークに侵入した場合に生じる問題を軽減します。ユニキャストRPFは
シスコエクスプレスフォワーディング（CEF）テーブルで逆ルックアップを実行することで、こ
の処理を行います。このため、uRPFが可能になるのは、ルータで CEFがイネーブルになってい
る場合だけです。

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。

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。 BGPの ASパスからプライベート ASNを
削除および交換する機能によって、プライベートASに属するルータがグローバルなインターネッ
トにアクセスできるようになりました。ネットワーク管理者は、発信アップデートメッセージに

含まれるASパスからプライベートASを削除するようにルータを設定します。場合によっては、
これらの番号をローカルルータの ASNで置き換えて、ASパス長が変化しないようにします。

ASパスからプライベート ASNを削除および交換する機能は、次のように拡張されました。
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• 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番号を削除します。このコマンドは eBGPピアのみに適用さ
れ、その場合、eBGPピアではローカルルータのAS番号がASパスに付加されるため、長さ
0の ASパスにはなることはありません。

• 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の番号をローカルの AS番号
に置き換えることができるため、ASパスの長さは同じままに保つことができます。

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番号が削除または交換されたこと確認するには、show bgp neighborsコマンドお
よび show bgp update-groupコマンドを使用します。

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

になります。

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

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

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

が向上します。 Engine 3（E3）と Engine 5（E5）の両方のラインカードへ VRFルートの選択的ダ
ウンロードをイネーブルにすると、SVDレイヤ 3 VPN（L3VPN）のスケーラビリティとコンバー
ジェンスの問題が緩和されます。

デフォルトでは、SVDはこれらのラインカードでイネーブルにされています。 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。ラインカードの SVDの
ロール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、http://www.cisco.com/en/US/technologies/collateral/tk648/
tk365/white_paper_c11-681649.htmlにあるシスコのホワイトペーパー『Selective Virtual Routing and
Forwarding Table Download: A solution to increase Layer3 VPN scale』を参照してください。
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選択的 VRF ダウンロードでのラインカードのロールとフィルタ
選択的 VRFダウンロード（SVD）コンテキストでは、ラインカードに次のロールがあります。

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

•カスタマー LC：カスタマーに接するインターフェイス（異なる VRFの CEに接続するイン
ターフェイス）を 1つ以上持つラインカード

ラインカードでは、次のプレフィックスを処理します。

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

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

これらのフィルタは、ラインカードタイプごとに適用できます。

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

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

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

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

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

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

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

ることが可能になります。 ACCEPT-OWNと呼ばれる特別なコミュニティがルートリフレクタに
よってプレフィックスに付加されます。これは ORIGINATOR_IDおよび
NEXTHOP/MP_REACH_NLRIチェックをバイパスするための受信側ルータに対する信号です。通
常、BGPスピーカーは自動送信されたプレフィックスを自動送信チェック（ORIGINATOR_ID、
NEXTHOP/MP_REACH_NLRI）によって検出し、受信した更新をドロップします。ただし、更新
に Accept Ownコミュニティがあれば、BGPスピーカーはそのルートを処理します。

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

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

Accept Own コミュニティと RT を処理するルートリフレクタ

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

この設定例の内容は次のとおりです。

• PE11にカスタマー VRFとサービス VRFが設定されています。

• OSPFは IGPとして使用されます。

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

Accept Ownの設定は次のように動作します。

1 CE1がプレフィックス Xを発信します。

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

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

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

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

6 IntraAS-RR31が PE11に Xをアドバタイズします。

7 PE11は Xをサービス VRFに (RD2:X,RT1, RT2, ACCEPT_OWN)としてインストールします。
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リモート PE：Accept Own ルートの処理

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

不等コストの連続ロードバランシングに対する 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インスタンスに対応しています。各 BGPインスタンスは、同
じまたは異なる RP/DRPノードで実行される独立したプロセスです。 BGPインスタンス間ではプ
レフィックステーブルは共有されません。分散 BGPと同様に、共通 adj-rib-in（bRIB）は不要で
す。BGPインスタンスは互いに通信することはなく、また互いにピアリングを設定することもあ
りません。個々のインスタンスは他のルータとのピアリングを独立して設定できます。

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

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

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

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

•特定の状況における BGPコンバージェンスの改善。

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

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。

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。
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• 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。

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。
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•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。

BGP 属性のフィルタリング
BGP属性フィルタ機能によって、BGPアップデートメッセージ内の BGPアップデートの整合性
を確認し、無効な属性を検出したときには最適な対応を行います。BGPアップデートメッセージ
には、必須およびオプションの属性のリストが含まれています。アップデートメッセージのこれ

らの属性には、MED、LOCAL_PREF、COMMUNITYなどが含まれています。属性の形式が正し
くない場合は、ルータの受信側でこれらの属性をフィルタ処理する必要があります。 BGP属性
フィルタ機能では、着信アップデートメッセージで受信した属性をフィルタリングします。属性

フィルタは、受信側ルータで好ましくない動作を引き起こす可能性のある属性を排除するために

も使用できます。

BGPアップデートの中には、ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）またはアップデートメッ
セージ内の他のフィールドなどの誤った形式の属性のために、形式が不正になるものがあります。

これらの不正なアップデートを受信すると、受信側ルータで好ましくない動作が発生します。こ

のような不正な動作は、アップデートメッセージの解析時や、受信した NLRIの再アドバタイズ
時に発生することがあります。このような場合に備えて、受信側でこれらの破損した属性をフィ

ルタ処理することが重要です。

BGP 属性のフィルタリングのアクション
属性フィルタリングを設定するには、1つまたはある範囲の属性コードと対応するアクションを
指定します。実行できるアクションには次のものがあります。

• Treat-as-withdraw：対応する IPv4ユニキャストまたはMP_REACH NLRIがあれば、ネイバー
の Adj-RIB-Inから取り消します。

• DiscardAttribute：一致した部分の属性は廃棄され、アップデートメッセージの残りの部分は
正常に処理されます。

受信したアップデートメッセージに 1つ以上のフィルタされた属性が含まれている場合、メッ
セージに対して設定されたアクションが実行されます。オプションで、さらに詳細なデバッグを

行うためにアップデートメッセージを保存して、コンソールに syslogメッセージを表示すること
もできます。

属性がフィルタと一致した場合は、属性のその後の処理は停止され、対応するアクションが実行

されます。

属性フィルタグループコマンドモードを開始するには、attribute-filter groupコマンドを使用し
ます。属性を廃棄またはアップデートメッセージを「取消」として扱うには、属性フィルタグ

ループコマンドモードで attributeコマンドを使用します。
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BGP のエラー処理と属性フィルタリングの syslog メッセージ
不正な形式のアップデートパケットをルータが受信すると、ROUTING-BGP-3-MALFORM_UPDATE
タイプの ios_msgがコンソールに出力されます。このレートは、すべてのネイバーで 1分間に 1
つのメッセージになるよう制限されています。不正なパケットが「DiscardAttribute」（A5）また
は「Local Repair」（A6）アクションの対象になった場合は、ネイバー 1つおよびアクション 1つ
ごとに ios_msgメッセージが出力されます。これは、ネイバーが直前の「Established」状態に到達
して以降に受信した不正な形式のアップデートの数とは関係ありません。

BGPエラー処理の syslogメッセージの例を次に示します。

%ROUTING-BGP-3-MALFORM_UPDATE : Malformed UPDATE message received from neighbor 13.0.3.50
- message length 90 bytes,
error flags 0x00000840, action taken "TreatAsWithdraw".
Error details: "Error 0x00000800, Field "Attr-missing", Attribute 1 (Flags 0x00, Length 0),
Data []"

これは「Discard Attribute」アクションに対するBGP属性フィルタリングの syslogメッセージの例
です。

[4843.46]RP/0/0/CPU0:Aug 21 17:06:17.919 : bgp[1037]: %ROUTING-BGP-5-UPDATE_FILTERED :
One or more attributes were filtered from UPDATE message received from neighbor 40.0.101.1
- message length 173 bytes,
action taken "DiscardAttr".
Filtering details: "Attribute 16 (Flags 0xc0): Action "DiscardAttr"". NLRIs: [IPv4 Unicast]
88.2.0.0/17

これは「Treat-as-withdraw」アクションに対する BGP属性フィルタリングの syslogメッセージの
例です。

[391.01]RP/0/0/CPU0:Aug 20 19:41:29.243 : bgp[1037]: %ROUTING-BGP-5-UPDATE_FILTERED :
One or more attributes were filtered from UPDATE message received from neighbor 40.0.101.1
- message length 166 bytes,
action taken "TreatAsWdr".
Filtering details: "Attribute 4 (Flags 0xc0): Action "TreatAsWdr"". NLRIs: [IPv4 Unicast]
88.2.0.0/17

アップデート生成のための BGP-RIB のフィードバックメカニズム
アップデート生成機能のためのボーダーゲートウェイプロトコルルーティング情報ベース

（BGP-RIB）のフィードバックメカニズムによって、ネットワークで不完全なルートアドバタイ
ズメントが行われて、それによってパケット損失が発生するのを防ぐことができます。このメカ

ニズムによって、ルートがネイバーにアドバタイズされる前にローカルに組み込まれるようにな

ります。

BGPは RIBからのフィードバックを待ちます。このフィードバックには、BGPによって RIBに
組み込まれたルートが、BGPがネイバーにアップデートを送信する前に転送情報ベース（FIB）
に組み込まれたことが示されています。RIBはBCDLのフィードバックメカニズムを使用して、
そのバージョンのルートが FIBによって使用されたかを判断し、BGPをそのバージョンで更新し
ます。 BGPがアップデートを送信するのは、FIBが組み込んだバージョン以下のバージョンの
ルートだけです。この選択的な更新によって、BGPが不完全なアップデートを送信しないように
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なり、ルータのリロード、LCOIR、または代替パスが使用可能になるリンクフラップ後にデータ
プレーンがプログラミングされる前であっても、トラフィックの引き込みが行われるようになり

ます。

BGPが RIBに組み込んだルートが FIBに組み込まれたことを示す RIBからのフィードバックを
BGPが待機し、その後で BGPがネイバーに更新を送信するように設定するには、ルータアドレ
スファミリ IPv4またはルータアドレスファミリ VPNv4コンフィギュレーションモードで、
update wait-installインストールコマンドを使用します。 show bgp, show bgp neighborsコマンド
および show bgp process performance-statisticsコマンドでは、update wait-installの設定の情報が表
示されます。

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

指定したルータ IDで、ローカルルータを設定します。bgp router-id ip-address

例：

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、自律システムを複数の自律システム

に分割して、これを 1つのコンフェデレーションにグループ化することによって、内部 BGP
（iBGP）メッシュを削減することができます。それぞれの自律システムは、そのシステム自身内
で完全にメッシュ化されていて、同じコンフェデレーションの別の自律システムとの接続を数個

持ちます。このコンフェデレーションによりネクストホップおよびローカルプリファレンス情

報が維持され、これにより、すべての自律システムに対して Interior Gateway Protocol（IGP）を 1
つ維持できるようになります。外部からは、このコンフェデレーションは単一の自律システムで

あるかのように見えます。
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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   

BGP自律システムが指定された BGPコンフェデレーション
IDに属することを指定します。例に示すように、複数のAS

bgp confederation peers as-number

例：

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

ステップ 4   

番号を同じコンフェデレーション IDに関連付けることがで
きます。

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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ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J 77

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
リンク障害後の eBGP セッションの即時リセット



ネイバー変更のロギング

ネイバー変更のロギングはデフォルトでイネーブルになっています。ロギングをオフにするに

は、log neighbor changes disableコマンドを使用します。ロギングがディセーブルにされている
場合にロギングを再びイネーブルにするには、no log neighbor changes disableコマンドを使用し
ます。

BGP タイマーの調整
BGPネイバーにタイマーを設定するには、次の作業を実行します。

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
使用して設定した値は、特定のネイバーでネイバーコンフィギュレーションモードで timersコ
マンドを使用すると上書きできます。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. timers bgp keepalive hold-time
4. neighbor ip-address
5. timers keepalive hold-time
6. 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。
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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
デフォルトの BGP最適パスの計算の動作を変更するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp bestpath med missing-as-worst
4. bgp bestpath med always
5. bgp bestpath med confed
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   

このパスを最も必要のないパスにするために、このパス内の

不明MED属性の値は無限であると見なすように、BGPソフ
トウェアに指示します。

bgp bestpath med missing-as-worst

例：

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

ステップ 3   

パスがどの自律システムから受信されたかに関係なく、すべ

てのパスの間でプレフィックスについてMEDを比較するよ
bgp bestpath med always

例：

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

ステップ 4   

うに、指定した自律システムの BGPスピーカーを設定しま
す。

コンフェデレーションピアから学習したパスについてMED
値を BGPソフトウェアで比較できるようにします。

bgp bestpath med confed

例：

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

ステップ 5   

最適パスを選択するときに、自律システムパスの長さが無視

されるように BGPソフトウェアを設定します。
bgp bestpath as-path ignore

例：

RP/0/RSP0/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に集約エントリを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
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キーワードによって、関係するパスから自律システ
ムセットパス情報とコミュニティ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 キーワードによって、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 キーワードによって、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、内部
ゲートウェイプロトコル（IGP）に iBGPルートを再配布するには、次の作業を実行します。

bgp redistribute-internalコマンドを使用するには、すべての BGPルートを IPルーティング
テーブルに再インストールするために、clear route *コマンドを発行する必要があります。

（注）

IGPへの iBGPルートの再配布は、自律システム内にルーティングループが作成される原因と
なる可能性があります。このコマンドの使用には注意が必要です。

注意

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp redistribute-internal
4. 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から別のルーティングプロトコルへプレフィックスを

挿入するプロセスです。ここでは、別のルーティングプロトコルのプレフィックスをマルチプロ

トコル BGPに挿入する方法について説明します。具体的には、redistributeコマンドを使用して
マルチプロトコル BGPに再配布されるプレフィックスは、ユニキャストデータベースまたはマ
ルチキャストデータベース、あるいはその両方に挿入されます。
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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

指定したインスタンスからのルートがBGPに再配布さ
れるようにします。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

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

• redistribute eigrp process-id [ match {
external | internal }] [ metric metric-value ] [
route-policy route-policy-name ]

• redistribute 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   

   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 4.3.x

100 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP ルートダンプニングの設定



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 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』（本書）の
「Cisco ASR 9000シリーズルータ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、ネイバーにネイバーグループの設定を適用するには、次の作業
を実行します。ネイバーグループは、ネイバーに関連するアドレスファミリから独立した設定

とアドレスファミリ固有の設定を持つテンプレートです。

ネイバーグループを設定すると、各ネイバーは、useコマンド経由で設定を継承できるようにな
ります。ネイバーグループを使用するように設定されているネイバーは、デフォルトでネイバー

グループの設定すべて（アドレスファミリに依存しない設定とアドレスファミリ固有の設定を含

む）を継承します。継承された設定を上書きするには、ネイバーに対して直接コマンドを設定す

るか、またはuseコマンドを使用して、セッショングループ、またはアドレスファミリグループ
を設定します。

ネイバーグループではアドレスファミリに依存しない設定を行うことができます。アドレスファ

ミリ固有の設定では、アドレスファミリサブモードを開始するようにネイバーグループのアド

レスファミリを設定する必要があります。

ネイバーグループコンフィギュレーションモードでは、ネイバーグループについて、アドレス

ファミリに依存しないパラメータを設定できます。ネイバーグループコンフィギュレーション

モードで address-familyコマンドを使用します。

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

クラスタに対応するルートリフレクタの 1つとして、
ローカルルータを設定します。クラスタを識別するた

めに、指定したクラスタ IDを設定します。

bgp cluster-id cluster-id

例：

RP/0/RSP0/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。

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

route-reflector-client

例：

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。
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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。

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シリーズ
ルータ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
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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
ネイバーに対するネクストホップの計算をディセーブルにし、BGPアップデートのネクストホッ
プフィールドにユーザ自身のアドレスを挿入するには、次の作業を実行します。ルートをアドバ

タイズするときに使用する最適なネクストホップの計算をディセーブルにすると、すべてのルー

トがネットワークデバイスによってネクストホップとしてアドバタイズされます。

ネクストホップ処理は、アドレスファミリグループ、ネイバーグループ、またはネイバー

アドレスファミリに対して無効にすることができます。

（注）
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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をローカルルータのアドレス

next-hop-self

例：

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

ステップ 6   

に設定します。ルートをアドバタイズするときに使用す

る最適なネクストホップの計算をディセーブルにする

と、すべてのルートがローカルネットワークデバイス

によってネクストホップとしてアドバタイズされます。

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。これらの属性は、デフォルトでは eBGPネイバーに送信されません。こ
れに対して、iBGPネイバーには常に送信されます。ここでは、コミュニティ属性を送信できる
ようにする方法の例を示します。拡張コミュニティを送信できるようにするには、

send-community-ebgpキーワードを send-extended-community-ebgpキーワードで置き換えます。
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ネイバーグループ、またはネイバーアドレスファミリグループに対して send-community-ebgp
コマンドを設定すると、このグループを使用するすべてのネイバーが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。

BGPコミュニティと拡張コミュニティフィルタリングは、iBGPネイバーには設定できませ
ん。コミュニティと拡張コミュニティは、IPv4、IPv6、VPNv4、MDTアドレスファミリでは
常に iBGPネイバーに送信されます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family{ipv4{labeled-unicast |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 4.3.x

118 OL-28384-01-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   

指定のアドレスファミリに対して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。 ipv4また
address-family{ipv4{labeled-unicast |mdt |
multicast | mvpn | tunnel | unicast} | ipv6
{labeled-unicast | mvpn | unicast}}

ステップ 5   

は ipv6アドレスファミリキーワードと、指定したアドレス
ファミリサブモードの 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、次のサブモードをサポー
トしています。

• labeled-unicast

• mvpn

• unicast

IPv4アドレスファミリモードでは、次のサブモードをサポー
トしています。

• labeled-unicast

• mdt

• multicast

• mvpn

• 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」モジュールの
address-family (BGP)コマンドの説明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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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。

ネイバーがルートリフレッシュに対応している場合は、soft-reconfiguration inboundコマンドに
よって、ルートリフレッシュ要求がネイバーに送信されるようになります。ネイバーがルート

リフレッシュに対応していない場合は、ネイバーが受信ルートを再学習するようにするため、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, （149ページ）を参照してください。
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ネイバーからのアップデートの保存は、ネイバーがルートリフレッシュに対応しているか、

soft-reconfiguration inboundコマンドが設定されている場合にだけ機能します。ネイバーが
ルートリフレッシュに対応しており、soft-reconfiguration inboundコマンドが設定されていて
も、このコマンドで alwaysオプションが使用されていない場合は元のルートは格納されませ
ん。元のルートはルートリフレッシュ要求によって容易に復元できます。ルートリフレッ

シュは、ルーティング情報を再送信するためにピアに要求を送信します。 soft-reconfiguration
inboundコマンドは、変更されていない形式でピアから受信したすべてのパスを保存し、クリ
アする際にこれらの保存されたパスを参照します。ソフト再設定はメモリに負荷がかかる処

理です。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
5. soft-reconfiguration inbound [ always]
6. 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   

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

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アップデートを格納するよ

うにソフトウェアを設定します。ソフト再設定インバウ

soft-reconfiguration inbound [ always]

例：

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

ステッ

プ 5   
ンドを設定すると、ソフトウェアは変更またはフィルタ処

理されたルートのほかに、元の変更されていないルートを

格納することになります。これにより、インバウンドポ

リシーの変更後に「ソフトクリア」を実行できるように

なります。

ソフト再設定により、ピアがルートフレッシュに対応し

ていない場合、ソフトウェアはポリシー適用前に受信した

更新を格納できます（対応している場合は更新のコピーが

格納されます）。 alwaysキーワードを使用すると、ルー
トリフレッシュがピアでサポートされている場合でも、

コピーを保存するようソフトウェアに強制します。

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。

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バーチャルプライベートネットワーク（VPN）は、この機能を実装する
ラインカードスロットのためのレイヤ 3 VPNライセンスがある場合にのみ設定できます。

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のライセンスが有効な場合
は、8つのレイヤ 3 VRFをラインカードに設定できます。拡張 IPライセンスの詳細については、
『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になっていないと、次のエラーメッセージが表示されます。
RP/0/RSP0/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.

次の作業は、BGPにVPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを設定する場合に実行し
ます。

プロバイダーエッジルータでの仮想ルーティングおよび転送テーブルの定義

プロバイダーエッジ（PE）ルータに VPNルーティングおよび転送（VRF）テーブルを定義する
には、次の作業を実行します。
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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

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テーブルで許可するプレフィックスの数に制限を設定
します。

maximum prefix maximum [ threshold ]

例：

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

ステップ 4   

ルートの最大数はダイナミックルーティングプロトコルと、

スタティックまたは接続されたルートに適用されます。

mid-threshold引数を使用して、プレフィックスを制限するし
きい値のパーセンテージを指定できます。

   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 4.3.x

128 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP での VPN ルーティングおよび転送インスタンスの設定



目的コマンドまたはアクション

（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   

ミュニティと関連付けられているプレフィックスだけがVRF
にインポートされます。

（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。

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は、リモート

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   

PEにアドバタイズされる際にプレフィックスと関連付けら
れます。リモートPEは、これらのエクスポートルートター
ゲットコミュニティと一致するインポート RTを持つ VRF
に、これらのプレフィックスをインポートします。

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。
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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。

ルート識別子の設定

ルート識別子（RD）により、複数の VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスにおい
てプレフィックスが固有になります。

L3VPNマルチパス同一ルート識別子（RD）環境では、プレフィックスを RIBにインストールす
るかどうかは、プレフィックスの最適パスに基づいて決まります。稀に設定が誤っている場合

（最適パスがRIBにインストールできる有効なパスではない場合）、BGPはプレフィックスをド
ロップし、その他のパスを考慮しません。この動作は RDのセットアップによって異なります。
最適マルチパスが RIBにインストールするパスとして無効な場合には、非最適マルチパスがイン
ストールされます。

RDを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. bgp router-id ip-address
4. vrf vrf-name
5. rd { as-number : nn | ip-address : nn | auto }
6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

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   

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。
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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。

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。
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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   

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   

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 133

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP での VPN ルーティングおよび転送インスタンスの設定



目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

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

ステップ 4   

PEの 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   

ネイバーをリモート自律システム番号に割り当てま

す。

remote-as as-number

例：

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。 description
は、コメントを保存するために使用されます。ソフ

トウェアの機能には影響しません。

description text

例：

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

ステップ 7   

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

password { clear | encrypted } password

例：

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

ステップ 8   

指定されたネイバーのあらゆるアクティブセッショ

ンを終了し、すべての関連するルーティング情報を

削除します。

shutdown

例：

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

ステップ 9   

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

例：

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

ステップ 10   

ネイバーとの iBGPセッションを形成するときに、
iBGPセッションが特定のインターフェイスのプライ

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   

マリ IPアドレスをローカルアドレスとして使用でき
るようにします。
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目的コマンドまたはアクション

VPNネイバーアドレスファミリ設定モードを開始し
ます。

address-family vpnv4 unicast

例：

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。

◦ 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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RT コミュニティの定義済みセットがあるルートを保持するためのルートリフレクタ
の設定

プロバイダーエッジ（PE）は、設定されているVPNのインポートルートターゲット（RT）に一
致するルートを保持している必要があります。 PEルータは、他の VPNv4ルートをすべて廃棄で
きます。ただし、ルートリフレクタ（RR）はすべての VPNv4ルートを維持する必要がありま
す。これは、RRはPEルータとピアになる可能性があり、別のPEが別のRTタグ付きVPNv4ルー
トを要求する場合があるためです。RRはRTコミュニティの定義済みのセットを持つルートだけ
を保持するように設定できます。また、一部のRRは、別のVPNセットを提供するように設定す
ることもできます（これによりスケーラビリティが高まります）。 PEで設定された VRFにサー
ビスを提供するすべての RRとピアになるように PEを設定します。 PEがまだルートを保持して
いない RTを使用して、新しい VRFを設定すると、この PEは RRに対してルートリフレッシュ
要求を発行し、関連する VPNルートを取得します。

PE-RRのセッションで拡張コミュニティの Outbound Route Filter（ORF）をサポートしている
場合には、このプロセスの効率が高まる場合があることに注意してください。

（注）

特定の RTでタグ付けされたルートを保持するようにリフレクタを設定するには、次の作業を実
行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family vpnv4 unicast
4. 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   
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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   

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。

これがルートリフレクタのデフォルトの動作

であるため、allキーワードは不要です。
（注）

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-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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

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
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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_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   • CEごとのラベル割り当てモードを設定して PE
ルータでさらにルックアップが行われるのを回

例：

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

避し、ラベルスペースを節約します（デフォル

トのラベル割り当てモードはプレフィックス単

位です）。このモードでは、PEルータは、す
べての即時ネクストホップ（ほとんどの場合、

これは CEルータ）に 1個のラベルを割り当て
ます。このラベルはネクストホップに直接マッ

プされるため、データ転送中にVRFルートルッ
クアップが実行されることはありません。ただ

し、割り当てられるラベルの数は、各 VRFに 1
つではなく、各 CEに 1個です。 BGPはすべて
のネクストホップを認識するため、各ネクスト

ホップにラベルを割り当てます（各 PE-CEイン
ターフェイスではありません）。発信インター

フェイスがマルチアクセスインターフェイス

で、ネイバーのメディアアクセスコントロール

（MAC）アドレスが不明な場合は、アドレス解
決プロトコル（ARP）がパケット転送の間にト
リガーされます。
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目的コマンドまたはアクション

• per-vrfキーワードは同じラベルを一意の VRF
からアドバタイズされたすべてのルートに使用

するように設定します。

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユ
ニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

RP/0/RSP0/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のコンテキストでアドレスファミリのテーブル
のネットワークプレフィックスを発信します。

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

例：

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、

PEエッジでの効率がいくらか低下します。これはパ
ケットの最終ネクストホップを決定するために、さ

らにルックアップが必要になるためです。設定する

と、一連のコンポーネントプレフィックスの代わり

にサマリープレフィックスがアドバタイズされます。

これはより詳細な集約です。 PEは集約のラベルを 1
つだけアドバタイズします。コンポーネントプレ

フィックスでは CEへのネクストホップが異なるこ
とがあるため、データ転送時に追加のルックアップ

を実行する必要があります。

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   
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目的コマンドまたはアクション

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   

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）
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目的コマンドまたはアクション

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
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。
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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。

IGP の BGP への再配布
VRFアドレスファミリへのプロトコルの再配布を設定するには、次の作業を実行します。

内部ゲートウェイプロトコル（IGP）が PE-CEプロトコルとして使用されている場合でも、イン
ポートロジックは BGPを経由して実行されます。したがって、すべての IGPルートを BGP VRF
テーブルにインポートする必要があります。

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 ] redistributeコマンドは、PE-CEルータ間で BGPが使用

されていない場合に使用します。PE-CEルータ間でBGP• redistribute eigrp process-id [ match {
external | internal }] [metric metric-value ]
[ route-policy route-policy-name ]

が使用されている場合は、使用されている IGPをBGPに
再配布して、他方の PEサイトとの VPN接続を確立する
必要があります。テーブル間でのインポートおよびエク

スポートにも再配布が必要です。
• redistribute 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すべてのアクティブセッションを

ディセーブルにします。

shutdown

例：

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、次の作業を実行します。ハードリセッ

トにより、ネイバーへのTCP接続が削除され、ネイバーから受信したすべてのルートがBGPテー
ブルから削除され、その後このネイバーとのセッションが再確立されます。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 | all

ステッ

プ 1   • *キーワードを指定すると、すべての BGPネイバー
がリセットされます。

| tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all }
{ ipv4 unicast | ipv6 unicast } | { * | ip-address |
as as-number | external } [ graceful ] soft [ in [
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すべての内容を削除するには、次の作業を

実行します。clearbgpコマンドは、指定されたネイバーグループのセッションをリセット（ハー
ドリセット）します。これにより、ネイバーへのTCP接続が削除され、ネイバーから受信したす
べてのルートがBGPテーブルから削除され、その後このネイバーとのセッションが再確立されま
す。キャッシュ、テーブル、またはデータベースは、特定の構造が無効になったり、無効になる

おそれのあるときに、クリアすることが必要になります。

手順の概要

1. clear bgp { ipv4 { unicast | multicast | all | tunnel } | ipv6 unicast | all { unicast | multicast
| all | tunnel } | vpnv4 unicast | vrf { vrf-name | all } { ipv4 unicast | ipv6 unicast } ip-address

2. clear bgp external
3. clear bgp *
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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。提供される情報は、リソースの使用状況を判定してネッ

トワークの問題を解決するために使用されます。さらに、ノードの到達可能性に関する情報を表

示し、そのパケットが経由するネットワーク内のルーティングパスを検出することもできます。

手順の概要

1. show bgp cidr-only
2. show bgp community community-list [ exact-match ]
3. show bgp regexp regular-expression
4. show bgp
5. show bgp neighbors ip-address [ advertised-routes | dampened-routes | flap-statistics |

performance-statistics | received prefix-filter | routes ]
6. show bgp paths
7. show bgp neighbor-group group-name configuration
8. show bgp summary
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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   

指定した自律システムパスの正規表現と一致するルート

を表示します。

show bgp regexp regular-expression

例：

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   

指定したネイバーへの BGP接続に関する情報を表示しま
す。

show bgp neighbors ip-address [
advertised-routes | dampened-routes |
flap-statistics | performance-statistics |
received prefix-filter | routes ]

ステップ 5   

• advertised-routesキーワードは、ルータがネイバーに
アドバタイズするルートをすべて表示します。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bgp
neighbors 10.0.101.1

• dampened-routesキーワードは、ネイバーから学習し
たダンプルートを表示します。

• 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キーワードは、このネイバーの
BGPプロセスによって実行された作業に関連するパ
フォーマンス統計を表示します。

• 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   

指定したネイバーグループによって継承された設定を含

む、ネイバーグループの有効な設定を表示します。

show bgp neighbor-group group-name
configuration

例：

RP/0/RSP0/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
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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。
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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   

ルートポリシーの設定は、プレフィックスの追加パス選択モード

を設定するための前提条件です。追加選択コマンドで使用する

ルートポリシー設定の例を次に示します。
route-policy ap1

set path-selection backup 1 install
end-policy

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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
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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   

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、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
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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、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 Accept Own の設定
BGP Accept Ownを設定するには、次の作業を実行します。
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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. update-source type interface-path-id
6. address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}
7. accept-own [inheritance-disable]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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/RP0/CPU0:P1_CRS-8#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

router bgp as-number

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config)#router bgp 100

ステップ 2   

では、BGPルーティングプロセスを設定でき
ます。

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

neighbor ip-address

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-bgp)#neighbor 10.1.2.3

ステップ 3   

バーの IPアドレスをBGPピアとして設定しま
す。

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/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-bgp-nbr)#remote-as 100

ステップ 4   

ネイバーでセッションを形成するとき、特定

のインターフェイスからのプライマリ IPアド
update-source type interface-path-id

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-bgp-nbr)#update-source
Loopback0

ステップ 5   

レスをローカルアドレスとしてセッションで

使用できます。

アドレスファミリを VPNv4または IPv6とし
て指定し、ネイバーアドレスファミリのコン

フィギュレーションモードを開始します。

address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-bgp-nbr)#address-family
vpnv6 unicast

ステップ 6   

Accept_Ownコミュニティが含まれる自動送信
VPNルートの処理をイネーブルにします。

accept-own [inheritance-disable]

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-bgp-nbr-af)#accept-own

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

「Accept Own」設定をディセーブルにし、親
コンフィギュレーションから「Accept Own」
が継承されないようにするには、

inheritance-disableキーワードを使用します。

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のアップデートにリンク帯域幅拡張コミュニティが含まれているとき、maximum-paths
コマンドがイネーブルの場合は、リモート PEは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は、最大で 8つのパスに対してのみ行われます。

BGP不等コスト連続ロードバランシング機能をイネーブル化は、CPPベースのカードではサ
ポートされていません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
4. maximum-paths { ebgp | ibgp | eibgp } maximum [ unequal-cost ]
5. exit
6. neighbor ip-address
7. dmz-link-bandwidth
8. 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   

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   
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目的コマンドまたはアクション

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および iBGPネイバーへのリンクのために、非武
装地帯（DMZ）リンク帯域幅拡張コミュニティを開始
します。

dmz-link-bandwidth

例：

RP/0/RSP0/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   

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

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

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. rpki 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
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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   

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。

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

rpki cache {host-name | ip-address}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki server 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-server)#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-server)#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キャッシュサーバの（SSH）ユーザ名
を指定します。

username user_name

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

ステッ

プ 5   

（任意）

RPKIキャッシュサーバの（SSH）パスワー
ドを指定します。

password

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

ステッ

プ 6   
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目的コマンドまたはアクション

「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-server)#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
purge-time time

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

ステッ

プ 8   
まで待機する時間を設定します。破棄時間

は秒単位で設定します。破棄時間の範囲は

30～ 360秒です。

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。リフレッシュの時間を秒単位で設

• refresh-time off 定します。リフレッシュの時間の範囲は15
～ 3600秒です。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#refresh-time
20

シリアルクエリーを定期的に送信しないよ

うに指定するにはoffオプションを設定しま
す。

または

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

シリアルまたはリセットのクエリーを送信

した後にBGPが応答を待機する時間を設定
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
します。応答時間を秒の単位で設定しま

す。応答時間の範囲は 15～ 3600秒です。• response-time off

応答を無期限に待機するにはoffオプション
を設定します。例：

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

または

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

• 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。

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーショ
ンファイルに保存し、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。

•
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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

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
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目的コマンドまたはアクション

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   •• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 179

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
RPKI 最適パス計算の設定



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

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   
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目的コマンドまたはアクション

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
◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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
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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

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
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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

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
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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
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
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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

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
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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

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
!
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!
end

ローカルラベル割り当ての保持：例

次に、プライマリ PEのプライマリパスに以前に割り当てたローカルラベルを再コンバージェン
ス後 10分にわたって維持する例を示します。

router bgp 100
address-family l2vpn vpls-vpws
retain local-label 10

end

iBGP マルチパス負荷共有設定：例
次に、負荷共有に 30のパスが使用されている設定の例を示します。

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

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
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end-policy
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
network 10.2.3.4/24 route-policy aigp-policy
redistribute ospf osp1 metric 4 route-policy aigp-policy
!
!
end

BGP Accept Own の設定：例
次に、BGP Accept Ownを PEルータに設定する例を示します。
router bgp 100
neighbor 45.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
route-policy pass-all in
accept-own
route-policy drop_111.x.x.x out
!
address-family vpnv6 unicast
route-policy pass-all in
accept-own
route-policy drop_111.x.x.x out
!
!

次の例は、BGP Accept Ownのための InterAS-RRの設定を示しています。
router bgp 100
neighbor 45.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
route-policy rt_stitch1 in
route-reflector-client
route-policy add_bgp_ao out
!
address-family vpnv6 unicast
route-policy rt_stitch1 in
route-reflector-client
route-policy add_bgp_ao out
!
!
extcommunity-set rt cs_100:1
100:1

end-set
!
extcommunity-set rt cs_1001:1
1001:1

end-set
!
route-policy rt_stitch1
if extcommunity rt matches-any cs_100:1 then
set extcommunity rt cs_1000:1 additive

endif
end-policy
!
route-policy add_bgp_ao
set community (accept-own) additive

end-policy
!
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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

end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
202.153.144.0/24 8.43.0.1
!
!
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router bgp 100
bgp router-id 20.20.20.20
address-family ipv4 unicast
maximum-paths eibgp 8
redistribute connected
!
neighbor 11.11.11.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.12.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.13.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.14.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.15.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.16.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.17.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
neighbor 11.11.18.12
remote-as 200
dmz-link-bandwidth
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
end

   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 4.3.x

190 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの BGP の実装
BGP 不等コストの連続ロードバランシング：例



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。

その他の関連資料
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

マニュアルタイトル関連項目

『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

上のガイドライン、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。

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
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タイトル標準

『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

『BGP Route Flap Damping』RFC 2439

『Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6
Inter-Domain Routing』

RFC 2545
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タイトルRFC

『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サイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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第 3 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータでの双方向
フォワーディング検出の実装

このモジュールでは、CiscoASR9000シリーズルータでの双方向フォワーディング検出（BFD）
の設定について説明します。

双方向フォワーディング検出（BFD）では、隣接する転送エンジン間のパスにおける障害を低
オーバーヘッド、短期間で検出できます。 BFDでは、あらゆるメディアおよびあらゆるプロト
コルレイヤでの障害検出に単一のメカニズムを使用でき、広範な検出時間とオーバーヘッドに

対応できます。障害の迅速な検出が可能なため、リンクやネイバーの障害発生時にもただちに

障害に対応することができます。

双方向フォワーディング検出の設定の機能履歴

変更内容リリース

BFDが導入されました。リリース 3.7.2

• BFDでの次のアプリケーションのサポートが追加されました。

◦ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）

◦仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）

• dampeningコマンドが、BFDセッションフラッピングおよびセッ
ション開始遅延を最小化するために追加されました。

•送信元 IPアドレスを指定してデフォルトを上書きするために、
echo ipv4 sourceコマンドが追加されました。

• IPv6 UDPチェックサム計算および BFDインターフェイスコン
フィギュレーションモードをイネーブルおよびディセーブルに

するために、ipv6 checksumコマンドが追加されました。

リリース 3.9.0
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次の BFD機能のサポートが追加されました。

• OSPFv3用 BFD

• IPv6用 BFD

BFDのサポートは、次の SPAに追加されました。

• 1ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR XFP SPA

• 2ポート OC-48c/STM-16 POS/RPR SPA

• 8ポート OC-12c/STM-4 POS SPA

リリース 4.0.0

次の BFD機能のサポートが追加されました。

•リンクバンドルのメンバリンクごとのBFDのサポートが追加さ
れました。

•非バンドルインターフェイスのBFDエコーパケットに対する遅
延検出をイネーブルにするために、echo latency detectコマンド
が追加されました。

•非バンドルインターフェイスの BFDセッションを開始する前に
エコーパスを検証するために、echo startup validateコマンドが
追加されました。

リリース 4.0.1

次の BFD機能のサポートが追加されました。

• BFDマルチホップグローバル TTLチェック。

• BGPの BFDマルチホップサポート、および

• IPv4トラフィックの BFDマルチホップサポート。

•マルチホップセッション用のパケットのドロップを開始するた
めの TTL値を指定するために、multihop ttl-drop-thresholdコマ
ンドが追加されました。

リリース 4.2.0

ASR9K-SIP-700ラインカードでの BFDマルチホップ機能のサポート
が追加されました。

リリース 4.2.1

論理バンドル上の BFD機能のサポートが追加されました。リリース 4.2.3

次の機能のサポートが追加されました。

• GRE上の BFD

• BFD IPv6マルチホップ

•論理バンドル上の BFD

リリース 4.3.0
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• BFDの実装の前提条件, 197 ページ

• BFDの実装の制約事項, 198 ページ

• BFDに関する情報, 199 ページ

• BFDの設定方法, 214 ページ

• BFDを設定するための設定例, 257 ページ

• 次の作業, 264 ページ

• その他の関連資料, 264 ページ

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

次に、BFDを実装するための前提条件を示します。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）で BFDをイネーブルにする場合は、MPLS
パッケージを含んだインストール済みの複合PIEファイル、または複合パッケージイメージ
が必要です。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）、Intermediate System-to-Intermediate
System（IS-IS）、スタティック、Open Shortest Path First（OSPF）の場合は、インストール済
みの Cisco IOS XR IP Unicast Routing Core Bundleイメージが必要です。

• IS-ISまたは OSPFを使用している場合、ルータで内部ゲートウェイプロトコル（IGP）がア
クティブになっていること。

• CiscoASR9000シリーズルータでは、BFDをサポートしている各ラインカードが次のタスク
を実行できる必要があります。

◦エコーパケットを 50ms * 3ごとに送信（通常の状態の最小値として）。

◦制御パケットを 150ms * 3ごとに送信（負荷のある状態の最小値として）。

◦最大 9600 ppsのユーザデータグラムプロトコル（UDP）を送受信。これにより、15ms
エコー間隔で 144セッション（または 150 msエコー間隔で 1440セッション）を維持し
ます。

•ネイバーの BFDをイネーブルにするには、その近接ルータが BFDをサポートしている必要
があります。

•リリース 3.9.0よりも前の Cisco IOS XRリリースでは、BFDセッションを設定する前に、グ
ローバルコンフィギュレーションモードで router-idコマンドを使用して、ローカルルータ
IDを設定することを推奨していました。ローカルルータ IDを設定しなかった場合、デフォ
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ルトで BFDエコーモードでの IPパケットの送信元アドレスが、出力インターフェイスの IP
アドレスとなります。 Cisco IOS XR Release 3.9.0以降では、echo ipv4 sourceコマンドを使用
して、送信元アドレスとして使用する IPアドレスを指定できます。

•バンドルメンバリンクでの BFDをサポートするには、次の要件が満たされていることを確
認してください。

◦バンドルの両端にあるルータが、間にレイヤ2スイッチを使用せずにバックツーバック
で接続されている。

◦ BFDセッションを開始する場合、次のいずれかの設定または状態がバンドルメンバに
存在する。

リンク集約制御プロトコル（LACP）分散状態に到達している、または

EtherChannelまたは POSチャネルが設定されている、または

ホットスタンバイおよび LACP収集状態に到達している。

BFD の実装の制約事項
BFDには、次の制約事項が適用されます。

• Cisco IOS XRソフトウェアではデマンドモードはサポートされません。

•次の機能では、BFDエコーモードはサポートされません。

◦バンドル VLANでの IPv4用 BFD

◦ IPv6用 BFD（グローバルおよびリンクローカルアドレッシング）

◦ uRPFでの BFD（IPv4または IPv6）

◦ BFDバンドルインターフェイスに複数のラックにまたがるメンバリンクがある場合の、
ラックリロードおよび活性挿抜（OIR）

◦『BFD for Multihop Paths』

• IPv6用 BFDには、次の制約事項があります。

◦ IPv6用 BFDは、バンドル VLANインターフェイスではサポートされません。

◦ IPv6用 BFDスタティックルート、OSPFv3、および BGPは、クライアントでサポート
されます。

◦ネクストホップとしてリンクローカルアドレスを持つ IPv6用 BFDスタティックルー
トはサポートされません。

•バンドルメンバリンクでのBFDの場合は、IPv4アドレッシングタイプについてのみ、バン
ドルメンバリンクごとに1つのBFDセッションだけが作成、モニタ、および保持されます。
バンドルの IPv6および VLANリンクに関する制約事項は、次のとおりです。
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◦ IPv6の状態はバンドルメンバで明示的にモニタされず、そのメンバインターフェイス
の IPv4 BFDセッションの状態を継承します。

◦バンドルメンバの VLANサブインターフェイスはまた、そのメンバインターフェイス
の IPv4 BFDセッションから BFD状態を継承します。 VLANサブインターフェイスは
バンドルメンバで明示的にモニタされません。

•エコー遅延検出およびエコー検証は、バンドルインターフェイスではサポートされません。

• BFDマルチホップはデフォルト以外の任意の VRFで実行できますが、選択的 VRFダウン
ロードがディセーブルになっている必要があります。選択的 VRFダウンロードのための設
定およびコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Routing Configuration Guide』および『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Command Reference』を参照してください。

• GRE上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700では
サポートされません。

• BFD IPv6マルチホップ機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ
700ではサポートされません。

•論理バンドル上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ
700ではサポートされません。

BFD に関する情報

Cisco IOS XR ソフトウェアと Cisco IOS ソフトウェアでの BFD の違い
すでに Cisco IOSソフトウェアでの BFDの設定に精通している場合は、Cisco IOS XRソフトウェ
ア実装での BFDの設定に関する次の違いについて必ず考慮します。

• Cisco IOSXRソフトウェアでは、BFDはOSPFやBGPインスタンスなどのダイナミックルー
ティングプロトコルの下で設定されたアプリケーションです。これは、BFDがインターフェ
イスでのみ設定される Cisco IOSソフトウェアでの BFDには当てはまりません。

• Cisco IOSXRソフトウェアでは、BFDネイバーはルーティングを介して確立されます。Cisco
IOS bfd neighborインターフェイスコンフィギュレーションコマンドは、Cisco IOS XRソフ
トウェアではサポートされません。

•ダイナミックルーティングプロトコルを使用して BFDネイバーを確立する代わりに、その
パスを定義するためのスタティックルーティングの方法を使用して、Cisco IOS XRソフト
ウェアで BFD応答のための特定の BFDピアまたはネイバーを確立することができます。実
際には、Cisco IOS XRソフトウェアでダイナミックルーティングプロトコルの下で BFDを
設定しない場合は、BFDのスタティックルートを設定する必要があります。詳細について
は、スタティックルートでの BFDのイネーブル化を参照してください。
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• Cisco IOSソフトウェアで BFDを実行しているルータは、bfd neighborコマンドを使用して
ピアとして Cisco IOS XRソフトウェアで BFDを実行するルータを指定できます。Cisco IOS
XRルータは、Cisco IOSルータに戻るダイナミックルーティングまたはスタティックルー
トをピア関係を確立するために使用する必要があります。 Cisco IOSおよび Cisco IOS XRソ
フトウェアを実行しているルータの BFDピア：例を参照してください。

BFD の動作モード
Cisco IOS XRソフトウェアは、エコーパケットを使用するか否かにかかわらず、非同期動作モー
ドだけをサポートします。エコーなしの非同期モードでは、ローカルおよびリモートシステム上

のパケットスイッチングパスのさまざまな部分が関与します。ただし、エコーありの非同期モー

ドは通常、若干広いテストカバレッジを提供すると認識されています。これは、エコーパケット

がリモートシステムの通常のトラフィックと同じパケットスイッチングパスを通過する自分宛

てのパケットであるためです。

BFDエコーモードは、次のインターフェイスではデフォルトでイネーブルです。

• BFDバンドルインターフェイスのメンバリンク上の IPv4の場合。

•最小間隔が 2秒未満である他の物理インターフェイス上の IPv4の場合。

BFDがエコーパケットなしで非同期で実行されている場合（図 35）は、次のようになります。

•各システムが相互に定期的に BFD制御パケットを送信します。 BFDルータの「ピア A」に
よって BFDルータの「ピア B」に送信されたパケットは、ピア Aからの送信元アドレスお
よびピア Bの宛先アドレスを保持します。

•制御パケットストリームは互いに独立していて、要求/応答モデルで動作しません。

•連続する多数のパケットが別のシステムによって受信されない場合、セッションがダウンし
たと宣言されます。

図 9：エコーパケットなしの BFD 非同期モード

BFDがエコーパケットありで非同期で実行されている場合（図 36）は、次のようになります。

• BFDエコーパケットは、BFDピアのみの転送パス経由でループバックされ、どのプロトコ
ルスタックでも処理されません。そのため、BFDルータの「ピア A」によって送信された
パケットは、ピア Aの送信元アドレスと宛先アドレスの両方を使用して送信できます。
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• BFD制御パケットに加えて、BFDエコーパケットが送信されます。

図 10：エコーパケットありの BFD 非同期モード

非同期モードでの制御およびエコーパケットの間隔の詳細については、BFDパケット間隔と障害
検出を参照してください。

BFD パケット情報

BFD の送信元および宛先ポート
BFDペイロード制御パケットは、宛先ポート 3784および送信元ポート 49152を使用して、UDP
パケットにカプセル化されます。イーサネットのような共有型メディアでも、BFD制御パケット
は常にユニキャストパケットとして BFDピアに送信されます。

エコーパケットも、宛先ポート 3785および送信元ポート 3785を使用して、UDPパケットにカプ
セル化されます。

バンドルメンバ機能を介して BFDは、各送信でエコーパケットのUDP送信元ポートの各バイト
を増分します。 UDP送信元ポートの範囲は 0xC0C0から 0xFFFFです。次に例を示します。

1番目のエコーパケット：0xC0C0

2番目のエコーパケット：0xC1C1

3番目のエコーパケット：0xC2C2

UDP送信元ポートは、連続したエコーパケットが逸脱しているバンドルメンバにハッシュされ
るように増分されます。

BFD パケット間隔と障害検出
BFDは、設定可能な間隔と係数を使用して、非同期モードで制御およびエコーパケットが送信さ
れる期間と、それらに対応する障害検出を指定します。

物理インターフェイスで実行されている BFDセッション、およびバンドルメンバリンクの BFD
セッションに対するこれらの間隔と障害検出時間の実装方法には違いがあります。
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物理インターフェイスでの BFD パケット間隔

BFDが物理インターフェイス経由で実行されている場合、エコーモードは、設定された間隔が 2
秒未満である場合にのみ使用されます。

エコーモードがイネーブルになっているときに物理インターフェイス経由で実行されているBFD
セッションは、2秒ごとの低速で BFD制御パケットを送信します。 BFDエコーパケットはすで
に高速で送信されており、エコーパケットがエコー障害検出時間内に受信されないときはリンク

障害が検出されるため、高速で制御パケット障害検出を複製する必要はありません。

バンドルメンバリンクの BFD パケット間隔

各バンドルメンバインターフェイスでは、エコーモードが実行されている場合でも、BFD非同
期モード制御パケットはユーザ設定可能な間隔および係数値で動作します。

ただし、バンドルメンバインターフェイスでエコーモードがイネーブルのとき、BFD非同期モー
ドは高速レートで実行を続ける必要があります。これは、BFDエコーモードをイネーブルにする
要件の 1つとして、バンドルメンバインターフェイスが BFD非同期モードで使用できることが
あるためです。

バンドルメンバリンクの BFDの最大エコーパケット間隔は、30秒または非同期制御パケット障
害検出時間のいずれかの最小値です。

エコーモードがディセーブルの場合、セッションが設定されたレートでBFD制御パケットを交換
する物理インターフェイスでの BFDと動作は同じです。

非同期モードでの制御パケット障害検出

エコーなしの非同期モードでの制御パケット障害検出は、最小間隔（非バンドルインターフェイ

スでは bfd minimum-interval、バンドルインターフェイスでは bfd address-family ipv4
minimum-interval）および係数（非バンドルインターフェイスでは bfd multiplier、バンドルイン
ターフェイスでは bfd address-family ipv4 multiplier）コマンドの値を使用して実行されます。

制御パケット障害検出の場合は、ローカルの係数値がネイバーに送信されます。障害検出タイ

マーは、（IxM）に基づいて開始されます。ここで、Iはネゴシエートされた間隔で、Mはリモー
トエンドによって提供された係数です。

有効な制御パケットがネイバーから受信されるたびに、障害検出タイマーはリセットされます。

有効な制御パケットが期間（I x M）内にネイバーから受信されない場合は、障害検出タイマーが
トリガーされ、ネイバーがダウンしたと宣言されます。

非同期モードでのエコーパケット障害検出

標準のエコー障害検出方式は、非バンドルインターフェイスでは bfd multiplierコマンドの値、
またバンドルインターフェイスでは bfd address-family ipv4 multiplierコマンドの値に基づいたカ
ウンタを通して実行されます。
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このカウンタは、エコーパケットがエコーパケットストリームに送信された順序にかかわらず、

システムがエコーパケットを送信するたびに増分され、何らかのエコーパケットが受信されるた

びにゼロにリセットされます。

つまり、理想的な条件下では、BFDは一般に、バンドルインターフェイスでは期間（IxM）また
は（I x M x M）を超えるエコー障害を検出します。ここで、各値は次のとおりです。

• I：最小間隔の値（非バンドルインターフェイスでは bfd minimum-interval、またバンドルイ
ンターフェイスでは bfd address-family ipv4 minimum-interval）。

• M：multiplier（非バンドルインターフェイスではbfdmultiplier、またバンドルインターフェ
イスでは bfd address-family ipv4 multiplier）コマンドの値。

そのため、システムがエコーパケットをまったく受信せずに係数カウントを超えて追加のエコー

パケットを 1つ送信した場合は、エコー障害が検出され、ネイバーがダウンしたと宣言されます
（例 2を参照）。

ただし、この標準のエコー障害検出では、BFDセッション中に（I xM）を超えて増加する場合も
ある、特定のエコーパケットの送信と受信の間の遅延には対処できません。この場合は、係数の

期間内にいずれかのエコーパケットが引き続き受信され、カウンタがゼロにリセットされる限

り、BFDはネイバーのダウンを宣言しません。Cisco IOSXR4.0.1以降では、非バンドルインター
フェイスでこの遅延を測定するようにBFDを設定できます。詳細については、例 3およびエコー
パケットの遅延を参照してください。

エコー障害検出の例

ここでは、非バンドルインターフェイスでの、遅延検出の設定を行わない標準のエコーパケット

処理および障害検出のいくつかのシナリオの例について説明します。これらの例では、間隔は50
ms、また係数は 3とします。

バンドルインターフェイスにもエコー障害検出に対する同じ間隔および係数カウンタ方式が

使用されますが、これらの値は bfd address-family ipv4multiplierおよび bfd address-family ipv4
minimum-intervalコマンドによって決定され、エコーパケットの受信がないことを検出する
ために（I x M x M）の期間を使用します。

（注）

例 1

次に、次のエコーが送信される前に各エコーパケットが返される理想的なケースの例を示しま

す。この場合、カウンタは 1に増分され、次のエコーが送信される前に 0に戻されます。エコー
障害は発生しません。セッション内のエコーパケットのラウンドトリップ遅延が最小間隔より短

い限り、このシナリオが発生します。

Time (T): Echo#1 TX (count = 1)
T + 1 ms: Echo#1 RX (count = 0)
T + 50 ms: Echo#2 TX (count = 1)
T + 51 ms: Echo#2 RX (count = 0)
T + 100 ms: Echo#3 TX (count = 1)
T + 101 ms: Echo#3 RX (count = 0)
T + 150 ms: Echo#4 TX (count = 1)
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T + 151 ms: Echo#4 RX (count = 0)

例 2

エコーパケットが一切戻らない例を次に示します。 4番目のエコーパケットの送信後、カウンタ
が係数値 3を超えてエコー障害が検出されます。この場合、エコー障害検出は、150 ms（I xM）
期間で発生します。

Time (T): Echo#1 TX (count = 1)
T + 50 ms: Echo#2 TX (count = 2)
T + 100 ms: Echo#3 TX (count = 3)
T + 150 ms: Echo#4 TX (count = 4 -> echo failure

例 3

次に、標準のエコー障害検出を使用しているときに、BFDセッション中に特定のエコーパケット
についてラウンドトリップ遅延が（I x M）を超えて増加する場合があるが、セッション内の全体
的なエコーパケットの戻りの間の遅延は（I xM）の期間を超えず、またカウンタも係数を超えな
いため、ネイバーはダウンしたと宣言されることがない例を示します。

Cisco IOS XR 4.0.1以降では、echo latency detectコマンドを使用して、非バンドルインター
フェイスのラウンドトリップ遅延を検出するように BFDを設定できます。

Time (T): Echo#1 TX (count = 1)
T + 1 ms: Echo#1 RX (count = 0)
T + 50 ms: Echo#2 TX (count = 1)
T + 51 ms: Echo#2 RX (count = 0)
T + 100 ms: Echo#3 TX (count = 1)
T + 150 ms: Echo#4 TX (count = 2)
T + 151 ms: Echo#3 RX (count = 0; ~50 ms roundtrip latency)
T + 200 ms: Echo#5 TX (count = 1)
T + 250 ms: Echo#6 TX (count = 2)
T + 251 ms: Echo#4 RX (count = 0; ~100 ms roundtrip latency)
T + 300 ms: Echo#7 TX (count = 1)
T + 350 ms: Echo#8 TX (count = 2)
T + 351 ms: Echo#5 RX (count = 0; ~150 ms roundtrip latency)
T + 451 ms: Echo#6 RX (count = 0; ~200 ms roundtrip latency; no failure detection)
T + 501 ms: Echo#7 RX (count = 0; ~200 ms roundtrip latency; no failure detection)
T + 551 ms: Echo#8 RX (count = 0; ~200 ms roundtrip latency; no failure detection)

（注）

BFDセッションでのエコーパケットの受信の間の遅延を見て、どの遅延も（I xM）の期間を超え
ていないことに注目してください。

Echo#1 RX – Echo#2 RX: 50 ms
Echo#2 RX – Echo#3 RX: 100ms
Echo#3 RX - Echo#4 RX: 100ms
Echo#4 RX - Echo#5 RX: 100ms
Echo#5 RX - Echo#6 RX: 100ms
Echo#6 RX - Echo#7 RX: 50ms
Echo#7 RX - Echo#8 RX: 50ms

   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 4.3.x

204 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータでの双方向フォワーディング検出の実装
BFD パケット情報



バンドルインターフェイスでの BFD のパケット間隔と障害検出時間の概要

セッション間隔 Iおよび係数 Mのバンドルインターフェイスの BFDの場合、次のパケット間隔
および障害検出時間がBFD非同期モードに適用されます（表 3：バンドルインターフェイスでの
BFDパケット間隔および障害検出時間の例）。

• Iの値：BFD制御パケットを送信する最小間隔。

• I x Mの値

◦ BFD制御パケット障害検出時間。

◦ BFDエコーパケットを送信する最小間隔。

BFD制御パケット障害検出時間は、BFDセッションのダウンが宣言されるまでにBFD制御パケッ
トを受信せずに経過できる最大時間です。

•（I x M）x Mの値：BFDエコーパケット障害検出時間。これは、BFDセッションのダウン
が宣言されるまでに（非同期モードでのエコーパケット障害検出で説明されている標準の係

数カウンタ方式を使用して）BFDエコーパケットを受信せずに経過できる最大時間です。

表 3：バンドルインターフェイスでの BFD パケット間隔および障害検出時間の例

エコーパケット

障害検出時間

（エコー間隔 x
係数）

エコーパケット間

隔

（非同期制御パ

ケット障害検出時

間）

非同期制御パ

ケット障害検出

時間

（ms）
（間隔 x 係数）

設定された係数

（bfd address-family
ipv4 multiplier）

設定された非同期

制御パケット間隔

（ms）
（bfd address-family
ipv4
minimum-interval）

450150150350

1200300300475

8004004002200

180006000600032000

9000030000145000315000

1
バンドルメンバリンクの BFDの最大エコーパケット間隔は、30秒または非同期制御パケット障害検出時間のいずれかの最小値です。

エコーパケットの遅延

Cisco IOS XR 4.0.1よりも前の Cisco IOS XRソフトウェアリリースでは、BFDは特定のエコーパ
ケットの TX/RXに対する特定の遅延ではなく、エコーパケットの受信がないことだけを検出し
ます。場合によっては、BFDエコーパケットの受信が全体として、障害検出およびパケット送信
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の全体的な許容値内に収まることもありますが、エコーパケットの特定のラウンドトリップにつ

いて時間とともに遅延が増加する可能性があります（例 3を参照）。

Cisco IOS XR 4.0.1以降、ルータを設定して、非バンドルインターフェイスでエコーパケットの
送受信間の実際の遅延を検出でき、また遅延がそのラウンドトリップ遅延に設定されたしきい値

を超えるときにセッションをダウンできます。詳細については、エコー遅延検出に基づいたBFD
セッションティアダウンの設定を参照してください。

また、BFDセッションを開始する前に、エコーパケットパスが指定された遅延許容値内にあるこ
とも検証できます。エコー起動検証では、BFDセッションの状態変更を可能にする前に設定済み
の遅延内に送信が成功するかどうかを確認するために、リンクがダウンしている間、そのリンク

上でエコーパケットが定期的に送信されます。詳細については、エコーパスと遅延の検証まで

の BFDセッション開始の遅延を参照してください。

BFD パケットのプライオリティの設定
オーバーサブスクリプションの状態にあるすべてのインターフェイスについて、リモートBFDエ
コーパケットに内部プライオリティを割り当てることにより、これらのBFDパケットが他のデー
タパケットによって過負荷状態にならないようにする必要があります。さらに、中間スイッチの

場合に、リモートBFDエコーパケットの戻りの応答がスイッチ内のその他のすべてのパケットか
ら保護されるように、CoS値を適切に設定する必要があります。

イーサネットヘッダーに設定された CoS値はエコーメッセージ内に保持されない可能性がある
ため、適切な出力 QoSサービスポリシーで CoS値を明示的に設定する必要があります。 set cos
コマンドを使用して、トラフィッククラスに付加されたBFDパケットのCoS値を設定できます。
クラスベースの無条件パケットマーキングの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Modular Quality of Service Configuration Guide』の「Configuring Modular
QoS Packet Classification」を参照してください。

IPv4 用 BFD
Cisco IOS XRソフトウェアは、IPv4と IPv6の両方での双方向フォワーディング検出（BFD）シン
グルホップおよびマルチホップをサポートします。

IPv4用 BFDのシングルホップ接続では、Cisco IOS XRソフトウェアは、番号付けされた物理
Packet-over-SONET/SDH（POS）およびギガビットイーサネットリンクでの非同期モードとエコー
モードの両方を次のようにサポートします。

•エコーモードは、BFD制御パケットを使用してセッションが確立された後にのみ開始されま
す。BFDバンドルメンバインターフェイスでは、エコーモードは常にイネーブルです。物
理インターフェイスの場合は、エコーパケットをサポートするために、BFD最小間隔も2秒
未満である必要があります。

• BFDエコーパケットは、送信元および宛先ポート 3785を使用して、UDP/IPv4で転送されま
す。 IPパケットの送信元アドレスは出力インターフェイスの IPアドレス（デフォルト）か、
または設定されている場合は router-idコマンドで指定されたアドレスか、echo ipv4 source
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コマンドで指定されたアドレスであり、宛先アドレスはローカルインターフェイスアドレ

スです。

• BFD非同期パケットは、送信元ポート 49152および宛先ポート 3784を使用して、UDPおよ
び IPv4で転送されます。非同期モードの場合、IPパケットの送信元アドレスはローカルイ
ンターフェイスアドレス、宛先アドレスはリモートインターフェイスアドレスとなります。

BFDマルチホップは、エコーモードをサポートしません。（注）

Cisco IOS XRソフトウェアで BFDを設定する場合は、次の注意事項を考慮してください。

• BFDは固定長の helloプロトコルで、接続の各終端で転送パスを通じてパケットを定期的に
転送します。 Cisco IOS XRソフトウェアは、BFD適応型検出時間をサポートします。

• BFDは、次のアプリケーションと併用することができます。

◦ BGP

◦ IS-IS

◦ OSPFおよび OSPFv3

◦ MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLS-TE）

◦スタティックルート（IPv4および IPv6）

◦ Protocol Independent Multicast（PIM;プロトコルに依存しないマルチキャスト）

◦ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）

◦仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）

複数のアプリケーションが同じ BFDセッションを共有するとき、最も強力な
タイマーのあるアプリケーションがローカルで優先されます。その結果は、

次にピアルータとネゴシエートされます。

（注）

• BFDは、次のインターフェイスタイプでの接続でサポートされます。

◦ギガビットイーサネット（GigE）

◦ 10ギガビットイーサネット（TenGigE）

◦ Packet-over-SONET/SDH（POS）

◦シリアル（Serial）

◦仮想 LAN（VLAN）

◦バンドル、GRE、PWHEなどの論理インターフェイス
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BFDは上のインターフェイスタイプでサポートされ、特に説明されていない
限り、論理インターフェイスではサポートされません。たとえば、BVI、イン
ターフレックス、サテライトなどのインターフェイスでは BFDを設定できま
せん。

（注）

• Cisco IOS XRソフトウェアは、BFDバージョン 0およびバージョン 1をサポートします。
BFDセッションは、ネイバーに応じていずれかのバージョンを使用して確立されます。BFD
バージョン 1はデフォルトバージョンであり、セッション確立において最初に試行されま
す。

IPv6 用 BFD
Cisco IOS XRソフトウェアは、IPv4と IPv6の両方での双方向フォワーディング検出（BFD）をサ
ポートします。 IPv6での双方向フォワーディング検出（BFD）では、IPv6アドレスを使用するイ
ンターフェイスでの稼働中の接続の確認をサポートします。

稼働中の接続の確認は、IPv4と IPv6の両方のインターフェイスについて、同じサービスとプロセ
スによって実行されます。同一ラインカード上で、IPv4と IPv6の両方の BFDセッションを同時
に実行することができます。

IPv4用 BFDでサポートされるものと同じ機能と設定が IPv6用 BFDでもサポートされます。

バンドル VLAN での BFD
バンドル VLAN上の IPv4用 BFDは、スタティックルーティング、IS-IS、および OSPFを使用し
てサポートされます。バンドルVLANインターフェイスでBFDセッションを実行すると、VLAN
バンドルがアップ状態である限り BFDセッションはアクティブな状態となります。

VLANバンドルがアクティブであれば、次に示すイベントによってBFDセッションが失敗するこ
とはありません。

•コンポーネントリンクの障害。

• 1つ以上のコンポーネントリンクをホストするラインカードの活性挿抜（OIR）。

•バンドルへのコンポーネントリンクの追加（設定による）。

•バンドルからのコンポーネントリンクの削除（設定による）。

•コンポーネントリンクのシャットダウン。

• RPスイッチオーバー。
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VLANバンドルの設定の詳細については、「Configuring Link Bundling on the
Cisco ASR 9000 Series Router」モジュールを参照してください。

（注）

バンドル VLANで BFDを設定する場合には、次の事項に注意する必要があります。

• RPスイッチオーバーの場合、設定されているネクストホップは Routing Information Base
（RIB）に登録されます。

• BFD再起動の場合、スタティックルートは RIBに残ります。 BFDセッションは、BFDの再
起動時に再確立されます。

スタティック BFDセッションは、ネクストホップがルータに直接接続されて
いるアドレスプレフィックスを持つピアでサポートされます。

（注）

リンクバンドルのメンバリンク上の BFD
Cisco IOS XR Release 4.0.1以降では、以前のリリースのように単一のバンドルメンバのみではな
く、BFD機能ではリンク上のレイヤ3接続をモニタする個々の物理バンドルメンバリンクでBFD
セッションをサポートします（図 37）。

図 11：バンドル上の元の BFD およびバンドルメンバリンクアーキテクチャ上の拡張 BFD における BFD セッ
ション

リンクバンドルでBFDを実行する場合は、そのバンドルの一部である基盤となる各物理インター
フェイスで、独立した BFDセッションを実行できます。

BFDがリンクバンドルメンバで実行されているとき、接続の次のレイヤは BFDのインターフェ
イス状態モニタリングの一部として実質上テストされます。
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•レイヤ 1の物理状態

•レイヤ 2のリンクアクセスコントロールプロトコル（LACP）状態

•レイヤ 3の BFD状態

各バンドルメンバリンクの BFDエージェントはリンクの状態変更をモニタリングします。バン
ドルメンバリンクで実行されているセッションの BFDエージェントはバンドルマネージャと通
信します。バンドルマネージャは、メンバリンクの状態とバンドル全体のアベイラビリティを

特定します。メンバリンクの状態は、そのバンドル用に設定された最小アクティブリンクまた

は最小アクティブ帯域幅のしきい値に基づいて、バンドル全体の状態に影響を及ぼします。

メンバリンクおよびバンドルステータスでの BFD 状態変更動作の概要
ここでは、バンドルメンバリンクの状態がいつアクティブまたはダウンとして特徴づけられる

か、およびそれらの全体的なバンドルステータスへの影響について説明します。

•すでにアクティブであるか、または非アクティブであるバンドルメンバインターフェイス
で BFDを設定できます。インターフェイスで LACPを使用してアップになる BFDセッショ
ンの場合は、LACPが分散状態に達している必要があります。

リンクが LACP分散状態にあり、BFDセッションがアップである場合、BFDメンバリンク
は「IIR Active」です。

• BFDセッションがダウンである場合は、LACP状態遷移が受信されない限り、BFDメンバリ
ンクは「IIR Attached」です。

•リンクバンドル BFDセッションのダウンを宣言する前に、ピアからの BFD状態変更通知
（SCN）の受信遅延を許可するように最大3600秒（1時間）のタイマーを設定できます。設
定可能なタイマーは、次の状況に適用されます。

◦ BFDセッションの開始（bfd address-family ipv4 timers startコマンド）：セッションの
アップを宣言するために BFDピアからの予測される通知が受信されるように、BFDメ
ンバリンクセッションの開始後に見越しておく秒数。その期間の後にSCNが受信され
ない場合は、BFDセッションのダウンが宣言されます。

◦ネイバーによる BFD設定の削除の通知（bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfigコ
マンド）：BFDピア間の設定の不一致をすべて解決できるように、BFD設定が BFDネ
イバーによって削除されたことの通知の受信後に見越しておく秒数。指定されたタイ

マーに達する前に BFD設定の問題が解決されない場合、BFDセッションのダウンが宣
言されます。

• BFDセッションは、次のいずれかが発生すると DOWN通知を送信します。

◦ローカルメンバリンクで BFD設定が削除される。

BFDシステムは、設定が削除されたことを隣接ルータのピアに通知します。 BFDセッ
ションは、他のバンドルメンバインターフェイスまたは全体的なバンドル状態に影響

を与えることなく、バンドルマネージャから削除されます。

◦メンバリンクがバンドルから削除される。
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バンドルからのメンバリンクの削除によって、バンドルメンバは強制的に削除されま

す。 BFDセッションは削除され、隣接ルータ上の BFDがそのセッションを
NBR_CONFIG_DOWNではなく、DOWNとマークします。

•次の場合、DOWN通知は送信されませんが、内部インフラストラクチャは DOWNが発生し
たかのようにイベントを処理します。

◦隣接ルータ上で BFD設定が削除され、ネイバー設定解除タイマー（設定されている場
合）の期限が切れる。

BFDシステムは BFD設定が隣接ルータから削除されたことをバンドルマネージャに通
知し、bfd timers nbr-unconfigがリンクで設定されている場合は、タイマーを開始しま
す。タイマーの期限が切れる前にローカルルータ上で BFD設定が削除された場合は、
タイマーは停止し、ローカルルータ上の BFD設定を削除した場合と同じ動作になりま
す。

タイマーが切れた場合、動作は BFDセッション DOWN通知の場合と同じです。

◦ BFDピアからの通知が受信される前に、セッション開始タイマーの期限が切れる。

•バンドルメンバの BFDセッションがバンドルマネージャに BFD状態変更通知を送信しま
す。バンドルメンバインターフェイスのBFD状態変更通知がバンドルマネージャによって
受信されると、バンドルマネージャは、対応するバンドルインターフェイスが使用可能か

どうかを判断します。

•バンドルのアクティブメンバリンクの最小数のしきい値は、メンバリンクの状態に基づい
てバンドルがアクティブなままか、ダウンであるかを判断するためにバンドルマネージャに

よって使用されます。すでにアクティブであるバンドルで BFDが開始された場合、そのバ
ンドルの BFD状態は、既存のすべてのアクティブメンバの BFD状態が既知であるときに宣
言されます。

メンバの状態が変更されるたびに、バンドルマネージャは、アクティブメンバの数がアク

ティブリンクのしきい値の最小数より小さいかどうかを判断します。その場合は、バンド

ルが DOWN状態になるか、または DOWN状態のままになります。アクティブリンクの数
が最小しきい値に達すると、バンドルは UP状態に戻ります。

•バンドルで別のしきい値を設定できます。そのしきい値は、バンドルマネージャによって使
用され、バンドルが DOWN状態になる前に使用できるアクティブな帯域幅の最小値が決定
されます。これは、bundle minimum-active bandwidthコマンドを使用して設定されます。

• BFDサーバは、バンドルインターフェイスの状態変更に関するバンドルマネージャからの
情報に応答し、そのインターフェイス上のアプリケーションに通知するとともに、システム

メッセージやMIBトラップも送信します。

BFD マルチパスセッション
BFDは、GREトンネルインターフェイスや PWHEインターフェイスなどの仮想インターフェイ
ス経由で、またはマルチホップパスのBFDの項で説明されているようにマルチホップ離れたイン
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ターフェイス間で適用できます。これらのタイプのBFDセッションは、BFDマルチパスセッショ
ンと呼ばれます。

宛先への 1つのパスがアクティブである限り、次のイベントによってBFDマルチパスセッション
が失敗する場合も、失敗しない場合もあります。それは、ネゴシエートされた間隔と、フォワー

ディングプレーンの更新に必要なコンバージェンス時間の関係に依存するためです。

•パスの障害

• 1つ以上のパスをホストするラインカードのオンライン挿入または削除（OIR）

•パスを構成するリンクの削除（設定による）

•パスを構成するリンクのシャットダウン

マルチパスセッションのパケットを送受信するために使用できる基盤となるメカニズムに対して

少なくとも 1枚のラインカードをイネーブルにするには、bfdmutlipath include location location-id
コマンドを設定する必要があります。

BFDマルチパスセッションが、bfd multipath includeの設定から削除されるか、オンラインで削除
されるか、またはメンテナンスモードにされようとしているラインカードでホストされている場

合、BFDは、そのラインカードでホストされているすべての BFDマルチパスセッションを別の
ラインカードに移行しようとします。その場合は、RIBからスタティックルートが削除されてか
ら、BFDセッションが再度確立され、RIBに含まれます。

PWヘッドエンドとその設定の詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation Services Router
L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide』の「Implementing Virtual Private LAN Services」モ
ジュールを参照してください。GREの詳細については、『CiscoASR9000SeriesAggregation Services
Router L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide』の「Implementing MPLS Layer 2 VPNs」モ
ジュールを参照してください。

マルチホップパスの BFD
BFDマルチホップ（BFD-MH）は、同じサブネット上にない 2つのアドレス間のBFDセッション
です。 BFD-MHの例には、PEおよび CEループバックアドレス間の BFDセッションや、数 TTL
ホップ離れたルータ間の BFDセッションがあります。 BFDマルチホップをサポートするアプリ
ケーションには、外部 BGPと内部 BGPがあります。 BFDマルチホップは、複数のネットワーク
ホップにまたがる場合もある任意のパス上の BFDをサポートします。

BFDマルチホップ機能では、複数ホップ（最大 255ホップ）離れた宛先に対する 1秒未満の転送
障害検出が可能になります。 bfd multihop ttl-drop-thresholdコマンドを使用すると、特定のホッ
プ数を超えるネイバーから送信されたBFDパケットをドロップできます。BFDマルチホップは、
BFDシングルホップで現在サポートされているすべてのメディアタイプでサポートされます。

BFD マルチホップの設定
BFDマルチホップセッションは、クライアントによって指定された送信元アドレスと宛先アドレ
スの一意のペア間で設定されます。 IP接続された 2つのエンドポイント間でセッションを設定で
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きます。 BFDマルチホップでは、グローバルルーティングテーブルと VRFの両方にある IPv4
アドレスがサポートされます。

論理バンドル上の双方向フォワーディング検出

論理バンドル上の双方向フォワーディング検出（BFD）機能では、RFC 5880に基づいて、バンド
ルインターフェイス上に BFDを実装および配置します。論理バンドル上の BFD（BLB）機能は
BVLAN機能を置き換え、純粋な RFC5880の方法でバンドルインターフェイス上で BFDを実行
する他のプラットフォームとの相互運用性に関する特定の問題を解決します。これらのプラット

フォームには、Cisco IOSまたは Cisco Nexus OSソフトウェアを実行している他のシスコ製品だけ
でなく、他のベンダーの製品が含まれています。

BLBは、マルチパス（MP）シングルホップセッションです。 BLBでは、セッションが実行され
ているバンドルインターフェイスに関する限られた知識しか必要としません。これは、BFDがバ
ンドルを 1つの大きなパイプとして処理するためです。 BLBを機能させるには、バンドルイン
ターフェイスの IPアドレス、インターフェイスタイプ、および制限に関する情報だけが必要で
す。バンドルメンバのリスト、メンバの状態、設定されている最小または最大のバンドルリン

クなどの情報は必要ありません。

BLBは、IPv4アドレス、IPv6グローバルアドレス、および IPv6リンクローカルアドレスでサ
ポートされます。

論理バンドル上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700
ではサポートされません。

総称ルーティングカプセル化上の双方向フォワーディング検出

総称ルーティングカプセル化（GRE）上の双方向フォワーディング検出（BFD）を使用すると、
リンク障害を既存のGREキープアライブより迅速に検出できます。GREリンク上の BFDスイッ
チングは、BFDパケットがあるエンドポイントノードから別のリモートエンドポイントノード
に送信されたときに機能します。 GREリンク上の BFDパンティングは、BFDパケットが任意の
エンドポイントで受信されたときに機能します。

総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネリングプロトコルは、さまざまなプロトコルパケッ
トタイプを IPトンネルの内部にカプセル化し、IPインターネットワーク上のリモートポイント
にある 2台のルータ間に仮想ポイントツーポイントリンクを作成します。 GREを使用すると、
自身のコアネットワーク内でMPLSを実行していないサービスプロバイダーが VPNサービスを
提供できるようになります。

GRE上の BFD機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700ではサ
ポートされません。

BFDは、RFC5880に従った、GRE番号付きインターフェイス上の IPv4シングルホップバージョ
ン 1非同期モードを提供します。
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双方向フォワーディング検出 IPv6 マルチホップ
双方向フォワーディング検出（BFD）IPv6マルチホップ機能では、BFDネイバーを物理的または
論理的に複数ホップ離れた場所に配置できる IPv6マルチホップ BFDセッションが可能になりま
す。 BFDネイバーに到達するために、複数のパスを使用できます。 BFDパケットは、対応する
BFDセッションをホストしている可能性のあるラインカードで受信されます。あるラインカード
内の BFDエージェントが、別のラインカード上の出力インターフェイスから BFDパケットを送
信することが必要になる場合があります。

IPv6マルチホップに対する BFDのサポートは、BFD IPv4マルチホップと同様です。 BFD IPv6マ
ルチホップは、ASR 9000イーサネットラインカードおよび ASR 9000拡張イーサネットライン
カードでサポートされます。

BFD IPv6マルチホップ機能は、Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700
ではサポートされません。

BFD IPV6マルチホップでは、BFDネイバーが常に 1ホップ離れていて、ラインカード内の BFD
エージェントが常に同じラインカード上のローカルインターフェイス経由でBFDパケットを受信
または送信する、単一パス IPv6 BFDセッションの制約事項が解消されます。

IPv6マルチホップリンクの BFDスイッチングメカニズムは、BFDパケットがあるエンドポイン
トノードから他のエンドポイントノードに送信されたときに使用されます。 BFDパンティング
メカニズムは、BFDパケットがリモートエンドポイントノードで受信されたときに使用されま
す。

BFD の設定方法

BFD 設定時の注意事項
BFDを設定する前に、次の注意事項を考慮してください。

• BFDを使用した FRR/TE、FRR/IP、および FRR/LDPは、POSインターフェイスおよびイー
サネットインターフェイスでサポートされます。

• Cisco IOS XRソフトウェアで BFDネイバーを確立するには、BFDをダイナミックルーティ
ングプロトコルの下で、またはスタティックルートを使用して設定する必要があります。

• BFDセッションの 1秒当たりのパケット数（pps）での最大レートはラインカードに依存し
ます。 BFDをサポートする複数のラインカードがある場合、システムごとの BFDセッショ
ンの最大レートは、サポートされるラインカードレートにラインカードの数を掛けた値で

す。

◦ラインカード当たりの BFDセッションの最大レートは 9600 ppsです。

•任意の 1枚のカードでサポートされる BFDセッションの最大数は 1440です。

•バンドル内のメンバの最大数は 64です。
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•バンドルの VLANにおける BFDセッションの最大数は 128です。 BFDを OSPFとともに使
用する場合は、次の注意事項を考慮してください。

◦ BFDがネイバーから指定ルータ（DR）またはバックアップ DR（BDR）へのセッショ
ンを確立するのは、ネイバーの状態がフルである場合だけです。

◦ BFDは、DR以外のネイバー間にセッションを確立しません（たとえば、その OSPF状
態がどちらも双方向である場合）。

特定のインターフェイスで BFDをユニキャストリバースパス転送（uRPF）
とともに使用している場合は、echodisableコマンドを使用して、そのインター
フェイスでのエコーモードをディセーブルにする必要があります。そうしな

いと、エコーパケットが拒否されます。詳細については、エコーモードの

ディセーブル化を参照してください。 IPv4インターフェイスでの IPv4 uRPF
チェックをイネーブル/ディセーブルにするには、インターフェイスコンフィ
ギュレーションモードで [no] ipv4 verify unicast source reachable-viaコマンド
を使用します。

注意

ダイナミックルーティングプロトコルの下での、またはスタティッ

クルートを使用した BFD の設定

BGP ネイバーでの BFD のイネーブル化
BFDは、ネイバー単位またはインターフェイス単位でイネーブルにすることができます。このタ
スクでは、隣接ルータでBGPのBFDをイネーブルにする方法について説明します。インターフェ
イスごとに BFDをイネーブルにするには、特定インターフェイスでの OSPFの BFDのイネーブ
ル化にある手順を使用します。

BFD近接ルータの設定は、BGPでのみサポートされます。（注）
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手順の概要

1. configure
2. router bgp autonomous-system-number
3. bfd minimum-interval milliseconds
4. bfd multiplier multiplier
5. neighbor ip-address
6. remote-as autonomous-system-number
7. bfd fast-detect
8. 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コンフィギュレーションモードを開始します。このモー
ドでは、BGPルーティングプロセスの設定を行えます。

router bgp autonomous-system-number

例：

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

ステップ 2   

現在のルータの autonomous-system-numberを取得するには、
EXECモードで show bgpコマンドを使用します。

BFDの最小間隔を設定します。有効値の範囲は 15～ 30000
msです。

bfd minimum-interval milliseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bfd
minimum-interval 6500

ステップ 3   

BFD係数を設定します。bfd multiplier multiplier

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bfd
multiplier 7

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   

この例では、IPアドレス172.168.40.24を BGPピアとして設定
しています。

   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 4.3.x

216 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータでの双方向フォワーディング検出の実装
ダイナミックルーティングプロトコルの下での、またはスタティックルートを使用した BFD の設定



目的コマンドまたはアクション

ネイバーを作成し、そのネイバーをリモート自律システムに

割り当てます。

remote-as autonomous-system-number

例：

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

ステップ 6   

この例では、設定されるリモート自律システムは 2002です。

ローカルネットワーキング装置と、ステップ 5で IPアドレス
をBGPピアとして設定したネイバー間でのBFDをイネーブル
にします。

bfd fast-detect

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
bfd fast-detect

ステップ 7   

ステップ 5の例では、IPアドレス 172.168.40.24がBGPピアと
して設定されています。この例では、ローカルネットワーキ

ング装置とネイバー 172.168.40.24間でのBFDがイネーブルに
なります。

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 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、コンフィギュレーションまたは

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
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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特定インターフェイスでの OSPF の BFD のイネーブル化
次に、Open Shortest Path First（OSPF）でのBDFを特定のインターフェイスで設定する手順につい
て説明します。この方法の手順は、コマンドモードが異なる点を除き、IS-ISおよびMPLS-TEで
の BFDを設定する手順と共通です。

インターフェイス設定ごとのBFDは、OSPF、OSFPv3、IS-IS、およびMPLS-TEのみでサポー
トされます。 OSPFv3インターフェイスでの BFDの設定については、特定インターフェイス
での OSPFv3の BFDのイネーブル化を参照してください。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. bfd minimum-interval milliseconds
4. bfd multiplier multiplier
5. area area-id
6. interface type interface-path-id
7. bfd fast-detect
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. show run router ospf

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   

OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。この
モードでは、OSPFルーティングプロセスの設定を行えま
す。

router ospf process-name

例：

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

ステップ 2   

現在のルータの process-nameを取得するには、EXECモー
ドで show ospfコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（注） • IS-ISまたはMPLS-TEでの BFDを設定する
には、対応するコンフィギュレーションモー

ドを開始します。たとえば、MPLS-TEの場
合は、MPLS-TEコンフィギュレーション
モードを開始します。

BFDの最小間隔を設定します。有効値の範囲は15～30000
msです。

bfd minimum-interval milliseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# bfd
minimum-interval 6500

ステップ 3   

この例では、BFDの最小間隔を6500msに設定しています。

BFD係数を設定します。bfd multiplier multiplier

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# bfd
multiplier 7

ステップ 4   

この例では、BFD係数を 7に設定しています。

Open Shortest Path First（OSPF）領域を設定します。area area-id

例：

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

ステップ 5   

area-idは、OSPF領域の IDに置き換えてください。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し

て、インターフェイス名と rack/slot/module/port表記を指定
します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface gigabitEthernet 0/3/0/1

ステップ 6   

•この例では、モジュラサービスカードスロット 3に
あるギガビットイーサネットインターフェイスを示

しています。

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
bfd fast-detect

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
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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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。

適切なインターフェイスでBFDがイネーブルになっている
ことを確認します。

show run router ospf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
show run router ospf

ステップ 9   

特定インターフェイスでの OSPFv3 の BFD のイネーブル化
次に、OSPFv3での BFDを特定のインターフェイスで設定する手順について説明します。この方
法の手順は、コマンドモードが異なる点を除き、IS-ISおよびMPLS-TEでの BFDを設定する手
順と共通です。

インターフェイス単位での BFDの設定は、OSPF、OSPFv3、IS-IS、MPLS-TEでのみサポート
されます。 OSPFインターフェイスでの BFDの設定については、特定インターフェイスでの
OSPFの BFDのイネーブル化を参照してください。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 process-name
3. bfd minimum-interval milliseconds
4. bfd multiplier multiplier
5. area area-id
6. interface type interface-path-id
7. bfd fast-detect
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. show run router ospfv3

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

OSPFv3コンフィギュレーションモードを開始しま
す。このモードでは、OSPFv3ルーティングプロセス
の設定を行えます。

router ospfv3 process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:routerconfig)# router ospfv3 0

ステップ 2   

現在のルータの process nameを取得するには、EXEC
モードで show ospfv3コマンドを使用します。

（注） • IS-ISまたはMPLS-TEでのBFDを設定
するには、対応するコンフィギュレー

ションモードを開始します。たとえ

ば、MPLS-TEの場合は、MPLS-TEコ
ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

BFDの最小間隔を設定します。有効値の範囲は 15～
30000 msです。

bfd minimum-interval milliseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# bfd
minimum-interval 6500

ステップ 3   

この例では、BFDの最小間隔を 6500msに設定してい
ます。
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目的コマンドまたはアクション

BFD係数を設定します。bfd multiplier multiplier

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# bfd
multiplier 7

ステップ 4   

この例では、BFD係数を 7に設定しています。

OSPFv3領域を設定します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# area 0

ステップ 5   

area-idは、OSPFv3領域の IDに置き換えてください。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、インターフェイス名と rack/slot/module/port
表記を指定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 6   

•この例では、モジュラサービスカードスロット
1にあるギガビットイーサネットインターフェ
イスを示しています。

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するため

に、BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar-if)# bfd
fast-detect

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、コンフィまたは

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、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。

適切なインターフェイスで BFDがイネーブルになっ
ていることを確認します。

show run router ospfv3

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar-if)#show
run router ospfv3

ステップ 9   

スタティックルートでの BFD のイネーブル化
次に、スタティックルートでの BFDをイネーブルにする手順について説明します。

バンドル VLANセッションは、間隔 250 ms、係数 3の場合のみに制限されます。これよりも
強力なパラメータは使用できません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router static
3. address-family ipv4 unicast address nexthop bfd fast-detect [minimum-interval interval] [multiplier

multiplier]
4. vrf vrf-name
5. address-family ipv4 unicast address nexthop bfd fast-detect
6. 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   

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始

します。このモードでは、スタティックルーティングの設定

を行えます。

router static

例：

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

ステップ 2   

指定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスおよ
びフォワーディングネクストホップアドレスで BFD高速検
出をイネーブルにします。

address-family ipv4 unicast address nexthop
bfd fast-detect [minimum-interval interval]
[multiplier multiplier]

例：

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

ステップ 3   

•ネクストホップが確実に同じ hello間隔で割り当てられ
るようにするには、オプションのminimum-intervalキー
ワードおよび引数を含めます。 interval引数は、間隔をaddress-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0

ミリ秒単位で指定する数字に置き換えます。有効値の範

囲は 10～ 10,000です。

2.6.0.1 bfd fast-detect minimum-interval
1000 multiplier 5

•ネクストホップが確実に同じ検出係数で割り当てられる
ようにするには、オプションの multiplierキーワード引
数を含めます。multiplier引数は、検出係数を指定する数
字に置き換えてください。有効値の範囲は1～10です。

バンドル VLANセッションは、間隔 250 ms、係数
3の場合のみに制限されます。これよりも強力なパ
ラメータは使用できません。

（注）

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを指定し
て、そのVRFに対するスタティックルートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# vrf
vrf1

ステップ 4   

指定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスおよ
びフォワーディングネクストホップアドレスで BFD高速検
出をイネーブルにします。

address-family ipv4 unicast address nexthop
bfd fast-detect

例：

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

ステップ 5   

address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0
2.6.0.2

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 6   
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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
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。

バンドルメンバリンクでの BFD の設定

バンドルメンバリンクで BFD を設定するための前提条件
バンドルメンバである物理インターフェイスは、間にスイッチを使用せずにピアルータ間で直接

接続している必要があります。

バンドルの BFD 宛先アドレスの指定
バンドルの BFD宛先アドレスを指定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細
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手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 destination ip-address
4. 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   

指定したバンドル IDのインターフェイスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

interface Bundle-Ether | Bundle-POS]
bundle-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface Bundle-Ether 1

ステップ 2   

接続されたリモートシステムでバンドルインターフェイスに割り

当てられたプライマリ IPv4アドレスを指定します。ここで、
bfd address-family ipv4 destination
ip-address

例：

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

ステップ 3   

ip-addressはドット区切りの 10進数形式（A.B.C.D）の 32ビット
の IPアドレスです。

bfd address-family ipv4 destination
10.20.20.1

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 4   

• 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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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

バンドルメンバの BFD セッションのイネーブル化
バンドルメンバリンクで BFDセッションをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 fast-detect
4. 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   
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目的コマンドまたはアクション

指定したバンドル IDのインターフェイスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

interface Bundle-Ether | Bundle-POS]
bundle-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface Bundle-Ether 1

ステップ 2   

バンドルメンバリンクで IPv4BFDセッションをイネーブルにし
ます。

bfd address-family ipv4 fast-detect

例：

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

ステップ 3   

bfd address-family ipv4 fast-detect

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 4   

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

アクティブバンドルを維持するための最小しきい値の設定

バンドルマネージャは、メンバリンクの状態に基づいて、バンドルが始動できるまたはアップの

まま維持できる、またはダウンしているかどうかを判断するために 2つの設定可能な最小しきい
値を使用します。
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•アクティブリンクの最小数

•使用可能な最小アクティブ帯域幅

メンバの状態が変更されるたびに、バンドルマネージャは、アクティブメンバの数または使用可

能な帯域幅が最小値より小さいかどうかを判断します。その場合は、バンドルが DOWN状態に
なるか、または DOWN状態のままになります。アクティブリンクの数または使用可能な帯域幅
がいずれかの最小しきい値に達すると、バンドルは UP状態に戻ります。

最小バンドルしきい値を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether bundle-id
3. bundle minimum-active bandwidth kbps
4. bundle minimum-active links links
5. 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   

指定したバンドル IDのインターフェイスコンフィギュレーション
モードを開始します。

interface Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface Bundle-Ether 1

ステップ 2   

バンドルを始動またはアップのままにできるようにする前に必要な

最小帯域幅を設定します。範囲は 1から、プラットフォームやバ
ンドルタイプによって異なる数値までです。

bundle minimum-active bandwidth
kbps

例：

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

ステップ 3   

bundle minimum-active bandwidth
580000
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目的コマンドまたはアクション

バンドルを始動またはアップのままにできる前に必要なアクティブ

リンク数を設定します。範囲は 1～ 32です。
bundle minimum-active links links

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
bundle minimum-active links 2

ステップ 4   

（注） •すでにアクティブであるバンドルで BFDが開始さ
れた場合、そのバンドルの BFD状態は、既存のす
べてのアクティブメンバの BFD状態が既知である
ときに宣言されます。

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

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

バンドルの BFD パケット送信間隔と障害検出時間の設定
バンドルメンバリンクでの BFDセッションの BFD非同期パケット間隔および障害検出時間は、
バンドルで bfd address-family ipv4 minimum-intervalおよび bfd address-family ipv4 multiplierイ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンドの組み合わせを使用して設定されます。

BFD制御パケット間隔は、bfd address-family ipv4minimum-intervalコマンドを使用して直接設定
されます。BFDエコーパケット間隔およびすべての障害検出時間は、これらのコマンドの間隔お
よび係数の値を組み合わせて決定されます。詳細については、BFDパケット間隔と障害検出を参
照してください。
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バンドルメンバリンクで BFD非同期モード制御およびエコーパケットの最小送信間隔と障害検
出時間を設定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 minimum-interval milliseconds
4. bfd address-family ipv4 multiplier multiplier
5. 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   

指定したバンドル IDのインターフェイスコンフィギュレー
ションモードを開始します。

interface Bundle-Ether |Bundle-POS] bundle-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
Bundle-Ether 1

ステップ 2   

bfd address-family ipv4 minimum-interval
milliseconds

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bfd
address-family ipv4 minimum-interval 2000

（注） •バンドルメンバリンクで IPv4
BFDセッションの非同期モー
ド制御パケットの最小間隔

（ミリ秒単位）を指定しま

す。範囲は 15～ 30000です。
このコマンドでは 15 msの最
小値を設定できますが、

Cisco ASR 9000シリーズルー
タでサポートされる最小値は

50 msです。
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目的コマンドまたはアクション

バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションの BFD制
御、エコーパケット障害検出時間およびエコーパケットの

bfd address-family ipv4 multiplier multiplier

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bfd
address-family ipv4 multiplier 30

ステップ 4   

送信間隔を決定するために、最小間隔とともに係数として

使用する値を指定します。範囲は 2～ 50です。デフォル
トは 3です。

（注） •このコマンドでは 2の最小値を設定できま
すが、サポートされる最小値は 3です。

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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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。

バンドルのタイマーを使用した BFD 状態変更通知の許容可能な遅延の設定
リンクバンドルメンバのBFDセッションのダウンを宣言する前に、ピアからのBFD SCNの受信
の遅延を許可するために次の 2つの設定可能なタイマーがBFDシステムによってサポートされて
います。

• BFDセッションの開始
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•ネイバーによる BFD設定の削除

これらのタイマーの動作方法やその他のBFD状態変更動作の詳細については、メンバリンクおよ
びバンドルステータスでの BFD状態変更動作の概要を参照してください。

ピアからのBFDSCNの受信の遅延を許可するタイマーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether | Bundle-POS] bundle-id
3. bfd address-family ipv4 timers start seconds
4. bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfig seconds
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   

指定したバンドル IDのインターフェイスコンフィギュレーション
モードを開始します。

interface Bundle-Ether |
Bundle-POS] bundle-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface Bundle-Ether 1

ステップ 2   

セッションのアップを宣言できるように、BFDメンバリンクセッ
ションの開始後、BFDピアからの予測される通知が受信されるのを

bfd address-family ipv4 timers start
seconds

例：

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

ステップ 3   

待つ秒数を指定します。その期間の後に SCNが受信されない場合
は、BFDセッションのダウンが宣言されます。範囲は 60～ 3600で
す。（Cisco IOS XR Release 4.0および 4.0.1では、使用可能な最小値
は 30ですが、これはお勧めできません）。

BFDピア間の設定の不一致を解決できるように、BFD設定が BFD
ネイバーによって削除されたことの通知の受信後に待機する秒数を

bfd address-family ipv4 timers
nbr-unconfig seconds

例：

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

ステップ 4   

指定します。指定されたタイマーに達する前にBFD設定の問題が解
決されない場合、BFDセッションのダウンが宣言されます。範囲は
30～ 3600です。
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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

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、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。

BFD ピアへの転送パスをテストするためのエコーモードのイネーブル
化

BFDエコーモードは、次のインターフェイスではデフォルトでイネーブルです。

• BFDバンドルインターフェイスのメンバリンク上の IPv4の場合。

•最小間隔が 2秒未満である他の物理インターフェイス上の IPv4の場合。

bfdminimum-intervalコマンドを使用して物理インターフェイスで 2秒より長
いBFD最小間隔を設定した場合、エコーモードをサポートしてイネーブルに
するには、この間隔を 2秒未満に変更する必要があります。これは、エコー
モードを常にサポートするバンドルメンバリンクには適用されません。

（注）
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デフォルトのエコーパケット送信元アドレスの上書き

エコーパケット送信元アドレスを指定しないと、BFDはエコーパケットのデフォルト送信元アド
レスとして出力インターフェイスの IPアドレスを使用します。

3.9.0よりも前の Cisco IOS XRリリースでは、エコーパケット送信元アドレスのデフォルト IPア
ドレスをルータ IDとして指定されアドレスに変更するために、router-idコマンドを使用してロー
カルルータ IDを設定することを推奨します。

Cisco IOS XR Release 3.9.0以降では、BFDで echo ipv4 sourceコマンドを使用するか、インター
フェイス BFDコンフィギュレーションモードを使用して、エコーパケット送信元アドレスとし
て使用する IPアドレスを指定できます。

ルータ全体で、または特定のインターフェイスについて、BFDのエコーパケットのデフォルト IP
送信元アドレスを上書きできます。

BFD に対するグローバルでのエコーパケット送信元アドレスの指定
ルータの BFDに対してグローバルにエコーパケット送信元 IPアドレスを指定するには、次の手
順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo ipv4 source ip-address
4. 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

BFDエコーパケットで送信元アドレスとして使用される IPv4アド
レスを指定します。ここで、ip-addressはドット区切りの 10進数
形式（A.B.C.D）の 32ビットの IPアドレスです。

echo ipv4 source ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
echo ipv4 source 10.10.10.1

ステップ 3   

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 4   

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

個々のインターフェイスまたはバンドルのエコーパケット送信元アドレスの指定

個々の BFDインターフェイスまたはバンドルのエコーパケット送信元 IPアドレスを指定するに
は、次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. bfd
3. interface type interface-path-id
4. echo ipv4 source ip-address
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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

特定のインターフェイスまたはバンドルの BFDインターフェイス
コンフィギュレーションモードを開始します。BFDインターフェ

interface type interface-path-id

例：

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

ステップ 3   

イスコンフィギュレーションモードでは、個別のインターフェイ

スまたはバンドルで IPv4アドレスを指定できます。
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

BFDエコーパケットで送信元アドレスとして使用される IPv4アド
レスを指定します。ここで、ip-addressはドット区切りの 10進数
形式（A.B.C.D）の 32ビットの IPアドレスです。

echo ipv4 source ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
echo ipv4 source 10.10.10.1

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
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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

エコー遅延検出に基づいた BFD セッションティアダウンの設定
Cisco IOS XR 4.0.1以降では、設定されたエコー遅延許容値を超えた BFDセッションを停止する
ように非バンドルインターフェイスの BFDセッションを設定できます。

エコー遅延検出を使用して BFDセッションティアダウンを設定するには、次の手順を実行しま
す。

エコー遅延検出をイネーブルにする前に、BFD設定でエコーモードがサポートされていることを
確認してください。

エコー遅延検出はバンドルインターフェイスではサポートされません。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo latency detect [percentage percent-value [count packet-count]
4. 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

BFDセッション中のエコーパケットの遅延検出をイネーブルにし
ます。ここで、各値は次のとおりです。

echo latency detect [percentage
percent-value [count packet-count]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
echo latency detect

ステップ 3   

• percentage percent-value：不正遅延として検出するエコー障害
検出時間のパーセンテージを指定します。範囲は 100～ 250
です。デフォルトは 100です。

• count packet-count：BFDセッションをダウンさせる、不正遅延
で受信される連続したパケットの数を指定します。範囲は 1
～ 10です。デフォルトは 1です。

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 4   

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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

エコーパスと遅延の検証までの BFD セッション開始の遅延
Cisco IOS XR Release 4.0.1以降、非バンドルインターフェイスの BFDセッションを開始する前
に、エコーパケットパスが動作していて設定された遅延しきい値内であることを検証できます。

エコー起動検証は、バンドルインターフェイスではサポートされません。（注）

BFDのエコー起動検証を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

エコー起動検証をイネーブルにする前に、BFD設定でエコーモードがサポートされていることを
確認してください。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo startup validate [force]
4. 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/0/0RP0RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：
RP/0/0RP0RSP0/CPU0:router(config)# bfd

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

BFDセッションを開始する前に、エコーパケットパスの検証をイ
ネーブルにします。その場合、BFDセッションの状態変更を可能

echo startup validate [force]

例：
RP/0/0RP0RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
echo startup validate

ステッ

プ 3   
にする前に設定済みの遅延内に送信が成功するかどうかを確認す

るために、リンク上でエコーパケットが定期的に送信されます。

forceキーワードが設定されていない場合、ローカルシステムは、
次の条件が満たされた場合にエコー起動検証を実行します。

•ローカルルータは、エコーを実行できます（このセッション
では、エコーがイネーブルになっています）。

•リモートルータは、エコーを実行できます（リモートシス
テムから受信された制御パケットには、ゼロ以外の「Required
Min Echo RX Interval」値が含まれています）。

forceキーワードが設定されている場合、ローカルシステムは、次
の条件を満たす場合にエコー起動検証を実行します。

•ローカルルータは、エコーを実行できます（このセッション
では、エコーがイネーブルになっています）。

•リモートルータのエコー機能は考慮されません（リモート
システムから受信された制御パケットには、ゼロまたはゼロ

以外の「Required Min Echo RX Interval」値が含まれていま
す）。

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 4   •• 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。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

エコーモードのディセーブル化

BFDは、特定の環境ではエコーモードでの非同期動作をサポートしません。 BFDを次のアプリ
ケーションまたは条件で使用する場合、エコーモードをディセーブルにする必要があります。

• uRPFでの BFD (IPv4)

• BFDバンドルインターフェイスに複数のラックにまたがるメンバリンクがある場合の、ラッ
クリロードおよび活性挿抜（OIR）をサポートするため。

最小間隔が 2秒より長い場合、BFDエコーモードは、物理インターフェイス
のBFDに対して自動的にディセーブルになります。最小間隔は、BFDバンド
ルメンバリンクのエコーモードには影響を与えません。 BFDエコーモード
はまた、バンドル VLANおよび IPv6の BFDに対しても自動的にディセーブ
ルになります（グローバルおよびリンクローカルアドレッシング）。

（注）

ルータ全体で、または特定のインターフェイスについて、BFDのエコーモードをディセーブルに
することができます。

ルータでのエコーモードのディセーブル化

ルータでエコーモードをグローバルにディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. echo disable
4. 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

ルータでエコーモードをディセーブルにします。echo disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
echo disable

ステップ 3   

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 4   

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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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個別のインターフェイスまたはバンドルでのエコーモードのディセーブル化

次に、インターフェイスまたはバンドルでエコーモードをディセーブルにする手順について説明

します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. interface type interface-path-id
4. echo disable
5. 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

特定のインターフェイスまたはバンドルに対してBFDインター
フェイスコンフィギュレーションモードを開始します。 BFD

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモードでは、個別の

インターフェイスまたはバンドルでエコーモードをディセーブ

ルにすることができます。

指定された個別のインターフェイスまたはバンドルでエコー

モードをディセーブルにします。

echo disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#
echo disable

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   
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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ンセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
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。

BFD ダンプニングを使用した BFD セッションフラッピングの最小化
BFDセッションフラッピングを制御するために BFDダンプニングを設定するには、次の手順を
実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. dampening [bundle-member] {initial-wait |maximum-wait | secondary-wait} milliseconds
4. 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

フラッピングを制御するための BFDセッション開始の遅
延（ミリ秒単位）を指定します。

dampening [bundle-member] {initial-wait |
maximum-wait | secondary-wait} milliseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# dampening
initial-wait 30000

ステップ 3   

maximum-waitの値は、initial-waitの値より大きくする必
要があります。

ダンプニング値は、バンドルメンバインターフェイスお

よび非バンドルインターフェイスに対して定義できます。

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 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)# 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)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
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

IPv6 チェックサムサポートのイネーブル化およびディセーブル化
デフォルトでは、UDPパケットの IPv6チェックサム計算はルータの BFDに対してイネーブルに
なっています。

ルータ全体で、または特定のインターフェイスについて、BFDの IPv6チェックサムサポートを
ディセーブルにすることができます。ここでは、次のことについて説明します。

コマンドラインインターフェイス（CLI）は、BFD設定と BFDインターフェイスコンフィ
ギュレーションでは若干異なります。 BFD設定の場合、disableキーワードはオプションでは
ありません。そのため、そのモードで BFD設定をイネーブルにするには、コマンドの no形
式を使用する必要があります。

（注）

ルータでの BFD の IPv6 チェックサム計算のイネーブル化およびディセーブル化
ルータで IPv6チェックサム計算をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにするには、次の
手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. ipv6 checksum [disable]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. endまたは 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

インターフェイスでの IPv6チェックサムサポートをイネーブル
にします。ディセーブルにするには、disableキーワードを使用
します。

ipv6 checksum [disable]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#
ipv6 checksum disable

ステップ 3   

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 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)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

設定変更を保存します。endまたは commitステップ 5   
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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-bfd)# 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]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
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
設定変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了し、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。

個々のインターフェイスまたはバンドルの BFD の IPv6 チェックサム計算のイネーブ
ル化とディセーブル化

次に、インターフェイスまたはバンドルで IPv6チェックサム計算をイネーブルまたはディセーブ
ルにする手順について説明します。

手順の詳細

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. interface type interface-path-id
4. ipv6 checksum [disable]
5. 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   

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd

例：

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

ステップ 2   

特定のインターフェイスまたはバンドルの BFDインターフェ
イスコンフィギュレーションモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 3   

インターフェイスでの IPv6チェックサムサポートをイネーブ
ルにします。ディセーブルにするには、disableキーワードを
使用します。

ipv6 checksum [disable]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#
ipv6 checksum

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

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または

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
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。

BFD カウンタのクリアおよびディセーブル化
次に、BFDパケットカウンタの表示およびクリアの手順について説明します。特定ノードまたは
特定インターフェイスでホストされているBFDセッションのパケットカウンタをクリアすること
ができます。

手順の概要

1. show bfd counters[ ipv4 | all] packet interface type interface-path-id] location node-id
2. clear bfd counters [ ipv4 | ipv6 |all] packet [interface type interface-path-id] location node-id
3. show bfd counters [ [ipv4 | ipv6 | all] packet [interface type interface-path-id] location node-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IPv4パケット、IPv6パケット、またはすべて
のパケットの BFDカウンタを表示します。

show bfd counters[ ipv4 | all] packet interface type
interface-path-id] location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#show bfd counters all packet
location 0/3/cpu0

ステップ 1   

IPv4パケット、IPv6パケット、またはすべて
のパケットの BFDカウンタをクリアします。

clear bfd counters [ ipv4 | ipv6 |all] packet [interface type
interface-path-id] location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bfd counters all packet
location 0/3/cpu0

ステップ 2   

IPv4パケット、IPv6パケット、またはすべて
のパケットの BFDカウンタがクリアされてい
ることを確認します。

show bfd counters [ [ipv4 | ipv6 | all] packet [interface type
interface-path-id] location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd counters all packet
location 0/3/cpu0

ステップ 3   
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バンドル上の BFD（BoB）と論理バンドル上の BFD（BLB）の間の共存
設定

BoBと BLBの間の共存メカニズムを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• bundle coexistence bob-blb inherit

• bundle coexistence bob-blb logical

4. 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   

双方向フォワーディング検出（BFD）を設定し、グロー
バル BFDコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

bfd

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd

ステッ

プ 2   

BoBと BLBの間の共存メカニズムを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 3   •• inherit：「継承された」共存モードを設定するに
は、inheritキーワードを使用します。

bundle coexistence bob-blb inherit

• bundle coexistence bob-blb logical
• logical：「論理的な」共存モードを設定するには、
logicalキーワードを使用します。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:PE51_ASR-9010(config-bfd)#bundle
coexistence bob-blb inherit
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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:PE51_ASR-9010(config-bfd)#bundle
coexistence bob-blb logical

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 4   •• 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(admin-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、コンフィギュまたは

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、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。

BFD IPv6 マルチホップの設定

eBGP ネイバーの BFD IPv6 マルチホップの設定
eBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定するには、次のタスクを実行します。
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手順の概要

1. configure
2. bfd multipath include location node-id
3. router bgp as-number
4. neighbor ip-address ebgp-multihop ttl-value
5. neighbor ip-address bfd fast-detect
6. 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   

BFDマルチホップセッションをホストするための指定さ
れたラインカードを含めます。

bfd multipath include location node-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd multipath
include location 0/7/CPU0

ステップ 2   

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
65001

ステップ 3   

外部BGP（eBGP）ネイバーとのマルチホップピアリング
をイネーブルにします。

neighbor ip-address ebgp-multihop ttl-value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#neighbor
21:1:1:1:1:1:1:2 ebgp-multihop 255

ステップ 4   

eBGPネイバーの IPアドレスを指定し、BFDの迅速な検
出をイネーブルにします。

neighbor ip-address bfd fast-detect

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#neighbor
21:1:1:1:1:1:1:2 bfd fast-detect

ステップ 5   

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 6   
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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、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
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。

iBGP ネイバーの BFD IPv6 マルチホップの設定
iBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. bfd multipath include location node-id
3. router bgp as-number
4. neighbor ip-address bfd fast-detect
5. 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   

BFDマルチホップセッションをホストするための指定さ
れたラインカードを含めます。

bfd multipath include location node-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd multipath
include location 0/7/CPU0

ステップ 2   

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
65001

ステップ 3   

iBGPネイバーの IPアドレスを指定し、BFDの迅速な検出
をイネーブルにします。

neighbor ip-address bfd fast-detect

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#neighbor
21:1:1:1:1:1:1:2

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

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、コンフィギュレーまたは

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
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。

BFD を設定するための設定例

BGP 上の BFD：例
次に、自律システム 65000とネイバー 192.168.70.24間での BFDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router bgp 65000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#bfd multiplier 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#bfd minimum-interval 20
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#neighbor 192.168.70.24
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#remote-as 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#bfd fast-detect
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#end
RP/0/RSP0/CPU0:router#show run router bgp

OSPF 上の BFD：例
次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで OSPFでの BFDを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 ospf 0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#area 0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#interface gigabitEthernet 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#bfd fast-detect
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#end

RP/0/RSP0/CPU0:router#show run router ospf

router ospf 0
area 0
interface GigabitEthernet0/3/0/1
bfd fast-detect

次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで OSPFv3での BFDを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 ospfv3 0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#bfd minimum-interval 6500
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#bfd multiplier 7
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar)#area 0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar)#interface gigabitethernet 0/1/5/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar-if)#bfd fast-detect
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar-if)#commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3-ar-if)#end

RP/0/RSP0/CPU0:router#show run router ospfv3
router ospfv3
area 0
interface GigabitEthernet0/1/5/0
bfd fast-detect

スタティックルート上の BFD：例
次に、IPv4スタティックルートでの BFDをイネーブルにする例を示します。この例では、BFD
セッションは、ネクストホップ 10.3.3.3が到達可能になると、このネクストホップで確立されま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#10.2.2.0/24 10.3.3.3 bfd fast-detect
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#end

次に、IPv6スタティックルートでの BFDをイネーブルにする例を示します。この例では、BFD
セッションは、ネクストホップ 2001:0DB8:D987:398:AE3:B39:333:783が到達可能になると、この
ネクストホップで確立されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#2001:0DB8:C18:2:1::F/64
2001:0DB8:D987:398:AE3:B39:333:783 bfd fast-detect minimum-interval 150 multiplier 4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#end

RP/0/RSP0/CPU0:router#show run router static address-family ipv6 unicast

バンドル VLAN での BFD：例
次に、バンドル VLANで BFDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface Bundle-ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bundle maximum-active links 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface TenGigE 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bundle id 1 mode active
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bundle id 1 mode active
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#address-family ipv4 unicast
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#10.2.1.0/24 172.16.1.2 bfd fast-detect
minimum-interval 250
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#10.2.2.0/24 172.16.2.2 bfd fast-detect
minimum-interval 250
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#10.2.3.0/24 172.16.3.2 bfd fast-detect
minimum-interval 250
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#exit
!
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface Bundle-Ether1.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#ipv4 address 172.16.2.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#dot1q vlan 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#exit
!
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface Bundle-Ether1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#ipv4 address 172.16.1.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#dot1q vlan 1

バンドルメンバリンクでの BFD：例
次に、イーサネットバンドルインターフェイスのメンバリンクでBFDを設定する例を示します。

bfd
interface Bundle-Ether4
echo disable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.3
echo disable
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 bundle id 1 mode active
interface GigabitEthernet0/0/0/4 bundle id 2 mode active
interface GigabitEthernet0/1/0/2 bundle id 3 mode active
interface GigabitEthernet0/1/0/3 bundle id 4 mode active
interface Bundle-Ether1
ipv4 address 192.168.1.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface Bundle-Ether1.1
ipv4 address 192.168.100.1/30
dot1q vlan 1001
!
interface Bundle-Ether2
bfd address-family ipv4 destination 192.168.2.2
bfd address-family ipv4 fast-detect
bfd address-family ipv4 min 83
bfd address-family ipv4 mul 3
ipv4 address 192.168.2.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface Bundle-Ether3
bfd address-family ipv4 destination 192.168.3.2
bfd address-family ipv4 fast-detect
bfd address-family ipv4 min 83
bfd address-family ipv4 mul 3
ipv4 address 192.168.3.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface Bundle-Ether4
bfd address-family ipv4 destination 192.168.4.2
bfd address-family ipv4 fast-detect
bfd address-family ipv4 min 83
bfd address-family ipv4 mul 3
ipv4 address 192.168.4.1/30
bundle minimum-active links 1
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2
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ipv4 address 192.168.10.1/30
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2.1
ipv4 address 192.168.11.1/30
ipv6 address beef:cafe::1/64
dot1q vlan 2001
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2.2
ipv4 address 192.168.12.1/30
dot1q vlan 2002
!
interface GigabitEthernet 0/0/0/2.3
ipv4 address 192.168.13.1/30
dot1q vlan 2003
!
router static
address-family ipv4 unicast
10.10.11.2/32 192.168.11.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
10.10.12.2/32 192.168.12.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
10.10.13.2/32 192.168.13.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
10.10.100.2/32 192.168.100.2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3

!
address-family ipv6 unicast
babe:cace::2/128 beef:cafe::2 bfd fast-detect minimum-interval 250 multiplier 3
!

エコーパケット送信元アドレス：例

次に、ルータ上のすべての BFDセッションの BFDエコーパケットの送信元アドレスとして IPア
ドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#echo ipv4 source 10.10.10.1

次に、個々のギガビットイーサネットインターフェイス上の BFDエコーパケットの送信元アド
レスとして IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#echo ipv4 source 10.10.10.1

次に、個々の Packet-over-SONET（POS）インターフェイスの BFDエコーパケットの送信元アド
レスとして、IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#interface pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#echo ipv4 source 10.10.10.1

エコー遅延検出：例

次の例では、BFD最小間隔は 50 ms、また BFDセッションの係数は 3とします。
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次に、1のパケットカウントに対するエコー障害期間（I x M）の 100%のデフォルト値を使用し
てエコー遅延検出をイネーブルにする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 150
msを超える 1つのエコーパケットが検出されると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#echo latency detect

次に、1のパケットカウントに対するエコー障害期間の 200%（2倍）に基づいてエコー遅延検出
をイネーブルにする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 300msを超える 1つの
パケットを検出すると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#echo latency detect percentage 200

次に、3のパケットカウントに対するエコー障害期間の100%に基づいてエコー遅延検出をイネー
ブルにする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 150msを超える 3つの連続した
エコーパケットが検出されると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#echo latency detect percentage 100 count 3

エコー起動検証：例

次に、最後に受信された制御パケットにゼロ以外の「Required Min Echo RX Interval」値が含まれ
ている場合に、非バンドルインターフェイスのBFDセッションのエコー起動検証をイネーブルに
する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#echo startup validate

次に、最後の制御パケット内の「Required Min Echo RX Interval」値には関係なく、非バンドルイ
ンターフェイスの BFDセッションのエコー起動検証を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)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#echo startup validate force

BFD エコーモードのディセーブル化：例
次に、ルータでエコーモード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)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:routerr(config-bfd)#echo disable
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次に、インターフェイスでエコーモード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)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#echo disable

BFD ダンプニング：例
次に、BFDバンドルメンバの BFDセッション開始の初期および最大遅延を設定する例を示しま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#dampening bundle-member initial-wait 8000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#dampening bundle-member maximum-wait 15000

次に、非バンドルインターフェイスのBFDに対するデフォルトの initial-waitを変更する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#dampening initial-wait 30000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#dampening maximum-wait 35000

BFD IPv6 チェックサム：例
次に、ルータのすべての BFDセッションの UDPパケットの IPv6チェックサム計算をディセーブ
ルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#ipv6 checksum disable

次に、ルータのすべての BFDセッションの UDPパケットの IPv6チェックサム計算を再びイネー
ブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#no ipv6 checksum disable

次に、個々のインターフェイスのBFDセッションのエコーモードを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)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#ipv6 checksum

次に、個々のインターフェイスのBFDセッションのエコーモードを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)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#ipv6 checksum disable
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Cisco IOS および Cisco IOS XR ソフトウェアを実行しているルータの
BFD ピア：例

次に、Cisco IOSソフトウェアを実行しているルータ 1のルータインターフェイスで BFDを設定
し、bfd neighborコマンドを使用してインターフェイスの IPアドレス 192.0.2.1をルータ 2の BFD
ピアとして指定する例を示します。ルータ 2は、Cisco IOS XRソフトウェアを実行していて、
router staticコマンドおよび address-family ipv4 unicastコマンドを使用して、IPアドレス 192.0.2.2
でルータ 1のインターフェイスに戻るパスを指定します。

ルータ 1（Cisco IOS ソフトウェア）

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface GigabitEthernet8/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#description to-TestBed1 G0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#ip address 192.0.2.2 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bfd neighbor 192.0.2.1

ルータ 2（Cisco IOS XR ソフトウェア）

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#10.10.10.10/32 192.0.2.2 bfd fast-detect
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#ipv4 address 192.0.2.1 255.255.255.0

BFD IPv6 マルチホップの設定：例

eBGP ネイバーの BFD IPv6 マルチホップの設定：例

次に、eBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定する例を示します。

bfd
multipath include location 0//CPU0
!
router bgp 65001
neighbor 21:1:1:1:1:1:1:2
bfd fast-detect
ebgp-multiphop 255

iBGP ネイバーの BFD IPv6 マルチホップの設定：例

次に、iBGPネイバーの BFD IPv6マルチホップを設定する例を示します。

bfd
multipath include location 0/7/CPU0
!
router bgp 65001
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neighbor 21:1:1:1:1:1:1:2
bfd fast-detect

次の作業
BFDは、複数のプラットフォームでサポートされます。これらのコマンドの詳細については、プ
ラットフォームに対応する『Cisco IOS XRRouting Command Reference』および『Cisco IOS XRMPLS
Command Reference』の関連の章を次で参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5845/prod_command_reference_list.html

•『BGP Commands on Cisco IOS XR Software』

•『IS-IS Commands on Cisco IOS XR Software』

•『OSPF Commands on Cisco IOS XR Software』

•『Static Routing Commands on Cisco IOS XR Software』

•『MPLS Traffic Engineering Commands on Cisco IOS XR Software』

その他の関連資料
ここでは、Cisco IOS XRソフトウェアの BFDの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

参照先関連項目

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

BFDコマンド：コマンド構文の詳細、コ
マンドモード、コマンド履歴、デフォル

ト、使用上のガイドライン、例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Modular Quality of Service Configuration Guide』

QoSパケット分類の設定
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標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準また

は変更された標準はありません。また、既

存の標準のサポートは変更されていませ

ん。

RFC

タイトルRFC

『Bidirectional Forwarding Detection』、2010年 6月rfc5880_bfd_base

『BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop)』、2010年 6月rfc5881_bfd_ipv4_ipv6

『BFD for Multihop Paths』、2010年 6月rfc5883_bfd_multihop

MIB

MIB リンクMIB

Cisco IOSXRソフトウェアを使用してMIBを検索お
よびダウンロードするには、http://cisco.com/public/
sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtmlにある Cisco MIB
Locatorを使用し、[Cisco Access Products]メニューか
らプラットフォームを選択します。

—
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイト
では、製品、テクノロジー、ソリューショ

ン、技術的なヒント、およびツールへのリ

ンクなどの、数千ページに及ぶ技術情報が

検索可能です。 Cisco.comに登録済みの
ユーザは、このページから詳細情報にアク

セスできます。
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第 4 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの EIGRP の
実装

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は、シスコによって開発された IGRPの拡張
バージョンです。このモジュールでは、Cisco IOS XRソフトウェアを使用して基本 EIGRP設定
を実装するために理解する必要がある概念と作業について説明します。 EIGRPはディスタンス
ベクトルルーティングテクノロジーを採用しているため、ルータはネットワーク全体でのルー

タとリンクのすべての関係を認識する必要がありません。各ルータは対応する距離の宛先をア

ドバタイズし、ルート受信時に距離を調整し、ネイバールートへ情報を伝搬します。

次の機能に関連する EIGRPの設定については、このモジュールの関連資料, （309ページ）を参
照してください。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3バーチャルプライベートネット
ワーク（VPN）

• Site of Origin（SoO）のサポート

Cisco IOS XRソフトウェアの EIGRPの詳細とこのモジュールに示す EIGRPコマンドの詳細な
説明については、このモジュールの関連資料, （309ページ）を参照してください。設定作業
の実行時に使用する可能性があるその他のコマンドに関するドキュメントを見つけるには、オ

ンラインのCisco IOS XRソフトウェアマスターコマンド索引を検索してください。

（注）

Cisco ASR 9000シリーズルータソフトウェアでの EIGRP実装機能の履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

変更なし。リリース 3.9.0

ワイドメトリックサポート機能が追加されました。リリース 4.3.0
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• EIGRPの実装の前提条件, 268 ページ

• EIGRPの実装での制約事項 , 268 ページ

• EIGRPの実装に関する情報, 268 ページ

• EIGRPの実装方法 , 281 ページ

• EIGRPの実装の設定例 , 307 ページ

• その他の関連資料, 309 ページ

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

EIGRP の実装での制約事項
Cisco IOSXRソフトウェアのこのバージョンでEIGRPを実行する場合には、次の制約事項があり
ます。

• EIGRPのインスタンスは 1つだけサポートされます。

•双方向転送検出（BFD）機能および簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）MIBはサポー
トされていません。

•ネットワークコマンドがないため、インターフェイスのスタティックルートは EIGRPに自
動的に再配布されません。

•接続ルートおよびスタティックルートの再配布には、メトリック設定が必要です
（default-metricコマンドまたはルートポリシーを使用）。

•自動要約はデフォルトではディセーブルになっています。

•スタブリークマップはサポートされていません。

EIGRP の実装に関する情報
EIGRPを実装するには、次の概念を理解する必要があります。
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EIGRP 機能の概要
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は、さまざまなトポロジとメディアに適した
内部ゲートウェイプロトコルです。 EIGRPは拡張性が高く、最小限のネットワークトラフィッ
クで非常に短いコンバージェンス時間を実現します。

通常の動作では EIGRPのネットワークリソース使用率は非常に低くなります。安定したネット
ワークではhelloパケットだけが送信されます。トポロジの変更が生じた場合、ルーティングテー
ブル全体ではなくルーティングテーブルの変更だけが伝搬されます。この伝搬により、ネット

ワーク上でのルーティングプロトコル自体による負荷が減ります。 EIGRPは、ネットワークト
ポロジ変更においても短いコンバージェンス時間を実現します。

EIGRPにおける距離情報は、使用可能な帯域幅、遅延、負荷率、リンク信頼性の総合情報として
表され、またコンバージェンスプロパティと運用効率が向上します。リンク特性を細かく調整す

ることで最適なパスが実現します。

EIGRPに採用されているコンバージェンステクノロジーは、SRI Internationalで行われた調査に基
づき、Diffusing Update Algorithm（DUAL）と呼ばれるアルゴリズムを採用しています。このアル
ゴリズムは、ルート計算中のどの時点でもループが発生しないようにし、トポロジ変更に関与す

るすべてのデバイスを同時に同期できるようにします。トポロジ変更の影響を受けないルータ

は、再計算に含まれません。DUALを使用した場合のコンバージェンス時間は、既存の他のルー
ティングプロトコルのコンバージェンス時間に匹敵します。

EIGRP の機能
EIGRPは、次の機能を提供します。

•高速コンバージェンス：DUALアルゴリズムにより、現在利用可能なルーティングプロトコ
ルと同様にルーティング情報を迅速にコンバージできます。

•部分アップデート：宛先の状態が変化した場合、EIGRPは、ルーティングテーブルの内容全
体を送信するのではなく、差分アップデートを送信します。この機能により、EIGRPパケッ
トに必要な帯域幅が最小限に抑えられます。

•ネイバー探索メカニズム：隣接ルータの学習に使用される簡単な helloメカニズムです。こ
れはプロトコルに依存しません。

•可変長サブネットマスク（VLSM）

•任意のルート集約

•スケーリング：EIGRPは大規模なネットワークに合わせて拡張します。

Cisco IOS XR実装でサポートされている主な機能を次に示します。

• Site of Origin（SoO）およびボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）コストコミュニティ
サポートによるプロバイダーエッジ（PE）-カスタマーエッジ（CE）プロトコルのサポー
ト。
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• MPLSに対する PECEプロトコルサポート。

EIGRP コンポーネント
EIGRPには、次の 4つの基本コンポーネントがあります。

•ネイバー探索またはネイバー回復

• Reliable Transport Protocol

• DUAL有限状態マシン

•プロトコル依存モジュール

ネイバー探索およびネイバーの回復：直接接続されたネットワーク上の他のルータに関する情報

を動的に取得するために、ルータで使用されるプロセスです。また、ネイバーが到達不能または

動作不能になっていることを検出するためにも使用されます。ネイバー探索およびネイバーの回

復は、サイズの小さなhelloパケットを定期的に送信することにより、わずかなオーバーヘッドで
行われます。 helloパケットを受信しているかぎり、Cisco IOS XRソフトウェアはネイバーがダ
ウンせずに機能しているものと判定します。ネイバーが正常に動作していることが確認される

と、隣接ルータとの間でルーティング情報を交換できます。

Reliable Transport Protocol：EIGRPパケットをすべてのネイバーに確実に、順序どおりに配信しま
す。マルチキャストパケットとユニキャストパケットが混在した伝送もサポートされます。

EIGRPパケットには、確実に送信する必要があるものと、その必要がないものがあります。効率
化のため、信頼性は必要時にのみ提供されます。たとえば、マルチキャスト機能を備えているマ

ルチアクセスネットワーク（イーサネットなど）では、すべてのネイバーに対して個別に hello
パケットを高信頼性で送信する必要はありません。そのため、EIGRPは、1つのマルチキャスト
helloを送信し、パケットに確認応答が必要ないという通知をそのパケットに含めます。その他の
タイプのパケット（アップデートなど）には、確認応答が必要であり、そのことをパケットで示

します。信頼性の高い転送では、確認応答のないパケットの保留中にすばやくマルチキャストパ

ケットを送信できます。これにより、さまざまな速度のリンクが存在する場合でも短いコンバー

ジェンス時間を維持できます。

DUAL有限状態マシンには、すべてのルート計算の決定プロセスが組み込まれており、すべての
ネイバーによってアドバタイズされたすべてのルートが追跡されます。DUALは距離情報（メト
リックともいう）を使用して、効率的な、ループのないパスを選択し、DUALは到達可能条件の
計算に基づいてルーティングテーブルに挿入するルートを選択します。後継ルータは、宛先への

最小コストパス（ルーティングループに関連しないことが保証されている）を持つ、パケット転

送に使用される隣接ルータです。フィジブルサクセサはないが、宛先をアドバタイジングするネ

イバーがある場合、再計算が行われ、この結果、新しい後継ルータが決定されます。ルートの再

計算に必要な時間は、コンバージェンス時間に影響します。再計算は、プロセッサに高い負荷を

与えます。したがって、不要な再計算を行わないことを推奨します。トポロジが変更されると、

DUALはフィジブルサクセサの有無を調べます。適切なフィジブルサクセサが存在する場合は、
それらを探して使用し、不要な再計算を回避します。

プロトコル依存モジュールは、ネットワーク層プロトコル固有のタスクを実行します。たとえば

EIGRPモジュールでは、IPで暗号化されているEIGRPパケットの送信と受信を行います。また、
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EIGRPパケットを解析したり、DUALに受信した新しい情報を通知したりします。EIGRPはDUAL
にルーティング決定を行うように要求しますが、結果は IPルーティングテーブルに格納されま
す。 EIGRPは、他の IPルーティングプロトコルによって取得したルートの再配信も行います。

EIGRP 設定のグループ化
Cisco IOS XRソフトウェアは、ルータ EIGRPコンフィギュレーションモードですべての EIGRP
設定（EIGRPに関連するインターフェイス設定も含む）をグループ化します。EIGRP設定全体を
表示するには、show running-config router eigrpコマンドを使用します。このコマンドの出力に
は、設定されているEIGRPインスタンスの実行設定（インターフェイス割り当てとインターフェ
イス属性を含む）が表示されます。

EIGRP コンフィギュレーションモード
ここでは各コンフィギュレーションモードの開始方法について説明します。各モードから、?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 eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#

VRF コンフィギュレーションモード

次に、VRFコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configuration
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# vrf customer1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf)#

IPv4 アドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、IPv4アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configuration
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#

IPv4 VRF アドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、IPv4 VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configuration
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router eigrp 100
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# vrf customer1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#

インターフェイスコンフィギュレーションモード

次に、IPv4アドレスファミリコンフィギュレーションモードでインターフェイスコンフィギュ
レーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configuration
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)# interface GigabitEthernet 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)#

EIGRP インターフェイス
EIGRPインターフェイスは次のいずれかのタイプとして設定できます。

•アクティブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズし、隣接関係を形成します。これは
デフォルトのインターフェイスタイプです。

•パッシブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズしますが、隣接関係は形成しません。
インターフェイスをパッシブに設定するには、passiveコマンドを使用します。パッシブイ
ンターフェイスはむやみに使用せず、EIGRPドメインに挿入する必要がある重要なプレフィッ
クス（ループバックアドレスなど）に対して使用してください。アドバタイズする必要が

ある接続プレフィックスが多数ある場合は、代わりに適切なポリシーを使用した接続ルート

の再配布を使用してください。

EIGRP プロセスへの再配布
他のプロトコルからのルートを EIGRPに再配布できます。ルートポリシーは、redistributeコマ
ンドで設定できます。メトリックが必要です。default-metricコマンド、またはルートを EIGRP
にインポートする redistributeコマンドで設定されたルートポリシーで設定します。

ルートポリシーでは、宛先、発信元プロトコル、ルートタイプ、ルートタグなどの属性に基づ

いてルートをフィルタリングできます。VRFで再配布が設定されている場合は、ルーティング情
報ベース（RIB）内のルートに接続されている拡張コミュニティがEIGRPによって取得されます。
MPSL VPNのバックドアリンクが存在する場合は、ルーティングループを除外するために SoO
が使用されます。

EIGRP ルーティングのメトリックの重み付け
EIGRPは宛先ネットワークへのパスで最小の帯域幅を使用し、ルーティングメトリックを計算す
るために合計遅延を使用します。 metric weightsコマンドを使用して、EIGRPのルーティングお
よびメトリック計算のデフォルト動作を調整できます。たとえば、この調整によって、人工衛星
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との送信を可能にするためにシステムの動作をチューニングすることができます。 EIGRPメト
リックのデフォルトは、大半のネットワークで最適なパフォーマンスを実現できるよう、慎重に

選択されています。

デフォルトでは、EIGRP複合メトリックは、特定のルートのセグメント遅延と（拡張およびイン
バートされた）最小セグメント帯域幅の合計である 32ビットになります。同種メディアのネッ
トワークでは、このメトリックは1ホップカウントまで減少します。混合メディア（FDDI、イー
サネット、および毎秒 9600ビットから T1まで多様なレートのシリアル回線）のネットワークで
は、最低メトリックのルートが、宛先までの最適なパスになります。

K 値の不一致
K値（EIGRPメトリック）の不一致があると、ネイバー関係を確立することができなくなり、ネッ
トワークのコンバージェンスに悪影響を与えることがあります。次の例で、2つの EIGRPピア
（ルータ Aとルータ B）間のこの動作について説明します。

K値が一致しないため、ルータ Bのコンソールに次のエラーメッセージが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:Mar 13 08:19:55:eigrp[163]:%ROUTING-EIGRP-5-NBRCHANGE:IP-EIGRP(0) 1:Neighbor
11.0.0.20 (GigabitEthernet0/6/0/0) is down: K-value mismatch

次の 2つのシナリオで、このエラーメッセージが表示される可能性があります。

•同じリンク上に 2台のルータが接続されており、ネイバー関係を確立するよう設定されてい
る。ただし、各ルータには異なる K値が設定されている。

次の設定がルータ Aに適用されています。metric weightsコマンドによって Kの値が変更さ
れます。帯域幅計算を調整するために、k1引数に値 2が入力されます。遅延計算を調整す
るために、k3引数に値 1が入力されます。

hostname ROUTER-A!
interface GigabitEthernet0/6/0/0
ipv4 address 10.1.1.1 255.255.255.0

router eigrp 100
metric weights 0 2 0 1 0 0
interface GigabitEthernet0/6/0/0

次の設定がルータ Bに適用されています。ただし、metric weightsコマンドは適用されず、
デフォルトの K値が使用されます。デフォルトの K値は、1、0、1、0、および 0です。

hostname ROUTER-B!
interface GigabitEthernet0/6/0/1
ipv4 address 10.1.1.2 255.255.255.0

router eigrp 100
interface GigabitEthernet0/6/0/1

ルータ Aでは帯域幅計算が 2に設定され、ルータ Bでは 1（デフォルト）に設定されます。
この設定では、これらのピアでネイバー関係が形成されません。

• 2つのピアのうち、いずれかが「goodbye」メッセージを送信したのに、受信側のルータがこ
のメッセージをサポートしていない場合に、K値の不一致エラーメッセージが表示されるこ
とがあります。この場合には、受信側のルータが、このメッセージをK値の不一致と解釈し
ます。
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goodbye メッセージ
goodbyeメッセージは、EIGRPネットワークのコンバージェンスを改善するために設計された機
能です。 goodbyeメッセージは、EIGRPルーティングプロセスがシャットダウンしたときに、隣
接するピアに、近い将来トポロジの変更が生じることを知らせるブロードキャストです。この機

能により、ホールドタイマーの期限が切れた後でピアがトポロジの変更を検出した場合よりも効

率よく、EIGRPピアがネイバー関係を同期化および再計算する機能をサポートできます。

goodbyeメッセージを受信すると、サポートされているリリースを実行しているルータによって、
次のメッセージが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:Mar 13 09:13:17:eigrp[163]:%ROUTING-EIGRP-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor
10.0.0.20 (GigabitEthernet0/6/0/0) is down: Interface Goodbye received

goodbyeメッセージをサポートしていないソフトウェアリリースを実行しているCiscoルータは、
このメッセージが、K値の不一致であると誤った解釈をして、次のメッセージを表示することが
あります。

RP/0/RSP0/CPU0:Mar 13 09:13:17:eigrp[163]:%ROUTING-EIGRP-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor
10.0.0.20 (GigabitEthernet0/6/0/0) is down: K-value mismatch

サポートしていないピアがgoodbyeメッセージを受信しても、通常のネットワーク処理を中断
することはありません。ホールドタイマーの期限が切れると、サポートしていないピアはセッ

ションを終了します。送信元がリロードした後も、送信側および受信側のルータは正常に再

コンバージェンスします。

（注）

EIGRP パケットに使用されているリンク帯域幅のパーセンテージ
デフォルトでは、bandwidth interfaceコンフィギュレーションコマンドでの設定に従い、リンク
帯域幅の最大 50 %が EIGRPパケットに消費されます。異なるレベルのリンク使用率が必要な場
合、または設定されている帯域幅が実際のリンク帯域幅と一致しない場合は（ルートメトリック

の計算に影響するように設定されている場合があります）、この値を変更できます。

EIGRP プロセスの浮動サマリールート
summary-addressコマンドを設定するときには浮動サマリールートも使用できます。浮動サマ
リールートは、インターフェイスレベルでデフォルトのルートおよびアドミニストレーティブ

ディスタンスを適用することによって作成されます。この拡張機能の動作を次のシナリオで説明

します。

図 12：ルータ Bへ適用される浮動サマリールート, （275ページ）は、ルータ A、ルータ B、お
よびルータCの 3台のルータを持つネットワークを示しています。ルータAはネットワーク上の
他の場所からデフォルトルートを学習し、そのルートをルータBへアドバタイズします。ルータ
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Bは、デフォルトのサマリールートだけをルータ Cへアドバタイズするよう設定されています。
次の設定では、ルータBのインターフェイス0/1にデフォルトのサマリールートが適用されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)# interface GigabitEthernet 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)# summary-address 100.0.0.0 0.0.0.0

図 12：ルータ B へ適用される浮動サマリールート

ルータ B上のデフォルトサマリールートの設定により、0.0.0.0/0サマリールートがルータ Cに
送信され、10.1.1.0/24ルートを含むすべてのルートがルータ Cへアドバタイズされないようにし
ます。ただし、この設定によってルータ B上にはローカルな廃棄ルート、つまりアドミニスト
レーティブディスタンスが 5で、null 0インターフェイスへの 0.0.0.0/0に対するルートが生成さ
れます。このルートが作成された場合、EIGRPが学習したデフォルトルートよりも優先されま
す。このためルータ Bは、通常では 0.0.0.0.0/0ルートに到達する宛先に到達できなくなります。

この問題は、ルータCに接続しているルータB上のインターフェイスに対して浮動サマリールー
トを適用することによって解決されます。浮動サマリールートを適用するには、次のコマンド行

を使用して、ルータBのインターフェイス上でデフォルトのサマリールートに対してアドミニス
トレーティブディスタンスを関連付けます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# summary-address 100 0.0.0.0 0.0.0.0 250

このコマンド行で適用されたアドミニストレーティブディスタンス 250は、ルータ Bで生成され
た廃棄ルートに割り当てられています。ルータ Aからの 0.0.0.0/0は EIGRPを介して学習され、
ローカルルーティングテーブルにインストールされます。ルータ Cへのルーティングが復元さ
れます。

ルータ Aがルータ Bに対する接続を失っても、ルータ Bがルータ Cへ継続してデフォルトルー
トをアドバタイズしていると、トラフィックは、ルータ Bへ割り当てられている宛先へ、そのま
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ま到達することが可能です。ただしルータAに到達するネットワークまたはルータAの背後にあ
るネットワークを宛先とするトラフィックは、ルータ Bに到達するとドロップされます。

図 13：デュアルホーム接続リモートへ適用される浮動サマリールート, （276ページ）は、コア
からの 2つの接続、ルータAおよびルータDを持つネットワークを示しています。両方のルータ
で、ルータ Cに接続するインターフェイスで浮動サマリールートが設定されています。ルータ
Eとルータ C間の接続が失敗しても、ネットワークは正常な処理を続行します。すべてのトラ
フィックは、ルータ Bを通ってルータ Cに流れ、ルータ Aおよびルータ Dへ接続されているホ
ストへ到達します。

図 13：デュアルホーム接続リモートへ適用される浮動サマリールート

ただしルータ Dとルータ Eの間のリンクで障害が発生した場合、ルータ Eへのリンク（ルータ C
へのリンク以外）が少なくとも 1つアクティブであるかぎり、ルータ Eは引き続きデフォルト
ルート（0.0.0.0/0）をルータCにアドバタイズするため、ネットワークではトラフィックがブラッ
クホールにダンプされることがあります。このシナリオではルータCは引き続きルータ Eにトラ
フィックを転送しますが、ルータ Eはトラフィックをドロップするためブラックホールが形成さ
れます。この問題を防ぐには、ネットワークセグメント間の出力点が 1つのみのシングルホーム
接続リモートルータまたはエリアでのみ、アドミニストレーティブディスタンスを使用してサマ

リーアドレスを設定してください。（ネットワークのセグメント間の）出力点が 2つ以上存在す
る場合には、フローティングデフォルトルートを設定すると、ブラックホールが形成される原

因となることがあります。
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EIGRP プロセスのスプリットホライズン
スプリットホライズンは、EIGRPアップデートパケットとクエリーパケットの送信を制御しま
す。スプリットホライズンがインターフェイスでイネーブルになると、アップデートパケット

とクエリーパケットは、このインターフェイスがネクストホップとなる宛先には送信されませ

ん。この方法でアップデートパケットとクエリーパケットを制御すると、ルーティングループ

が発生する可能性が低くなります。

デフォルトでは、スプリットホライズンはすべてのインターフェイスでイネーブルになっていま

す。

スプリットホライズンは、ルート情報が、その情報の発信元となるインターフェイスからルータ

によってアドバタイズされないようにします。通常、特にリンクが切断された場合には、この動

作によって複数のルーティングデバイス間の通信が最適化されます。ただし、非ブロードキャス

トネットワーク（フレームリレーや SMDSなど）を使用している場合は、この動作では不十分
な状況が発生する可能性があります。このような場合は、EIGRPを設定したネットワークを含
め、スプリットホライズンをディセーブルにする必要が生じることもあります。

EIGRP プロセスの hello 間隔と保留時間の調整
helloパケットの間隔と保留時間は調整することができます。

ルーティングデバイスは、定期的にhelloパケットを相互に送信して、直接接続されたネットワー
ク上の他のルータをダイナミックに学習します。この情報は、ネイバーを検出したり、ネイバー

が到達不能または動作不能になったことを学習したりするために使用されます。デフォルトで

は、helloパケットは 5秒間隔で送信されます。

自律システム番号によって指定された特定のEIGRPルーティングプロセスの保留時間を、指定し
たインターフェイスに対して設定できます。保留時間は、helloパケットでアドバタイズされ、送
信元を有効と見なす時間の長さをネイバーに示します。デフォルトの保留時間は、hello間隔の 3
倍（15秒）です。

EIGRP プロセスのスタブルーティング
EIGRPスタブルーティング機能は、ネットワークの安定性を高め、リソース利用率を抑え、スタ
ブルータ構成を簡素化します。

スタブルーティングは一般にハブアンドスポーク型のネットワークトポロジで使用されます。

ハブアンドスポークネットワークでは、1つ以上のエンド（スタブ）ネットワークが 1台のリ
モートルータ（スポーク）に接続され、そのリモートルータは 1つ以上のディストリビューショ
ンルータ（ハブ）に接続されています。リモートルータは、1つ以上のディストリビューション
ルータにのみ隣接しています。リモートルータへ流れる IPトラフィックのルートは、ディスト
リビューションルータ経由のルートのみです。このタイプの設定は、ディストリビューション

ルータが直接WANに接続されているWANトポロジで使用されるのが一般的です。ディストリ
ビューションルータは、さらに多くのリモートルータに接続できます。ディストリビューショ

ンルータが 100台以上のリモートルータに接続されていることも、よくあります。ハブアンド
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スポーク型トポロジでは、リモートルータがすべての非ローカルトラフィックをディストリビュー

ションルータに転送する必要があります。これにより、リモートルータが完全なルーティング

テーブルを保持する必要はなくなります。一般に、ディストリビューションルータはデフォルト

ルート以外の情報をリモートルータに送信する必要はありません。

EIGRPスタブルーティング機能を使用する場合、EIGRPを使用するように、ディストリビュー
ションルータおよびリモートルータを設定し、さらにリモートルータだけをスタブとして設定

する必要があります。指定されたルートのみが、リモート（スタブ）ルータから伝播されます。

スタブルータは、要約、接続したルート、再配布されたスタティックルート、外部ルート、内部

ルートに対する照会のすべてに、「アクセスできない」メッセージで対応します。スタブとして

設定されたルータは、すべての隣接ルータに特別なピア情報パケットを送信して、自身のスタブ

ルータとしての状態を報告します。

スタブルータの状態を通知するパケットを受信した隣接ルータは、ルートについてはスタブルー

タに照会しません。また、スタブピアを持つルータは、そのピアについては照会しません。スタ

ブルータは、ディストリビューションルータを使用して適切なアップデートをすべてのピアに送

信します。

この図は、単純なハブアンドスポーク型設定を示しています。

図 14：単純なハブアンドスポークネットワーク

ルートがリモートルータにアドバタイズされることを、スタブルーティング機能自体が回避する

ことはありません。図 14：単純なハブアンドスポークネットワーク, （278ページ）の例では、
リモートルータはディストリビューションルータだけを通じて企業ネットワークおよびインター

ネットにアクセスできます。この例では、リモートルータが完全なルートテーブルを保有して

も機能面での意味はありません。これは、企業ネットワークとインターネットへのパスは常にディ

ストリビューションルータを経由するためです。ルートテーブルが大きくなると、リモートルー

タに必要なメモリ量が減るだけです。帯域幅とメモリは、ディストリビューションルータのルー

トを集約およびフィルタリングすることによって節約できます。リモートルータは、宛先に関係

なく、ディストリビューションルータにすべての非ローカルトラフィックを送信する必要がある

ため、他のネットワークから学習されたルートを受け取る必要がありません。真のスタブネット

ワークが望ましい場合、ディストリビューションルータがリモートルータにデフォルトルート

だけを送信するように設定する必要があります。EIGRPスタブルーティング機能では、ディスト
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リビューションルータでの集約を自動的にイネーブルにしません。ほとんどの場合、ネットワー

ク管理者が、ディストリビューションルータにサマライズを設定する必要があります。

スタブ機能がない場合、ディストリビューションルータからリモートルータに送信されたルート

がフィルタリングまたは集約された後でも、問題が発生することがあります。企業ネットワーク

内でルートが失われると、EIGRPはクエリーをディストリビューションルータに送信することが
あります。ルートがサマライズされている場合でも、ディストリビューションルータが代わりに

リモートルータにクエリーを送信します。WANリンクを介したディストリビューションルータ
とリモートルータ間の通信に問題がある場合、EIGRP Stuck In Active（SIA）状態が発生し、ネッ
トワークのどこかで不安定になる可能性があります。EIGRPスタブルーティング機能を使用する
ことにより、ネットワーク管理者はリモートルータへクエリーが送信されないようにできます。

EIGRP プロセスのルートポリシーオプション
ルートポリシーは、route-policyキーワードおよび end-policyキーワードで囲まれた一連のステー
トメントと式によって構成されます。個別のコマンド（1行に1つのコマンド）の集合ではなく、
ルートポリシー内のステートメントには相互に関連するコンテキストがあります。そのため、個

別のコマンドを各行に記すのではなく、各ポリシーまたはセットは独立した設定オブジェクトと

して、1つのユニットとして使用、入力、操作できます。

ポリシー設定の各行は論理サブユニットです。 then、else、end-policyキーワードの後ろには、少
なくとも 1つの改行が必要です。（EIGRPコンテキストの）ASパスセット、コミュニティセッ
ト、拡張コミュニティセット、またはプレフィックスセットを参照するパラメータリストと名

前ストリングを閉じる括弧の後には改行が必要です。ルートポリシーまたはプレフィックスセッ

トの定義の前に、改行を 1つ以上挿入する必要があります。改行は、ポリシー式の論理ユニット
の最後に記される必要があります。他の場所に記すことはできません。

これはルートポリシーに EIGRPメトリックを設定するコマンドです。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# set eigrp-metric bandwidth delay reliability loading mtu

これは、ルートポリシーに EIGRPオフセットリストの機能を提供するコマンドです。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# add eigrp-metric bandwidth delay reliability loading mtu

ルートポリシーは、EIGRPですべてのステートメントが特定の EIGRP付加ポイントに適用可能
な場合にのみ使用することができます。次のコマンドはルートポリシーを受け入れます。

• default-information allowed：matchステートメントが宛先に対して許可されます。 setステー
トメントは使用できません。

• route-policy：matchステートメントが宛先、ネクストホップ、およびタグに対して許可され
ます。 setステートメントが eigrp-metricおよび tagに対して許可されます。

• redistribute：matchステートメントが宛先、ネクストホップ、ソースプロトコル、タグ、お
よびルートタイプに対して許可されます。 setステートメントが eigrp-metricおよび tagに対
して許可されます。

タグ設定範囲は、内部ルートの場合は 0～ 255、外部ルートの場合は 0～ 4294967295です。
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EIGRP レイヤ 3 VPN PE-CE Site-of-Origin
EIGRPMPLSと IP VPN PE-CE Site-of-Origin（SoO）機能により、マルチプロトコルラベルスイッ
チング（MPLS）および IPバーチャルプライベートネットワーク（VPN）トラフィックを、EIGRP
ネットワークに対してサイト単位でフィルタリングする機能が実現しました。 SoOフィルタリン
グはインターフェイスレベルで設定され、これを使用してMPLSおよび IP VPNトラフィックを
管理し、複雑で複合的なネットワークトポロジにおいて過渡的なルーティングループが発生しな

いようにできます。

Site-of-Origin 拡張コミュニティでのルータの相互運用
SoO拡張コミュニティを設定すると、この機能をサポートしているルータで、各ルートの発信元
のサイトを識別できるようになります。この機能が有効になっていると、PEまたはCEルータ上
の EIGRPルーティングプロセスは、受信したそれぞれのルートを SoO拡張コミュニティに対し
てチェックし、次の条件に基づいてフィルタリングします。

• BGPまたは CEルータから受信したルートに、受信インターフェイス上の SoOと一致する
SoO値が含まれている。

◦あるルートが、関連付けられているSoO値とともに受信され、その値が、受信インター
フェイス上で設定されている SoO値と一致している場合、そのルートは、別の PEルー
タまたはバックドアリンクから学習されたものであるため、フィルタで除外されます。

この動作は、ルーティングループを回避するために設計されています。

• CEルータから受信したルートに、一致しない SoO値が設定されている。

◦あるルートが、関連付けられているSoO値とともに受信され、その値が、受信インター
フェイス上で設定されている SoO値と一致しない場合、そのルートは、BGPへ再配布
されるように EIGRPトポロジテーブルに受け入れられます。

◦ルートがすでに EIGRPトポロジテーブルにインストールされているが、別の SoO値が
関連付けられている場合は、そのルートが BGPへ再配布されるときにトポロジテーブ
ルの SoO値が使用されます。

• CEルータから受信したルートに、SoO値が含まれていない。

◦受信したルートに SoO値がない場合、そのルートは EIGRPトポロジテーブルに受け入
れられます。ルートが BGPへ再配布される前に、ネクストホップ CEルータに到達す
るために使用されるインターフェイスの SoO値がそのルートに付加されます。

SoO拡張コミュニティをサポートする BGPおよび EIGRPピアがこれらのルートを受信する
場合には、関連付けられているSoO値も受信します。次に、これらの値を、SoO拡張コミュ
ニティをサポートしている他の BGPおよび EIGRPピアへ渡します。このフィルタリング
は、過渡的なルートが発信元サイトから再学習されないように、つまり過渡的なルーティン

グループが発生しないようにする目的で設計されています。
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BGPコストコミュニティ、EIGRP、BGP、および RIBを組み合わせることで、MPLS VPN
コアを介したパスがバックドアリンクよりも優先されるようになります。

MPLS、IP VPN、SoOの設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
MPLS Configuration Guide』の「Implementing MPLS Layer 3 VPNs」を参照してください。

キーチェーンを使用した EIGRP v4/v6 認証
キーチェーンを使用した EIGRP認証により、インターフェイス単位で EIGRPプロトコルパケッ
トを認証できる機能が導入されました。 EIGRPルーティング認証は、1つ以上のインターフェイ
スですべての EIGRPプロトコルトラフィックをMessage Digest 5（MD5）認証に基づいて認証す
るメカニズムを提供します。

EIGRPルーティング認証では Cisco IOS XRソフトウェアセキュリティキーチェーンインフラス
トラクチャを使用して秘密キーが格納および取得され、インターフェイス単位で着信トラフィッ

クと発信トラフィックが認証されます。

EIGRP ワイドメトリック計算
Cisco IOS XR Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）の実装は、ワイドメトリックの
計算を実行するように拡張されました。この拡張機能は、高帯域幅のインターフェイスをサポー

トするためのものです。

ワイドメトリックの計算機能をサポートするために、新しいEIGRPコマンドが追加され、既存の
EIGRPコマンドも拡張されました。

• metric rib-scale：このコマンドが追加されました。

• metric：picosecondsキーワードが追加されました。

• metric weights：k6定数のサポートが追加されました。

• showeigrp interfaces：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を表
示するように変更されました。

• showeigrpneighbors：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を表
示するように変更されました。

• show eigrp topology：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を表
示するように変更されました。

• show protocolss：このコマンドの出力は、関連するワイドメトリックに関する情報を表示す
るように変更されました。

EIGRP の実装方法
ここでは、次のタスクの手順を示します。
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設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）

EIGRP ルーティングのイネーブル化
この作業では、EIGRPルーティングをイネーブルにし、EIGRPルーティングプロセスを確立しま
す。

はじめる前に

IPアドレスを設定する前にEIGRPを設定できますが、1つ以上の IPアドレスが設定されていない
場合には EIGRPルーティングは行われません。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. router-id id
5. default-metric bandwidth delay reliability loading mtu
6. distance internal-distance external-distance
7. interface type interface-path-id
8. holdtime seconds
9. bandwidth-percent percent
10. 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

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定して、

EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始

します。

address-family { ipv4 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ステップ 3   

（任意）EIGRPプロセスのルータ IDを設定します。router-id id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
router-id 172.20.1.1

ステップ 4   

適切な方法は、router-idコマンドを使用して、
ルータ IDに固有の 32ビットの数値を明示的に
指定することです。この処理によって、イン

ターフェイスアドレスの設定に関係なく、

EIGRPが機能することが保証されます。

（注）

（任意）EIGRPプロセスのメトリックを設定します。default-metric bandwidth delay reliability
loading mtu

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
default-metric 1000 100 250 100 1500

（任意）2つのアドミニストレーティブディスタンス（内
部ディスタンスと外部ディスタンス）を使用できるよう

にします。あるノードへの適切なルートになります。

distance internal-distance external-distance

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
distance 80 130

ステップ 6   

EIGRPルーティングプロトコルを実行するインターフェ
イスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

ステップ 7   

（任意）インターフェイスの保留時間を設定します。holdtime seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)#
holdtime 30

ステップ 8   

RPのフェールオーバーの際にノンストップフォ
ワーディングを行うには、ネイバーの数が増加

するため、デフォルト値よりも大きい保留時間

を設定することを推奨します。VRF全体で 256
台のネイバーがある場合は、60秒を推奨しま
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）インターフェイス上で EIGRPが使用可能な帯域
幅のパーセンテージを設定します。

bandwidth-percent percent

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)#
bandwidth-percent 75

ステップ 9   

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 10   

• 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-eigrp-af-if)#
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-eigrp-af-if)#
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。

EIGRP プロセスのルート集約の設定
この作業では、EIGRPプロセスのルート集約を設定します。

指定したインターフェイスにサマリー集約アドレスを設定できます。より具体的なルートがルー

ティングテーブルにある場合、EIGRPは、より具体的なすべてのルートの最小に等しいメトリッ
クを持つインターフェイスからのサマリーアドレスをアドバタイズします。
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はじめる前に

インターフェイスからのデフォルトルート（0.0.0.0）を生成するのに、summary-addressサマ
ライズコマンドは使用しないでください。このコマンドを使用すると、アドミニストレーティ

ブディスタンスが 5で、ヌル 0インターフェイスへの EIGRPサマリーデフォルトルートが作
成されます。このデフォルトルートのアドミニストレーティブディスタンスの値が小さい

と、ルーティングテーブル内の他のネイバーから学習されたデフォルトルートにこのルート

が置き換えられてしまうことがあります。ネイバーから学習したデフォルトルートがサマリー

のデフォルトルートと置き換えられてしまった場合や、デフォルトルートとしてサマリー

ルートしか存在しない場合、デフォルトルートを宛先とするすべてのトラフィックはルータ

から発信されず、ヌル 0インターフェイスへ送信されてドロップされてしまいます。

所定のインターフェイスからのデフォルトルートだけを送信するようにするには、route-policy
コマンドを使用することを推奨します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. route-policy name out
5. interface type interface-path-id
6. summary-address ip-address { / length | mask } [ admin-distance ]
7. 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：
RRP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルーティングプロセスのAS番号を指定して、EIGRPルー
ティングプロセスを設定します

router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

アドレスファミリのコンフィギュレーションモードを入

力します。

address-family { ipv4 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ステップ 3   

EIGRPネイバーにアドバタイズされる更新または EIGRP
ネイバーから受信する更新にルーティングポリシーを適

用します。

route-policy name out

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
route-policy FILTER_DEFAULT out

ステップ 4   

EIGRPルーティングプロトコルを実行するインターフェ
イスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

ステップ 5   

指定された EIGRPインターフェイスのサマリー集約アド
レスを設定します。

summary-address ip-address { / length | mask
} [ admin-distance ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)#
summary-address 192.168.0.0/16 95

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-eigrp-af-if)#
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-eigrp-af-if)#
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。
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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。

EIGRP の再配布ルート
この作業では、ルートを再配布し、ルートの数に制限を設定し、ノンストップフォワーディング

のタイマーを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | rip | static } [ as-number ]} [ route-policy name

]
5. redistribute maximum-prefix maximum [ threshold ] [[ dampened ] [ reset-time minutes ] [ restart

minutes ] [ restart-count number ] | [ warning-only ]]
6. timers nsf route-hold seconds
7. maximum paths maximum
8. maximum-prefix maximum [ threshold ] [[ dampened ] [ reset-time minutes ] [ restart minutes ]

[ restart-count number ] | [ warning-only]]
9. 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

ルーティングプロセスの AS番号を指定して、EIGRP
ルーティングプロセスを設定します。

router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

アドレスファミリのコンフィギュレーションモードを

入力します。

address-family { ipv4 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ステップ 3   

指定したプロトコルと AS番号から EIGRPプロセスに
ルートを再配布します。任意で、ルートポリシーを指

redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf
| rip | static } [ as-number ]} [ route-policy
name ]

ステップ 4   

定してEIGRPプロセスに再配布ルートを取り込むことも
できます。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
redistribute bgp 100

EIGRPプロセスに再配布されるプレフィックスの最大数
を制限します。

redistribute maximum-prefix maximum [
threshold ] [[ dampened ] [ reset-time minutes ]
[ restart minutes ] [ restart-count number ] | [
warning-only ]]

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
redistribute maximum-prefix 5000 95
warning-only

NSF対応 EIGRPルータが非アクティブピアのルートを
維持する時間を決定するタイマーを設定します。

timers nsf route-hold seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
timers nsf route-hold 120

ステップ 6   

EIGRPがサポートできる並列ルートの最大数を制御しま
す。

maximum paths maximum

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
maximum paths 10

ステップ 7   

EIGRPがアドレスファミリで受け入れるプレフィックス
数を制限します。

maximum-prefix maximum [ threshold ] [[
dampened ] [ reset-time minutes ] [ restart
minutes ] [ restart-count number ] | [
warning-only]]

ステップ 8   
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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-eigrp-af)#
maximum-prefix 50000

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-eigrp-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-eigrp-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。

ルートポリシーの作成と EIGRP プロセスへのアタッチ
ここでは、ルートポリシーを定義し、EIGRPプロセスにアタッチする方法について説明します。

ルートポリシーの定義は、route-policyコマンドと name引数、その後に続く一連のオプションの
ポリシーステートメントで構成され、end-policyコマンドで閉じられます。

ルートポリシーはルーティングプロトコルのルートに適用されてはじめて役に立ちます。
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手順の概要

1. configure
2. route-policy name
3. set eigrp-metric bandwidth delay reliability load mtu
4. end-policy
5. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

6. configure
7. router eigrp as-number
8. address-family { ipv4 }
9. route-policy route-policy-name { in | out }
10. 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   

ルートポリシーを定義して、ルートポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

route-policy name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
route-policy IN-IPv4

ステップ 2   

（任意）EIGRPメトリック属性を設定します。set eigrp-metric bandwidth delay reliability
load mtu

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# set
eigrp metric 42 100 200 100 1200
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目的コマンドまたはアクション

ルートポリシーの定義を終了して、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 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-rpl)# 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、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#
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。

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

ステップ 6   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定して、EIGRP
ルーティングプロセスを設定します。

router eigrp as-number

例：

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

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

address-family { ipv4 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ステップ 8   

EIGRPネイバーにアドバタイズされる更新または EIGRPネ
イバーから受信する更新にルーティングポリシーを適用しま

す。

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
route-policy IN-IPv4 in

ステップ 9   

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 10   

• 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-eigrp-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-eigrp-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。

EIGRP プロセスのスタブルーティングの設定
この作業では、ディストリビューションルータおよびリモートルータでスタブルーティングに

EIGRPプロセスを使用するように設定します。
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はじめる前に

EIGRPスタブルーティングは、リモートルータでのみ使用してください。スタブルータは、
コア中継トラフィックが通過しないネットワークコアまたはディストリビューションレイヤ

に接続されたルータとして定義されます。スタブルータがディストリビューションルータ以

外の EIGRPネイバーを持つことはできません。この制約事項を無視すると、望ましくない動
作が発生します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 }
4. stub [ receive-only | {[ connected ] [ redistributed ] [ static ] [ summary ]}]
5. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

6. show eigrp [ ipv4 ] [ vrf { vrf-name | all }] neighbors [ as-number ] [ detail ] [ type interface-path-id
| static ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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：
RRP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定して、

EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開

始します。

address-family { ipv4 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ステップ 3   

ルータを EIGRPのスタブとして設定します。stub [ receive-only | {[ connected ] [
redistributed ] [ static ] [ summary ]}]

ステップ 4   
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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-eigrp-af)# stub
receive-only

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-eigrp-af)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-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。

EIGRPのスタブルータとしてリモートルータが設定され
ていることを確認します。

show eigrp [ ipv4 ] [ vrf { vrf-name | all }]
neighbors [ as-number ] [ detail ] [ type
interface-path-id | static ]

ステップ 6   

出力の最後の行は、リモートルータまたはスポークルー

タのスタブステータスを示します。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show eigrp neighbors
detail
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PE-CE プロトコルとしての EIGRP の設定
プロバイダーエッジ（PE）に EIGRPを設定して、EIGRPを使用してプロバイダーエッジとカス
タマーエッジ間の（PE-CE）通信を確立するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 }
5. router-id router-id
6. autonomous-system as-number
7. redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3 | rip | static } [ as-number | instance-name

]} [ route-policy name ]
8. interface type interface-path-id
9. site-of-origin { as-number:number | ip-address : number }
10. 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   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定

して、EIGRPルーティングプロセスを設定しま
す

router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スを設定します。

vrf vrf-name

例：

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

VRFアドレスファミリコンフィギュレーション
モードを開始します。

address-family { ipv4 }

例：

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

ステップ 4   

EIGRPプロセスのルータ IDを設定します。router-id router-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#
router-id 33

ステップ 5   

EIGRPルーティングプロセスを VRFインスタン
スで実行するよう設定します。

autonomous-system as-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#
autonomous-system 2

ステップ 6   

VRF設定において、VRFインターフェ
イスを起動するように自律システムを

設定する必要があります。

（注）

1つのルーティングドメインから EIGRPにルー
トを注入します。

redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3
| rip | static } [ as-number | instance-name ]} [
route-policy name ]

ステップ 7   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#
redistribute bgp 100

ルーティングプロトコルが実行される EIGRPの
インターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#
interface gigabitEthernet 0/1/5/0

ステップ 8   

EIGRPインターフェイスに site-of-origin（SoO）
フィルタリングを設定します。

site-of-origin { as-number:number | ip-address : number
}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af-if)#
site-of-origin 3:4

ステップ 9   

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 10   

• 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-eigrp-vrf-af-if)# end

before 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-eigrp-vrf-af-if)#
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 ルートの EIGRP への再配布
BGPルートを EIGRPに再配布するには、次の作業を実行します。

通常 EIGRPルートは、ルートに付加された拡張コミュニティ情報を伴って BGPに再配布されま
す。 BGPはVPNバックボーン上で、BGP拡張コミュニティ属性内にエンコードされた EIGRP固
有情報と共にルートを伝送します。ピアリングカスタマーサイトがルートを受信した後に、EIGRP
は BGPルートを再配布し、BGP拡張コミュニティ情報を抽出して元のカスタマーサイトと同じ
ルートを再構築します。

BGPルートを EIGRPに再配布する場合、受信側のプロバイダーエッジ（PE）EIGRPルータは
BGP拡張コミュニティ情報を探します。この情報を受信した場合、元の EIGRPルートを再構築
するためにその情報が使用されます。情報がない場合、EIGRPは設定されたデフォルトのメト
リック値を使用します。

メトリック値がBGP拡張コミュニティから得られず、デフォルトのメトリックも設定されていな
い場合には、PE EIGRPによるカスタマーエッジ（CE）ルータへのルートのアドバタイズは行わ
れません。 BGPが BGPに再配布されるときには、メトリックが拡張コミュニティとして BGPプ
レフィックスに追加されない場合があります（EIGRPが相手ルータで実行されていない場合な
ど）。この場合、EIGRPは「no-metrics」オプションを伴って BGPに再配布されます。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 297

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの EIGRP の実装
BGP ルートの EIGRP への再配布



手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 }
5. redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf | ospfv3 | rip | static } [ as-number | instance-name

]} [ route-policy name ]
6. route-policy route-policy-name { in | out }
7. default-metric bandwidth delay reliability loading mtu
8. 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   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

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

ステップ 3   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

address-family { ipv4 }

例：

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

ステップ 4   

1つのルーティングドメインからEIGRPにルートを
注入します。

redistribute {{ bgp | connected | isis | ospf |
ospfv3 | rip | static } [ as-number | instance-name
]} [ route-policy name ]

ステップ 5   
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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-eigrp-vrf-af)#
redistribute bgp 100

EIGRPネイバーにアドバタイズされる更新または
EIGRPネイバーから受信する更新にルーティングポ
リシーを適用します。

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#
route-policy policy_A in

ステップ 6   

EIGRPのメトリックを設定します。default-metric bandwidth delay reliability loading mtu

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#
default-metric 1000 100 250 100 1500

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-eigrp-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、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-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。

◦ 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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EIGRP ルーティングのモニタリング
このセクションのコマンドは、隣接ルータとの隣接関係における変更をロギングし、ルーティン

グシステムの安定性を監視して、問題を検出しやすくするために使用します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family [ ipv4 ]
4. log-neighbor-changes
5. log-neighbor-warnings
6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

7. clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] neighbors [ ip-address | type interface-path-id
]

8. clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] topology [ prefix mask ] [ prefix / length ]
9. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] accounting
10. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] interfaces [ type interface-path-id ] [ detail ]
11. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] neighbors [ detail ] [ type interface-path-id |

static ]
12. show protocols eigrp [ vrf vrf-name ]
13. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] topology [ ip-address mask ] [ active | all-links

| detail-links | pending | summary | zero-successors ]
14. show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4 ] traffic

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指定し

て、EIGRPルーティングプロセスを設定します。
router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始します。

address-family [ ipv4 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#
address-family ipv4

ステップ 3   

EIGRPネイバーとの隣接関係に関する変更のロギン
グをイネーブルにします。

log-neighbor-changes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
log-neighbor-changes

ステップ 4   

EIGRPネイバーの警告メッセージのロギングをイ
ネーブルにします。

log-neighbor-warnings

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#
log-neighbor-warnings

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-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、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-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。

◦ 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

EIGRPおよび VPNネイバーエントリを適切なテー
ブルから削除します。

clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] neighbors [ ip-address | type interface-path-id ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:routerr# clear eigrp 20
neighbors GigabitEthernet 0/1/0/0

ステップ 7   

EIGRPおよび VRFトポロジエントリを適切なタブ
から削除します。

clear eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] topology [ prefix mask ] [ prefix / length ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear eigrp topology

ステップ 8   

EIGRPプロセスのプレフィックスアカウンティング
情報を表示します。

show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] accounting

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show eigrp vrf all
accounting

ステップ 9   

EIGRPに設定されているインターフェイスに関する
情報を表示します。

show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] interfaces [ type interface-path-id ] [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show eigrp interfaces
detail

ステップ 10   

EIGRPによって検出されたネイバーを表示します。show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] neighbors [ detail ] [ type interface-path-id |
static ]

ステップ 11   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show eigrp neighbors
20 detail static

EIGRPプロセスの設定に関する情報を表示します。show protocols eigrp [ vrf vrf-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show protocols eigrp

ステップ 12   

EIGRPトポロジテーブル内のエントリを表示しま
す。

show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] topology [ ip-address mask ] [ active | all-links
| detail-links | pending | summary |
zero-successors ]

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show eigrp topology
10.0.0.1 253.254.255.255 summary

送受信された EIGRPパケットの数を表示します。show eigrp [ as-number ] [ vrf { vrf | all }] [ ipv4
] traffic

ステップ 14   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show eigrp traffic

EIGRP 認証キーチェーンの設定
EIGRPインターフェイスで認証キーチェーンを設定するには、次の作業を実行します。

デフォルトの VRF での IPv4/IPv6 インターフェイスの認証キーチェーンの設定
デフォルトの VRFで IPv4/IPv6インターフェイスの認証キーチェーンを設定するには、次の作業
を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. address-family { ipv4 | ipv6 }
4. interface type interface-path-id
5. authentication keychain keychain-name
6. 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
ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J 303

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの EIGRP の実装
EIGRP 認証キーチェーンの設定



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   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指

定して、EIGRPルーティングプロセスを設定し
ます。

router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーション
モードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# address-family
ipv4

ステップ 3   

ルーティングプロトコルが実行される EIGRPの
インターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

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

ステップ 4   

interface gigabitEthernet 0/1/5/0

MD5アルゴリズムに基づいて、インターフェイ
ス上のすべての EIGRPプロトコルトラフィック
を認証します。

authentication keychain keychain-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)#
authentication keychain

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

• commit

例：

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

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

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。

デフォルト以外の VRF での IPv4/IPv6 インターフェイスの認証キーチェーンの設定
デフォルト以外の VRFで IPv4/IPv6インターフェイスの認証キーチェーンを設定するには、次の
作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router eigrp as-number
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 }
5. interface type interface-path-id
6. authentication keychain keychain-name
7. 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   

ルーティングプロセスの自律システム番号を指

定して、EIGRPルーティングプロセスを設定し
ます。

router eigrp as-number

例：

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

ステップ 2   

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュ
レーションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)# vrf vrf1

ステップ 3   

VRFアドレスファミリコンフィギュレーション
モードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 }

例：

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

ステップ 4   

EIGRPが実行されるインターフェイスを設定し
ます。

interface type interface-path-id

例：

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

ステップ 5   

interface gigabitEthernet 0/1/5/0

MD5アルゴリズムに基づいて、インターフェイ
ス上のすべての EIGRPプロトコルトラフィック
を認証します。

authentication keychain keychain-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af-if)#
authentication keychain

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

• commit

例：

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

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af-if)#commit
れ、コンフィギュレーションセッショ
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目的コマンドまたはアクション

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。

EIGRP の実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

基本的な EIGRP 実装の設定：例
次に、EIGRPと着信ルートをフィルタするポリシーを設定する例を示します。これは、ネイバー
が 1台だけであるものの、接続された他のサブネットをアドバタイズするルータの一般的な設定
です。

router eigrp 144
address-family ipv4
metric maximum-hops 20
router-id 10.10.9.4
route-policy GLOBAL_FILTER_POLICY in
log-neighbor-changes
log-neighbor-warnings
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
passive-interface

!
interface GigabitEthernet 0/6/0/0
hello-interval 8
hold-time 30
summary-address 10.0.0.0 255.255.0.0
!
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EIGRP スタブ動作の設定：例
次に、EIGRPスタブを設定する例を示します。スタブ動作では、接続ルート、サマリールート、
およびスタティックルートだけをネイバーにアドバタイズできます。

router eigrp 200
address-family ipv4
stub connected static summary
router-id 172.16.82.22
log-neighbor-changes
log-neighbor-warnings
redistribute connected route-policy CONN_POLICY
interface GigabitEthernet0/6/0/0
passive-interface
neighbor 10.0.0.31

!
interface GigabitEthernet0/6/0/1
passive-interface
neighbor 10.0.1.21
!

!
!

プレフィックス制限のある EIGRP PE-CE 構成の設定：例
次に、PE-CEプロトコルとして動作するように PEルータ上で EIGRPを設定する例を示します。
この設定は VRF CUSTOMER_1の下にあります。最大プレフィックスは一般的に、1組のカスタ
マールートによって EIGRPプロセスが過負荷にならないようにするために設定します。

router eigrp 500
vrf CUSTOMER_1
address-family ipv4
timers nsf route-hold 300
router-id 172.16.6.11
maximum-prefix 450 70
default-metric 200000 10000 195 10 1500
log-neighbor-changes
log-neighbor-warnings
redistribute maximum-prefix 350 70
redistribute bgp 1.65500 route-policy SITE_1_POLICY
interface GigabitEthernet 0/4/0/5
neighbor 10.22.1.1
!

!
!

EIGRP 認証キーチェーンの設定：例
次に、デフォルト以外の VRFで IPv4インターフェイスの認証キーチェーンを設定する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#vrf vrf1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf)#address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af)#interface POS 0/1/0/0
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-vrf-af-if)#authentication keychain key1

次に、デフォルトのVRFで IPv6インターフェイスの認証キーチェーンを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router eigrp 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp)#address-family ipv6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af)#interface POS 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eigrp-af-if)#authentication keychain key2

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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

EIGRPコマンド：コマンド構文の詳細、コマン
ドモード、コマンド履歴、デフォルト設定、使

用上のガイドライン、および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』の
「ImplementingMPLS Layer 3 VPNs」モジュール
および「Implementing MPLS Layer 2 VPNs」モ
ジュール

EIGRP機能向けのMPLS VPNのサポート情報

『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

EIGRP機能向けのSite ofOrigin（SoO）のサポー
ト情報

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

MIBリファレンス

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。
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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

—この機能がサポートする新しい RFCまたは変
更された RFCはありません。また、この機能
は既存の規格に対するサポートに影響を及ぼし

ません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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第 5 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの IS-IS の
実装

Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、インターネットプロトコルバー
ジョン 4（IPv4）は、標準ベースの内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。 Cisco IOS XRソ
フトウェアは、国際標準化機構（ISO）/International Engineering Consortium（IEC）10589および
RFC 1995に記載されている IPルーティング機能を実装し、IPバージョン 6（IPv6）向けに標準
拡張のシングルトポロジおよびマルチトポロジ IS-ISを追加しています。

このモジュールでは、Cisco IOS XRネットワークに IS-IS（IPv4および IPv6）を実装する方法に
ついて説明します。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータに IS-IS（IPv4
および IPv6）を実装する方法について説明します。

Cisco IOS XRソフトウェアの IS-ISについての詳細情報、およびこのモジュールに記載されて
いる IS-ISコマンドの詳細説明については、このモジュールの関連資料, （384ページ）の項を
参照してください。設定タスクの実行中に現れる他のコマンドのマニュアルを見つけるには、

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

（注）

IS-IS の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

IPv6のサポートが追加されました。リリース 3.9.0
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変更内容リリース

次の機能に対するサポートが追加されました。

•プレフィックスごとの IP高速再ルーティングの計
算。

•リンクごとの IP高速再ルーティングの計算。

リリース 4.0.1

• IS-ISの実装の前提条件, 312 ページ

• IS-ISの実装の制約事項, 312 ページ

• IS-ISの実装に関する情報 , 312 ページ

• IS-ISの実装方法, 326 ページ

• IS-ISの実装の設定例 , 382 ページ

• 次の作業, 384 ページ

• その他の関連資料, 384 ページ

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

IS-IS の実装の制約事項
IS-ISの複数のインスタンスが実行されている場合、インターフェイスは 1インスタンス（プロセ
ス）だけに関連付けることができます。インスタンスは、インターフェイスを共有できません。

IS-IS の実装に関する情報
IS-ISを実装するには、次の概念について理解する必要があります。

IS-IS 機能の概要
小規模の IS-ISネットワークは、一般的にネットワーク内にすべてのルータが含まれる単一のエリ
アとして構築されます。ネットワークの規模が大きくなるにしたがって、このネットワークは、
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すべてのエリアに属する、接続されたすべてのレベル2ルータのセットから構成されるバックボー
ンエリア内に再編成され、その後、このネットワークはローカルエリアに接続されます。ロー

カルエリア内部では、すべてのルータがすべてのシステム IDに到達する方法を認識しています。
エリア間では、ルータはバックボーンへの到達方法を認識しており、バックボーンルータは他の

エリアに到達する方法を認識しています。

IS-ISルーティングプロトコルは、バックボーンのレベル 2とレベル 1エリアの構成、および必要
とされるエリア間のルーティング情報の移動をサポートします。ルータはレベル 1隣接を確立し
て、ローカルエリア内でルーティングを実行します（エリア内ルーティング）。ルータはレベル

2隣接を確立して、レベル 1エリア間でルーティングを実行します（エリア間ルーティング）。

Cisco IOS XRソフトウェアソフトウェアでは、IS-ISインスタンスはレベル 1またはレベル 2のエ
リアを 1つだけサポートするか、またはそれぞれのエリアを 1つずつサポートします。デフォル
トでは、すべての IS-ISインスタンスが自動的にレベル 1およびレベル 2ルーティングをサポート
します。特定のルーティングインスタンスによって実行されるルーティングのレベルを変更する

には、is-typeコマンドを使用します。

Cisco IOS XRの IS-IS 実装でサポートされる主要機能
Cisco IOS XRによる IS-ISの実装は、RFC 1195に記載されている IS-IS Version 2仕様と、Internet
Engineering Task Force（IETF）IS-ISワーキンググループの draft-ietf-isis-ipv6.txtドキュメントに記
載されている IPv6 IS-IS機能に準拠しています。

次に、Cisco IOS XR実装でサポートされている主要機能について説明します。

•シングルトポロジ IPv6

•マルチトポロジ

•ノンストップフォワーディング（NSF）（シスコ独自の NSFおよび IETF NSFの両方）

•スリーウェイハンドシェイク

•メッシュグループ

•複数の IS-ISインスタンス

• 2つのネットワーキングデバイスをポイントツーポイントリンクとして接続するブロード
キャストメディアの設定機能

•フラッディングおよびShortest PathFirst（SPF）を処理する異なるスレッドのある高速フラッ
ディング。

双方向フォワーディング検出（BFD）における IS-ISのサポートの詳細については、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface and Hardware Component Configuration
Guide』および『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface andHardware Component
Command Reference』を参照してください。

（注）
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IS-IS 設定のグループ化
Cisco IOS XRでは、IS-ISに関連付けられているインターフェイスの設定部分も含めて、ルータの
IS-ISコンフィギュレーションモード内のすべての IS-IS設定がグループ化されます。 IS-IS設定
の全体を表示するには、show running router isisコマンドを使用します。このコマンドの出力で
は、構成済みのすべての IS-ISインスタンスに関する実行コンフィギュレーションが表示され、イ
ンターフェイスの割り当てとインターフェイスの属性が含まれています。

IS-IS コンフィギュレーションモード
ここでは各コンフィギュレーションモードの開始方法について説明します。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 isis isp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#

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 isis isp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# address-family

ipv4 u
nicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#

インターフェイスコンフィギュレーションモード

次に、インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface GigabitEthernet 0

/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
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インターフェイスアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、インターフェイスアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface

GigabitEthernet 0 /3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#

IS-IS のインターフェイス
IS-ISのインターフェイスは次のタイプのいずれかとして設定できます。

•アクティブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズし、隣接関係を形成します。これは
デフォルトのインターフェイスです。

•パッシブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズしますが、隣接関係は形成しません。
インターフェイスをパッシブに設定するには、passiveコマンドを使用します。パッシブな
インターフェイスは、IS-ISドメインへの挿入が必要なループバックアドレスのような、重
要なプレフィックスのために控えめに使用します。多くの接続されたプレフィックスをアド

バタイズする必要がある場合には、適切なポリシーを備えた接続ルートの再配布を代わりに

使用します。

•抑制：接続されたプレフィックスをアドバタイズせず、隣接関係を形成します。インター
フェイスを抑制に設定するには、suppressコマンドを使用します。

•シャットダウン：接続されたプレフィックスをアドバタイズせず、隣接関係も形成しませ
ん。 IS-ISの設定を削除せずにインターフェイスをディセーブルにするには、shutdownコマ
ンドを使用します。

マルチトポロジ設定

Cisco IOS XRソフトウェア IPv6アドレスファミリコンフィギュレーションモードで明示的にシ
ングルトポロジが設定されていないかぎり IPv6の IS-ISでマルチトポロジがサポートされます。

IS-ISでは IPルーティングがサポートされます。Open Systems Interconnection（OSI）のコネク
ションレス型ネットワークサービス（CLNS）ルーティングはサポートされません。

（注）
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IPv6 ルーティングおよび IPv6 アドレッシングの設定
デフォルトでは Cisco IOS XRソフトウェアの IPv6ルーティングはディセーブルです。 IPv6ルー
ティングをイネーブルにするには、ipv6 enableまたは ipv6 addressコマンドを使用して、ルータ
の個々のインターフェイスに IPv6アドレスを割り当てる必要があります。 『CiscoASR9000 Series
Aggregation Services Router IP Addresses and Services Command Reference』の「Network Stack IPv4 and
IPv6 Commands on Cisco ASR 9000 Series Router」モジュールを参照してください。

LSP フラッディングの制限
リンクステートパケット（LSP）を制限すると、特定の「メッシュの」ネットワークトポロジで
有効な場合があります。このようなネットワークの例は、非ブロードキャストマルチアクセス

（NBMA）トランスポート上の完全メッシュ化されたポイントツーポイントリンクのセットなど
の冗長性の高いネットワークです。このようなネットワークでは、完全なLSPフラッディングに
より、ネットワークのスケーラビリティを制限できます。フラッディングのドメインのサイズを

制限する 1つの方法は、複数のレベル 1エリアと 1つのレベル 2エリアを使用することにより、
階層を導入することです。ただし、階層の代わりに他の 2つの技法を使用することもできます。
特定のインターフェイス上でフラッディングをブロックし、メッシュグループを設定します。

両方の技法は、LSPフラッディングを何らかの方法で制限することで動作します。直接的な結果
として、ネットワークのスケーラビリティが改善される一方で、ネットワークの（障害時の）信

頼性が低下します。ブロッキングやメッシュグループによって使用が制限されていない場合、フ

ラッディングが可能なリンクが存在しても、一連の障害によって LSPをネットワーク全体にフ
ラッディングできないことがあるからです。このような場合、ネットワーク内の異なるルータの

リンクステートデータベースを、同期できないことがあります。永続的な転送ループのような

問題が結果として発生する可能性があります。したがって、ブロッキングやメッシュグループは

どうしても必要な場合にかぎり、慎重にネットワークを設計したうえで使用することを推奨しま

す。

特定のインターフェイスでのフラッディングのブロック

この手法では、特定のインターフェイスで LSPフラッディングの使用がブロックされますが、残
りのインターフェイスではフラッディングに関して通常どおり動作します。この手法は理解しや

すく設定も容易ですが、長期的にはメッシュグループに比べて維持が難しく、エラーが起こりや

すくなります。 IS-ISで使用するフラッディングトポロジは、制限するのではなく詳細に調整し
ます。トポロジの制限が多すぎると（多くのインターフェイスをブロックしすぎると）障害時に

ネットワークの信頼性が失われます。トポロジの制限が少なすぎると（ブロックするインター

フェイスが少なすぎると）望ましいスケーラビリティが達成できなくなります。

ブロックされていないすべてのインターフェイスでドロップする場合にネットワークの堅牢性を

高めるには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで csnp-intervalコマンドを使用し
て、ブロックされているポイントツーポイントリンクで定期的に Complete Sequence Number PDU
（CSNP）パケットが使用されるようにします。定期的な CSNPによって、ネットワークの同期
が可能になります。
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メッシュグループの設定

メッシュグループ（ルータのインターフェイスのセット）を設定すると、フラッディングを制限

できます。特定のメッシュグループに属するインターフェイスを介して到達可能なすべてのルー

タには、他のすべてのルータと少なくとも 1つのリンクがあり、各ルータと緊密に接続されてい
ると見なされます。多数のリンクで障害が発生しても、ネットワークから 1つまたは複数のルー
タが切り離されることはありません。

通常のフラッディングでは、新しい LSPが 1つのインターフェイスで受信されると、そのルータ
の他のすべてのインターフェイスでフラッディングされます。メッシュグループでは、メッシュ

グループに属する 1つのインターフェイスで新しい LSPが受信されると、新しい LSPは、その
メッシュグループに属する他のインターフェイスではフラッディングされません。

最大 LSP ライフタイムおよび更新間隔
デフォルトでは、ルータは定期的な LSP更新を 15分ごとに送信します。 LSPはデフォルトで 20
分間、データベースに残ります。そのときまでにリフレッシュされない場合、削除されます。

LSP更新間隔、または最大 LSPライフタイムを変更できます。 LSP間隔は、LSPライフタイムよ
り短くする必要があります。そうしないと、リフレッシュ前にLSPがタイムアウトします。設定
された更新間隔がない場合、LSPのタイムアウトを防止するために、必要により LSP更新間隔が
ソフトウェアによって調整されます。

Single-Topology IPv6 サポート
Cisco IOS XRソフトウェアソフトウェアの single-topology IPv6サポートにより、インターフェイ
ス上で IPv4ネットワークプロトコルに加えて IPv6用の IS-ISを設定できます。すべてのインター
フェイスは同一のネットワークプロトコルセットで構成されている必要があります。また、IS-IS
エリア（レベル 1ルーティング用）またはドメイン（レベル 2ルーティング用）のすべてのルー
タは、すべてのインターフェイスで同一のネットワーク層プロトコルセットをサポートする必要

があります。

single-topologyモードでは、IPv6トポロジは IPv4ユニキャストトポロジのナロー、ワイドメト
リックスタイルの両方で機能します。 single-topologyでの動作中は、レベルごとに 1つの Shortest
Path First（SPF）の計算が IPv4ルートと IPv6ルートの両方の計算に使用されます。 IPv4 IS-ISと
IPv6 IS-ISのルーティングプロトコルが共通のリンクトポロジを共有するため、単一の SPFの使
用が可能です。

マルチトポロジ IPv6 サポート
IS-ISのCisco IOS XRソフトウェアでのマルチトポロジ IPv6のサポートにより、IS-ISスタンザ内
の IPv6および IPv4の両方に設定されたインターフェイスを検出するとすぐにマルチトポロジサ
ポートが必要であると判断します。
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マルチトポロジがソフトウェアのデフォルトの動作であるため、明示的に single-topologyの IPv6
をイネーブルにし、IPv4と同じトポロジを使用するように、IPv6を設定する必要があります。
IS-ISルータスタンザの IPv6ルータアドレスファミリコンフィギュレーションサブモード内で
single-topologyコマンドを設定します。

IS-IS 認証
隣接関係の確立を制限するために、hello-passwordコマンドを使用して認証ができます。また、
LSPの交換を制限するために、lsp-passwordコマンドを使用して認証ができます。

IS-ISはプレーンテキスト認証をサポートしますが、この認証は、無許可のユーザに対するセキュ
リティを提供しません。プレーンテキスト認証ではパスワードが設定でき、無許可のネットワー

キングデバイスがルータと隣接関係を形成することを防ぐことができます。このパスワードはプ

レーンテキストで交換されるため、IS-ISパケットを表示できるエージェントによって参照される
可能性があります。

HMAC-MD5パスワードが設定されている場合、パスワードはネットワークを介して送信されず、
代わりに交換データの完全性を確認するための暗号化チェックサムを計算するために使用されま

す。

IS-ISでは、設定されたパスワードを単純な暗号を使用して保存します。ただし、プレーンテキ
スト形式のパスワードが、LSP、Sequence Number Protocol（SNP）、helloパケットで使用され、
IS-ISパケットを表示するプロセスによって参照される可能性があります。パスワードはプレーン
テキスト（クリアテキスト）形式または暗号化形式で入力できます。

ドメインパスワードを設定するには、レベル 2で lsp-passwordコマンドを設定します。エリアパ
スワードを設定するには、レベル 1で lsp-passwordコマンドを設定します。

キーチェーン機能によって、IS-ISで設定済みのキーチェーンを参照できます。 IS-ISキーチェー
ンは、helloおよび LSPのキーチェーン認証をイネーブルにします。キーチェーンは、IS-IS内の
ルータレベル（lsp-passwordコマンドの場合）およびインターフェイスレベル（hello-password
コマンドの場合）で設定できます。これらのコマンドでは、グローバルキーチェーン設定を参照

して、設定されているキーチェーンのグローバルセットからセキュリティパラメータを取得する

ように IS-ISプロトコルに指示します。

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

ロールオーバーのプロセスに影響します。許容値の指定を設定できるため、承認時間枠をその分

だけ（前後に）拡張できます。この承認時間枠により、アプリケーション（ルーティングプロト

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

キーチェーン管理の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System
Security Guide』を参照してください。
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ノンストップフォワーディング

Cisco IOSXRソフトウェアでは、NSFによりルートプロセッサ（RP）フェールオーバー後にユー
ザがネットワークを使用できない時間が最小限になります。NSFの主な目的は、IPパケットを転
送し続け、RPフェールオーバーに続くグレースフルリスタートを実行することです。

ルータが再起動すると、そのデバイスのすべてのルーティングピアは、デバイスがダウンし、そ

の後再びアップになったことを検知します。このような移行によって、いわゆるルーティングフ

ラップが発生します。ルーティングフラップは、複数のルーティングドメインに広がる場合があ

ります。ルーティングの再起動によって発生したルーティングフラップによって、ルーティング

が不安定になります。これはネットワーク全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。 NSF
は、NSF対応のデバイスにおけるルーティングフラップを抑止することによって、ネットワーク
の安定性を保ちます。

NSFでは、RPフェールオーバー後にルーティングプロトコル情報を復元する一方で、データパ
ケットの転送を既知のルートで継続できます。NSF機能が設定されると、ピアネットワーキング
デバイスではルーティングフラップが発生しません。データトラフィックはインテリジェント

ラインカードを介して転送されますが、スタンバイ RPでは、フェールオーバー中は障害が発生
したアクティブな RPからの制御と見なされます。フェールオーバー中にラインカードのアップ
状態が維持され、アクティブ RPの転送情報ベース（FIB）が最新状態に維持される機能が、NSF
の動作にとって非常に重要です。

IS-ISルーティングを実行している Cisco IOS XRルータが RPフェールオーバーを行うときは、リ
ンクステートデータベースを IS-ISネイバーと再同期するために、2つのタスクをルータが実行す
る必要があります。まず、ネイバー関係をリセットせずに、ネットワーク上の使用可能な IS-IS
ネイバーを再学習します。次に、ルータはネットワークのリンクステートデータベースのコンテ

ンツを再取得します。

NSFを設定する場合、IS-IS NSF機能には次の 2つのオプションがあります。

• IETF NSF

• Cisco NSF

ネットワークセグメント上の隣接ルータがNSF対応の場合、つまり隣接ルータが、ルータの再起
動可能性についての IETFインターネットドラフトをサポートするソフトウェアバージョンを実
行している場合、それらのルータは、再起動する IETF NSFルータをサポートします。 IETF NSF
を使用する場合、隣接ルータは、フェールオーバー後のルーティング情報を再構築するための隣

接情報およびリンクステート情報を提供します。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、Cisco NSFが再起動からの回復に必要なすべての状態をチェッ
クポイントで（永続的に）保存し、隣接ルータからの特別な協力を必要としません。状態は隣接

ルータによって回復されますが、IS-ISルーティングプロトコルの標準機能のみを使用します。
この機能により Cisco NSFは、他のルータが IETF標準の NSF実装を使用していないネットワー
クでの使用に適しています。
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IETF NSFを Cisco IOS XRルータで設定し、隣接ルータが IETF NSFをサポートしていない場
合には、隣接はフラップの影響を受けますが、IETFNSFをサポートしているすべてのネイバー
ではノンストップフォワーディングが維持されます。 IETFNSFをサポートするネイバーがな
い場合は、再起動はコールドスタートになります。

（注）

マルチインスタンス IS-IS
最大 5つの IS-ISインスタンスを構成できます。 IS-ISプロセスが異なるインターフェイスセット
上で実行されている場合には、複数の IS-ISプロセス上でMPLSを実行できます。各インターフェ
イスは 1つの IS-ISインスタンスとだけ関連付けられます。 Cisco IOS XRソフトウェア設定時に
は 2つのインスタンスによるインターフェイスの二重登録を防止するため、2つのMPLSのイン
スタンスを設定するとエラーになります。

ルーティング情報ベース（RIB）では、各 IS-ISインスタンスは同じルーティングクライアントと
して扱われるため、IS-ISインスタンス間でルートを再配布するときには注意が必要です。RIBで
はレベル 1ルートがレベル 2ルートよりも優先されることが認識されません。このためレベル 1
とレベル 2のインスタンスを実行する場合には、2つのインスタンスに異なるアドミニストレー
ティブディスタンスを設定して強制的に優先する必要があります。

マルチプロトコルラベルスイッチングトラフィックエンジニアリン

グ

MPLS TE機能を使用すると、MPLSバックボーンで、レイヤ 2 ATMおよびフレームリレーネッ
トワークが持つトラフィックエンジニアリングの能力を再現し、そのうえで機能を拡張すること

ができます。MPLSは、レイヤ 2テクノロジーとレイヤ 3テクノロジーを統合したものです。

IS-ISでは、MPLS TEはリソース予約プロトコル（RSVP）を使用して自動的にバックボーン全体
にMPLS TEラベルスイッチドパスを確立して維持します。ラベルスイッチドパスが使用する
ルートは、ラベルスイッチドパスのリソース要件とネットワークリソース（帯域幅など）によっ

て決定されます。利用可能なリソースは、IS-ISの特別な IS-IS TLV拡張を使用してフラッディン
グされます。ラベルスイッチドパスは明示的なルートであり、トラフィックエンジニアリング

（TE）トンネルとして参照されます。

ルータの過負荷ビット

過負荷ビットはステート情報の固有ビットであり、ルータの LSPに含まれます。ルータにこの
ビットが設定されると、このルータがトラフィックの中継に利用できないことがエリア内のルー

タに通知されます。この機能は次の 4つの状況で役立ちます。

1 深刻だが致命的ではないエラーの発生中（メモリ不足など）。
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2 プロセスの起動中および再起動中。ルーティングプロトコルが収束するまで過負荷ビットを

設定できます。ただし通常の NSF再起動またはフェールオーバーの最中は使用しません。使
用するとルーティングフラップの原因になります。

3 新しいルータの試験的な導入の最中。導入が検証されるまで過負荷ビットを設定できます。検

証後ビットを消去します。

4 ルータのシャットダウン中。ルータのサービスを停止する前に、トポロジからルータを削除す

るために過負荷ビットを設定できます。

マルチトポロジ動作中の過負荷ビット設定

過負荷ビットは、シングルトポロジの転送に適用されるため、マルチトポロジ操作中に IPv4およ
び IPv6に別々に設定およびクリアされる場合があります。このため、過負荷は、ルータアドレ
スファミリコンフィギュレーションモードで設定されます。 IPv4過負荷ビットが設定されると、
エリア内のすべてのルータは、IPv4の中継トラフィックにこのルータを使用しません。ただし、
引き続き IPv6の中継トラフィックにはこのルータを使用できます。

IS-IS 過負荷ビット無効化
IS-IS過負荷ビット無効化機能により、ネットワーク管理者は、ラベルスイッチドパス（LSP）内
のルータに Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）の過負荷ビットが設定されていると
きにパスがディセーブルになることを防止できます。

IS-IS過負荷ビット無効化機能がアクティブ化されると、過負荷ビットが設定されているすべての
ノード（先頭ノード、中間ノード、終端ノードを含む）は無視されます。つまり、それらはラベ

ルスイッチドパス（LSP）で使用できます。

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、ノードがパス計算（PCALC）に含まれていない場合には、
過負荷ビットが設定されたノードのデフォルトの動作を変更しません。

（注）

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、次のコマンドでアクティブ化されます。

mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、このコマンドの no形式で非アクティブ化されます。

no mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS過負荷ビット無効化機能が非アクティブ化されると、過負荷ビットが設定されたノードは最
終手段のノードとして使用されません。

デフォルトルート

デフォルトルートを IS-ISルーティングドメインに強制することができます。 IS-ISルーティン
グドメインへのルートの再配布を明確に設定しても、デフォルトではCisco IOSXRソフトウェア
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が IS-ISルーティングドメインにデフォルトルートを再配布することはありません。
default-information originateコマンドを使用すると、IS-ISにデフォルトルートが生成され、ルー
トポリシーで制御できます。ルートポリシーを使用してデフォルトルートが通知されるレベル

を決定できます。また、ルートポリシーによって設定できる他のフィルタリングオプションを指

定できます。ルートポリシーを使用することにより、ルータのルーティングテーブル内での他

のルートの存在に応じて、デフォルトルートを条件付きでアドバタイズできます。

IS-IS インスタンスの attached ビット
attachedビットは is-typeコマンドと level-1-2キーワードでルータに設定します。 attachedビット
はルータが他のエリアに接続されていることを示します（通常はバックボーン経由）。この機能

は、ルータがバックボーンへのデフォルトルートとして領域のレベル 1ルータから使用できるこ
とを意味します。 attachedビットは通常、ルータが他のエリアを検出時にレベル 2の SPFルート
を計算する間に自動的に設定されます。このビットはルータがバックボーンから切断されると自

動的に消去されます。

レベル 2インスタンスの接続が失われた場合、レベル 1インスタンスの LSP内の attachedビッ
トによってレベル2インスタンスへのトラフィックの送信が続けられ、トラフィックのドロッ
プを発生させます。

（注）

level-1-2キーワードの機能を表すために複数のプロセスを使用するときにこの動作をシミュレー
トするには、レベル 1プロセスの attachedビットを手動で設定します。

ルートタグの IS-IS サポート
ルートタグの IS-ISサポート機能によって、IS-ISルートプレフィックスとタグを関連付けてアド
バタイズする機能が提供されます。また、この機能により、RIB内のルートプレフィックスのイ
ンストール順序のプライオリティ付けを、ルートのタグに基づいて行うことができます。ルート

タグはまた、ルートポリシーでルートプレフィックスの照合に使用される可能性があります（た

とえば、再配布に特定のルートプレフィックスを選択する場合）。

multicast-intact 機能
multicast-intact機能を使用すると、IGPショートカットがルータに設定されアクティブな場合に、
マルチキャストルーティング（PIM）を実行できます。OSPFv2および IS-ISの両方でmulticast-intact
機能がサポートされています。 Cisco IOS XRソフトウェアでは、IS-ISまたは OSPFルータコマ
ンドのmpls traffic-eng multicast-intactを使用することでMPLS TEと IPマルチキャストの共存が
サポートされます。

IGPの multicast-intactは、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM）と IGPショートカッ
トがルータで設定されている場合にイネーブルにできます。 IGPショートカットは IGPに公開さ
れるMPLSトンネルです。 IGPは、このトンネルを通じてトンネルの出力ルータ（SPFから見て）
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のダウンストリームにある宛先に IPトラフィックをルーティングします。リバースパス転送
（RPF）は単一方向トンネルを超えて動作しないため、PIMでは PIM Joinの伝播に IGPショート
カットを使用できません。

IGPで multicast-intactをイネーブルにすると、IGPは PIMで使用する等コストのネクストホップ
からなる並列または代替のセットを発行します。これらのネクストホップは mcast-intactネクス
トホップと呼ばれます。 mcast-intactネクストホップは次の属性を持ちます。

• IGPのショートカットが含まれていないことが保証されます。

•ユニキャストルーティングには使用されませんが、PIMによってのみ PIM送信元への IPv4
ネクストホップの検索に使用されます。

• FIBには公開されません。

• IGPで multicast-intactがイネーブルのときには、リンクステートアドバタイズメントを通し
て学んだすべての IPv4の宛先が、等コストの mcast-intactネクストホップのセットと共に
RIBに発行されます。この属性はネイティブのネクストホップに IGPショートカットがな
い場合にも適用されます。

• IS-ISでは、ネイティブと mcast-intactの両方のネクストホップ数を合計して、最大パス制限
が適用されます（OSPFv2ではこの動作は多少異なります）。

IS-IS を使用したマルチキャストトポロジサポート
マルチキャストトポロジのサポートにより、IPv4または IPv6ルーティングで IS-ISマルチキャス
トトポロジの設定が可能になります。 IS-ISは、マルチキャスト用の別個のトポロジを維持し、
マルチキャストトポロジ上です別個の Shortest Path First（SPF）を実行します。 IS-ISマルチキャ
ストは、対応するアドレスファミリのRIBのマルチキャストユニキャストルーティング情報ベー
ス（muRIB）テーブルに、IS-ISマルチキャストトポロジからルートを挿入します。PIMがmuRIB
を使用するため、PIMはユニキャストトポロジからのルートではなく、マルチキャストトポロジ
からのルートを使用します。

MPLS ラベル配布プロトコル IGP 同期
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェ
イプロトコル（IGP）同期では、IGPパスをスイッチングが使用される前に LDPのラベル交換を
完了させることができます。次の 2つの状況ではMPLSのトラフィック損失が発生する可能性が
あります。

• IGP隣接が確立されると、LDPがそのリンクピアとラベルを交換する前に、ルータが新しい
隣接を使用してパケットの転送を開始します。

• LDPセッションが閉じられるときに、確立したLDPセッションの代替パスを使用せずにLDP
ピアと関連付けられたリンクを使用してルータがトラフィックの転送を続ける。
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この機能は、LDPと IS-ISを同期させるメカニズムを提供し、MPLSのパケット損失を最小化しま
す。この同期は、LDPセッションの状態に基づいてネイバーの IS-ISリンクステートパケット
（LSP）のリンクメトリックを変更することで実現されます。

リンク上で IS-ISの隣接関係は確立されているが、LDPセッションが失われているかまたは LDP
がラベルの交換をまだ完了していないときには、IS-ISは最大のメトリックをそのリンクでアドバ
タイズします。このインスタンスでは、LDP IS-IS同期はまだ実現されていません。

IS-ISでは、最大のメトリック（0xFFFFFF）を持つリンクは Shortest Path First（SPF）として考
慮されません。このため最大のメトリックである -1（0XFFFFFE）がMPLS LDP IGP同期で使
用されます。

（注）

LDP IS-IS同期が達成されると、IS-ISは通常の（設定されたまたはデフォルトの）メトリックを
そのリンクでアドバタイズします。

LDP グレースフルリスタートとの MPLS LDP-IGP 同期の互換性
LDPグレースフルリスタートは、LDPセッションが失われた場合にトラフィックを保護します。
グレースフルリスタートがイネーブルであるLDPセッションに障害が発生した場合でも、グレー
スフルリスタートで保護されている間、インターフェイス上でMPLS LDP IS-IS同期が実現され
ます。MPLS LDP IGP同期は次の状況で最終的に失われます。

• LDPグレースフルリスタートの再接続タイマーが期限切れになる前に、LDPを再起動でき
ない場合。

• LDPグレースフルリスタートの回復タイマーが期限切れになる前に、保護されたインター
フェイス上の LDPセッションを回復できない場合。

IGP ノンストップフォワーディングとの MPLS LDP-IGP 同期の互換性
IS-ISノンストップフォワーディング（NSF）は、IS-ISプロセスの再起動中およびルートプロセッ
サ（RP）のフェールオーバー中にトラフィックを保護します。 LDP IS-IS同期は、インターフェ
イス上で LDPグレースフルリスタートもイネーブルの場合のみ IS-IS NSFと共にサポートされま
す。 IS-IS NSFがイネーブルでない場合、LDPの同期状態は再起動およびフェールオーバーの際
に維持されません。

ラベル配布プロトコル IGP 自動設定
ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェイプロトコル（IGP）自動設定は、IGPインスタン
スに使用される一連のインターフェイス上でLDPをイネーブルにする手順を簡素化します。LDP
IGP自動設定は、多数のインターフェイス（LDPがコア内の転送に使用される場合など）および
複数の IGPインスタンス上で同時に使用できます。

この機能は、デフォルトの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスとして IPv4アド
レスファミリをサポートします。
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LDP IGP自動設定は、LDPの個々のインターフェイス上で igp auto-config disableコマンド使用し
て明示的にディセーブルにすることもできます。これによりLDPは、明示的にディセーブルにさ
れたインターフェイスを除くすべての IGPインターフェイスで受信できます。

LDP IGP自動設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLSConfiguration
Guide』を参照してください。

MPLS TE 転送隣接
MPLS TE転送隣接により、ネットワーク管理者はトラフィックエンジニアリングおよびラベル
スイッチパス（LSP）トンネルを、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムに基づいた内部ゲート
ウェイプロトコル（IGP）ネットワーク内のリンクとして処理できます。転送隣接は、同じ IS-IS
レベルのルータ間で作成できます。ルータとルータは、間に何個かホップを入れて配置できま

す。この結果、TEトンネルに関連付けられたリンクコストで、IGPネットワーク内のリンクと
して、アドバタイズされます。 TEドメインの外側にあるルータは、TEトンネルを参照し、その
TEトンネルを使用して、ネットワーク内でトラフィックをルーティングするための最短パスを計
算します。

MPLS TE転送隣接は、双方向接続性確認に成功した場合のみ IS-IS SPFで考慮されます。これに
は転送隣接が双方向であるか、またはMPLS TEトンネルのヘッドエンドとテールエンドのルー
タが隣接している場合が該当します。

MPLS TE転送隣接機能は、IS-ISでサポートされます。MPLS TE転送隣接機能の設定の詳細につ
いては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照して
ください。

MPLS TE エリア間トンネル
MPLS TEエリア間トンネルにより、複数の IGPエリア（Open Shorted Path First（OSPF））および
レベル（IS-IS）をつなぐMPLSTEトンネルを確立できます。トンネルのヘッドエンドとテールエ
ンドのルータが共に同じエリアになければならないという制限を除去できます。 IGPには、IS-IS
またはOSPFが使用できます。 IS-ISでMPLS TEを設定する方法については、IS-ISのMPLSトラ
フィックエンジニアリングの設定, （355ページ）を参照してください。

MPLS TEエリア間トンネルの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』を参照してください。

IP 高速再ルーティング
IP高速再ルーティング（IPFRR）のループフリー代替（LFA）計算は、リンク障害に対する保護
を提供します。ローカルで計算された修復パスを使用して、障害後ネットワークの再収束で生じ

るループによるパケット損失を防止します。 IPFRR LFAの詳細情報については、IETFの
draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txtおよび draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txtを参照してくださ
い。
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IPFRRLFAは、従来型の IPルーティングおよび転送を使用するネットワークに適用できる点でマ
ルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）とは異なります。MPLS IPFRRの設定の詳細につ
いては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照して
ください。

IS-IS の実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）

IS-IS のイネーブル化およびレベル 1 またはレベル 2 ルーティングの設
定

ここでは、IS-ISをイネーブルにし、エリアのルーティングレベルを設定する方法について説明し
ます。

ステップ 4のルーティングレベルの設定は任意ですが、適切なレベルの隣接関係を確立する
ために設定することを強く推奨します。

（注）

はじめる前に

IPアドレスを設定する前に IS-ISを設定できますが、少なくとも 1つの IPアドレスを設定するま
では IS-ISルーティングは行われません。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. net network-entity-title
4. is-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }
5. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

6. show isis [ instance instance-id ] protocol
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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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティングを
イネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

モードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
isp

ステッ

プ 2   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスが自動的
にレベル 1とレベル 2になります。 is-typeルータコン
フィギュレーションコマンドを使用して、特定のルー

ティングインスタンスによって実行されるルーティング

のレベルを変更できます。

ルーティングインスタンスの Network Entity Title（NET）を
設定します。

net network-entity-title

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# net
47.0004.004d.0001.0001.0c11.1110.00

ステッ

プ 3   

•マルチインスタンスの IS-ISを設定する場合は、ルーティ
ングインスタンスごとに NETを指定します。

•この例では、エリア IDが 47.0004.004d.0001でシステム
IDが 0001.0c11.1110.00のルータを設定します。

•複数のエリアアドレスを指定するには、追加の NETを
指定します。 NETのエリアアドレス部分が異なる場合
でも、システム ID部分はすべての設定項目で完全に一
致する必要があります。

（任意）システムタイプ（エリアまたはバックボーンルー

タ）を設定します。

is-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# is-type
level-2-only

ステッ

プ 4   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスは level-1-2
ルータとして動作します。

• level-1キーワードは、レベル 1（エリア内）ルーティン
グのみを実行するようにソフトウェアを設定します。レ

ベル1の隣接関係のみが確立されます。ソフトウェアは
エリア内の宛先についてのみ学習します。エリア外の宛

先を含むすべてのパケットは、エリア内の最も近い

level-1-2ルータに送信されます。

• level-2-onlyキーワードは、レベル 2（バックボーン）
ルーティングのみを実行するようにソフトウェアを設定
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目的コマンドまたはアクション

します。ルータは、他のレベル 2のみのルータまたは
level-1-2ルータとの間でレベル 2の隣接関係のみを確立
します。

• level-1-2キーワードは、レベル 1とレベル 2の両方の
ルーティングを実行するようにソフトウェアを設定しま

す。レベル 1とレベル 2の両方の隣接関係が確立されま
す。ルータはレベル 2バックボーンとレベル 1エリアの
間の境界ルータとして動作します。

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-isis)# 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、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# 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。

（任意）IS-ISインスタンスに関するサマリー情報を表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] protocol

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis protocol

ステッ

プ 6   
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IS-IS のシングルトポロジの設定
IS-ISインスタンスをイネーブルにした後で、特定のネットワークトポロジのルートを計算するよ
うに設定する必要があります。

ここでは、IPv4または IPv6トポロジ向けのインターフェイスで IS-ISプロトコルの動作を設定す
る方法について説明します。

はじめる前に

ルータを single-topologyモードで実行できるようにするには、IS-ISの各インターフェイスです
べてのアドレスファミリをイネーブルに設定し、IS-ISルータスタンザの IPv6ユニキャスト
アドレスファミリ内で「single-topology」を設定します。 IPv6アドレスファミリ、または IPv4
と IPv6の両方のアドレスファミリを使用できますが、設定ではルータ上のすべてのアクティ
ブなアドレスファミリセットを表します。さらに IPv6ルータアドレスファミリサブモード
で single-topologyを設定して、明示的に single-topology動作をイネーブルにします。

これらの手順には例外が 2つあります。

（注）

1 IS-ISプロセスの address-familyスタンザに adjacency-check disableコマンドが含まれる場
合、インターフェイスでアドレスファミリをイネーブルにする必要はありません。

2 single-topologyコマンドは ipv4アドレスファミリサブモードでは無効です。

シングルトポロジのデフォルトのメトリックスタイルはナローメトリックです。ワイドメ

トリックまたはナローメトリックのどちらかを使用できます。この設定方法はシングルトポ

ロジの設定に依存します。 IPv4と IPv6の両方がイネーブルでシングルトポロジが設定されて
いる場合には、メトリックスタイルはaddress-family ipv4スタンザ内で設定します。メトリッ
クは address-family ipv6スタンザ内でも設定できますが、この場合には設定は無視されます。
IPv6のみがイネーブルでシングルトポロジが設定されている場合には、メトリックスタイル
は address-family ipv6スタンザ内で設定します。
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. 次のいずれかを実行します。

• ipv4 address address mask

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-length [ eui-64 ]

• ipv6 address ipv6-address { / prefix-length | link-local }

• ipv6 enable

4. exit
5. router isis instance-id
6. net network-entity-title
7. address-family ipv6 [ unicast ]
8. single-topology
9. exit
10. interface type interface-path-id
11. circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }
12. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
13. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

14. show isis [ instance instance-id ] interface [ type interface-path-id ] [ detail ] [ level { 1 | 2 }]
15. show isis [ instance instance-id ] topology [ systemid system-id ] [ level { 1 | 2 }] [ summary ]

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   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの IPv4アドレスを定義します。イン
ターフェイスのいずれかで IS-ISルーティングが設定され

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   • ipv4 address address mask
ている場合は、IS-ISがイネーブルになっているエリアに

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-length [
eui-64 ]

含まれるすべてのインターフェイスで IPアドレスが必要
です。

• ipv6 address ipv6-address { / prefix-length |
link-local }

または

インターフェイスに割り当てられた IPv6ネットワークを
指定し、eui-64キーワードでインターフェイスの IPv6処
理をイネーブルにします。

• ipv6 enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
10.0.1.3 255.255.255.0

または

インターフェイスに割り当てられた IPv6アドレスを指定
し、link-localキーワードでインターフェイスの IPv6処理
をイネーブルにします。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6
address 3ffe:1234:c18:1::/64 eui-64 または
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6

インターフェイスで IPv6リンクローカルアドレスを自動
的に設定し、インターフェイスで IPv6処理もイネーブル
にします。

address FE80::260:3EFF:FE11:6770 link-local
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6

enable

または
•リンクローカルアドレスは、同じリンク上のノード
との通信にだけ使用できます。

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-lengthインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを eui-64キー
ワードを付けずに指定すると、サイトローカルのグ

ローバル IPv6アドレスが設定されます。

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-lengthコマンドを eui-64
キーワードと共に指定すると、IPv6アドレスの下位
64ビットにインターフェイス IDを持つサイトロー
カルのグローバル IPv6アドレスが設定されます。指
定する必要があるのはアドレスの 64ビットネット
ワークプレフィックスだけです。最後の 64ビット
はインターフェイス IDから自動的に計算されます。

• ipv6 addressコマンドを link-localキーワードと共に
指定すると、IPv6がインターフェイスでイネーブル
になっている場合に自動的に設定されるリンクロー

カルアドレスの代わりに使用されるリンクローカル

アドレスを、インターフェイスに設定します。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

し、ルータをグローバルコンフィギュレーションモード

に戻します。

exit

例：

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

ステッ

プ 4   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティング
をイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーショ

ンモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
isp

ステッ

プ 5   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスがレベ
ル 1とレベル 2になります。 is-typeコマンドを使用
して、特定のルーティングインスタンスによって実

行されるルーティングのレベルを変更できます。

ルーティングインスタンスの NETを設定します。net network-entity-title

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# net
47.0004.004d.0001.0001.0c11.1110.00

ステッ

プ 6   •マルチインスタンスの IS-ISを設定する場合は、ルー
ティングインスタンスごとに NETを指定します。
NETおよびアドレスの名前を指定できます。

•この例では、エリア IDが 47.0004.004d.0001でシス
テム IDが 0001.0c11.1110.00のルータを設定します。

•複数のエリアアドレスを指定するには、追加のNET
を指定します。NETのエリアアドレス部分が異なる
場合でも、システム ID部分はすべての設定項目で完
全に一致する必要があります。

IPv6アドレスファミリを指定し、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します。

address-family ipv6 [ unicast ]

例：

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

ステッ

プ 7   

•この例では、ユニキャスト IPv6アドレスファミリを
指定します。

（任意）IPv6が設定されているときに IPv4のリンクトポ
ロジを設定します。

single-topology

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
single-topology

ステッ

プ 8   

• single-topologyコマンドは IPv6サブモードでのみ有
効です。このコマンドは、マルチトポロジモードで

デフォルトの設定である分離されたトポロジではな

く、シングルトポロジを使用することを IPv6に指示
します。

•詳細については、Single-Topology IPv6サポート, （
317ページ）を参照してください。
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目的コマンドまたはアクション

ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを終了して、ルータをルータコンフィギュレーション

モードに戻します。

exit

例：

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

ステッ

プ 9   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 10   

（任意）隣接関係のタイプを設定します。circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
circuit-type level-1-2

ステッ

プ 11   •デフォルトの回路タイプは設定済みの（is-typeコマ
ンドで設定した）システムタイプです。

•通常回路タイプは、ルータが level-1-2としてのみ設
定されているときに、インターフェイスが level-1ま
たは level-2-onlyの隣接関係のみを形成するように制
限する場合に設定する必要があります。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、インター
フェイスアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast
]

例：

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

ステッ

プ 12   

•この例では、インターフェイスにユニキャスト IPv4
アドレスファミリを指定します。

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 13   •• 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-isis-if-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-isis-if-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。

（任意）IS-ISインターフェイスに関する情報を表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] interface [ type
interface-path-id ] [ detail ] [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis interface
GigabitEthernet 0/1/0/1

ステッ

プ 14   

（任意）すべてのエリアの接続済みルータのリストを表

示します。

show isis [ instance instance-id ] topology [
systemid system-id ] [ level { 1 | 2 }] [ summary
]

ステッ

プ 15   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis topology

マルチトポロジルーティングの設定

次の一連の手順では、マルチトポロジルーティングを設定します。これは PIMの Reverse-Path
Forwarding（RPF）パス選択に使用されます。

マルチトポロジルーティングの設定についての制約事項

•現在、デフォルト VRFのみがマルチトポロジソリューションでサポートされます。

•プロトコル独立型マルチキャスト（PIM）と Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
ルーティングプロトコルのみが現在サポートされています。

•トポロジの選択は、SMと SSMの両方で (S,G)ルート送信元のみ制限されます。マルチトポ
ロジ展開をサポートする内部ゲートウェイプロトコル（IGP）は、スタティックと IS-ISのみ
です。

ランデブーポイントやブートストラップルータ（BSR）などの非 (S,G)ルート送信元の場合
や、ルートポリシーが設定されていない場合、現在のポリシーのデフォルトは有効なままに

なります。言い換えると、ユニキャストまたはマルチキャストデフォルトテーブルは、
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OSFP/IS-IS/マルチプロトコルボーダーゲートウェイプロトコル（MBGP）設定に基づいて
すべての送信元に対して選択されます。

ルーティングポリシー言語（RPL）で address-family {ipv4 | ipv6}コマンドを使用するときに
multicastキーワードと unicastキーワードの両方を使用できますが、グローバルに設定できる
のはマルチキャスト SAFIのトポロジだけです。

（注）

マルチトポロジルーティングに関する情報

マルチトポロジネットワークを設定するには、次のタスクが必要です。

グローバルトポロジの設定とインターフェイスへの関連付け

デフォルトのVRFでグローバルトポロジをイネーブルにし、特定のインターフェイスでの使用を
イネーブルにするには次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
3. maximum prefix limit
4. interface type interface-path-id
5. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
6. ステップ 4およびステップ 5を繰り返して、トポロジに関連付けるすべてのインターフェイス
インスタンスを指定します。

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

インターフェイスに関連付けられるデフォルト

VRFテーブルのトポロジを設定します。
address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# address-family ipv4
multicast topology green

ステップ 2   

（任意）トポロジルーティングテーブルで許可

されるプレフィックスの数を制限します。範囲

は 32～ 2000000です。

maximum prefix limit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-af)# maximum prefix 100

ステップ 3   

以前に指定したVRFテーブルに関連付けるイン
ターフェイスを指定します。これにより、接続

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-af)# interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 4   

されたルートおよびローカルルートが適切なルー

ティングテーブルに追加されます。

トポロジをステップ 4, （336ページ）で指定し
たインターフェイスでイネーブルにします。接

address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology
topo-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# address-family ipv4
multicast topology green

ステップ 5   

続されたルートやローカルのルートが適切なルー

ティングテーブルに追加されます。

—ステップ 4およびステップ 5を繰り返して、トポロジに
関連付けるすべてのインターフェイスインスタンスを指

定します。

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-af)# interface
gigabitethernet 0/3/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:routerrouter(config-if)# address-family
ipv4 multicast topology purple
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-af)#

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#
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
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目的コマンドまたはアクション

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。

IS-IS トポロジのイネーブル化
IS-ISでトポロジをイネーブルにするには、IS-ISトポロジ IDを名前付きトポロジに関連付ける必
要があります。 IS-ISはトポロジ IDをドメイン内のトポロジの識別に使用します。

このコマンドは他のトポロジコマンドよりも前に設定する必要があります。（注）

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
4. topology-id multitoplogy-id
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   

IS-ISコンフィギュレーションサブモードを開始します。router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
purple

ステップ 2   

IS-ISトポロジ IDを名前付きトポロジに関連付けます。address-family { ipv4 | ipv6 } multicast
topology topo-name

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv4 multicast topology
green

トポロジを特定する IS-ISのマルチトポロジ IDを数値で設
定します。範囲は 6～ 4095です。

topology-id multitoplogy-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
toplogy-id 122

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-isis-if-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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#
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。
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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。

IS-IS のトポロジへのインターフェイスの配置
インターフェイスを IS-ISのトポロジに関連付けるには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. net network-entity-title
4. interface type interface-path-id
5. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
6. ステップ 4, （340ページ）およびステップ 5, （340ページ）を繰り返して、ネットワーク内
で設定するすべてのインターフェイスインスタンスおよび関連付けるトポロジを指定します。

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   

IS-ISコンフィギュレーションサブモードを開始します。router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
purple

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

設定された isisインターフェイスに Network Entity Titleを
作成します。

net network-entity-title

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# net
netname

ステップ 3   

isisインターフェイスコンフィギュレーションサブモード
を開始し、インターフェイスインスタンスを作成します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
interface gigabitethernet 0/3/0/0

ステップ 4   

address-family { ipv4 | ipv6 } multicast
topology topo-name

ステップ 5   • isisアドレスファミリインターフェイスコンフィギュ
レーションサブモードを開始します。

例：

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

•インターフェイスインスタンスをトポロジに配置し
ます。

address-family ipv4 multicast topology
green

—ステップ 4, （340ページ）およびステッ
プ 5, （340ページ）を繰り返して、ネット

ステップ 6   

ワーク内で設定するすべてのインターフェ

イスインスタンスおよび関連付けるトポロ

ジを指定します。

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 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-isis-if-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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#
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。
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•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。

ルーティングポリシーの設定

ルーティングポリシーの作成と set rpf-topologyコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. route-policy policy-name
3. end-policy
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   

ルーティングポリシーを定義して、ルーティングポリシー

コンフィギュレーションサブモードを開始します。

route-policy policy-name

例：

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

ステッ

プ 2   

set-rpf-topologyおよびその他のルーティングコンフィギュ
レーションコマンドの使用方法の詳細については、

mt1
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Command Reference』を参照してください。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# if
destination in 225.0.0.1, 225.0.0.11 then
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if)# if
source in (10.10.10.10) then
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-2)#

set rpf-topology ipv4 multicast topology
greentable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-2)#

else
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-else-2)#
set rpf-topology ipv4 multicast topology
bluetable

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-else-2)#
endif
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if)# endif

ルートポリシーの定義の終了を指示して、ルーティング

ポリシーコンフィギュレーションサブモードを終了しま

す。

end-policy

例：

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

ステッ

プ 3   

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

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)# 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、コンフィギュレー

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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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マルチトポロジ IS-IS の設定
マルチトポロジはシングルトポロジと同じ方法で設定されます。ただし、single - topologyコマ
ンドを省略してデフォルトのマルチトポロジ動作を実行します。このタスクはオプションです。

IS-IS の LSP フラッディングの制御
LSPフラッディングにより、ネットワークのスケーラビリティを制限できます。ルータでグロー
バルに、またはインターフェイスで LSPデータベースパラメータを調整することによって、LSP
フラッディングを制御できます。このタスクはオプションです。

LSPフラッディングを制御するコマンドの多くには、適用されるレベルを指定するオプションが
含まれます。オプションを指定しなかった場合、コマンドは両方のレベルに適用されます。オプ

ションが 1つのレベルに設定された場合、もう一方のレベルはデフォルト値を使用し続けます。
両方のレベルのオプションを設定するには、コマンド twiceを使用します。次に例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 1200 level 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 1100 level 1
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. lsp-refresh-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
4. lsp-check-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
5. lsp-gen-interval { [ initial-wait initial | secondary-wait secondary | maximum-wait maximum

] ... } [ level { 1 | 2 }]
6. lsp-mtu bytes [ level { 1 | 2 }]
7. max-lsp-lifetime seconds [ level { 1 | 2 }]
8. ignore-lsp-errors disable
9. interface type interface-path-id
10. lsp-interval milliseconds [ level { 1 | 2 }]
11. csnp-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
12. retransmit-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
13. retransmit-throttle-interval milliseconds [ level { 1 | 2 }]
14. mesh-group { number | blocked }
15. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

16. show isis interface [ type interface-path-id | level { 1 | 2 }] [ brief ]
17. show isis [ instance instance-id ] database [ level { 1 | 2 }] [ detail | summary | verbose ] [ * |

lsp-id ]
18. show isis [ instance instance-id ] lsp-log [ level { 1 | 2 }]
19. show isis database-log [ level { 1 | 2 }]

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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティン
グをイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレー

ションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
isp

ステップ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマンドを
使用して、特定のルーティングインスタンスによっ
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目的コマンドまたはアクション

て実行されるルーティングのレベルを変更できま

す。

（任意）異なるシーケンス番号を持つLSPを再生成する
間隔を設定します。

lsp-refresh-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
lsp-refresh-interval 10800

ステップ 3   

•更新間隔は、常に、max-lsp-lifetimeコマンドよりも
低く設定する必要があります。

（任意）データベースのLSPのチェックサムを検証する
データベース全体の定期チェックの間隔を設定します。

lsp-check-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
lsp-check-interval 240

ステップ 4   

•この操作は、CPUの点でコスト高であるため、あま
り発生しないように設定する必要があります。

（任意）ネットワークが不安定な間はLSPの生成レート
を低下させます。ルータの CPU負荷を軽減し、IS-ISネ
イバーへの LSP送信数を低減するのに役立ちます。

lsp-gen-interval { [ initial-wait initial |
secondary-wait secondary | maximum-wait
maximum ] ... } [ level { 1 | 2 }]

例：

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

ステップ 5   

•ネットワークの不安定性が長引いている間にLSPの
再計算を繰り返すと、ローカルルータの CPU負荷
が増加する可能性があります。さらに、これらの再lsp-gen-interval maximum-wait 15

initial-wait 5 計算されたLSPをネットワーク内の他の中継システ
ムにフラッディングすると、トラフィックが増加

し、他のルータがルート計算を実行するために費や

す時間が増加する可能性があります。

（任意）LSPの最大伝送単位（MTU）サイズを設定しま
す。

lsp-mtu bytes [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-mtu
1300

ステップ 6   

（任意）ルータから発信されたLSPに設定する最初のラ
イフタイムを設定します。

max-lsp-lifetime seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
max-lsp-lifetime 11000

ステップ 7   

•これは、LSPが再生成または更新されない場合に、
ネイバーのデータベースにLSPが維持される時間で
す。

（任意）チェックサムエラーで受信したLSPをパージす
るようにルータを設定します。

ignore-lsp-errors disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
ignore-lsp-errors disable

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 9   

（任意）インターフェイス上で送信された各LSP間の時
間を設定します。

lsp-interval milliseconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
lsp-interval 100

ステップ 10   

（任意）ブロードキャストインターフェイス上で定期的

に CSNPパケットが送信される間隔を設定します。
csnp-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
csnp-interval 30 level 1

ステップ 11   

•より頻繁にCSNPを送信することは、受信のために
隣接ルータはより激しく動作する必要があることを

意味します。

• CSNPの送信の頻度を下げることは、隣接ルータ間
の相違がより長く続くことを意味します。

（任意）LSPが受信されていないと判断して再送信する
までに送信ルータが応答を待つ時間を設定します。

retransmit-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
retransmit-interval 60

ステップ 12   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
retransmit-interval 60

（任意）ポイントツーポイントインターフェイス上の各

LSPの再送信間隔を設定します。
retransmit-throttle-interval milliseconds [
level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
retransmit-throttle-interval 1000

ステップ 13   

•この時間は通常 lsp-intervalコマンドの時間以上に
します。これは隣接ルータがビジーであることが

LSPが失われた原因の可能性があるためです。間隔
を長くするとネイバーはより時間をかけて送信を受

け取ることができます。

（任意）NBMAネットワークのLSPフラッディングを、
高度にメッシュ化されたポイントツーポイントトポロジ

で最適化します。

mesh-group { number | blocked }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
mesh-group blocked

ステップ 14   

•このコマンドは高度にメッシュ化されたポイント
ツーポイントトポロジの NBMAネットワークのみ
に適しています。

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 15   
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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-isis-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
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。

（任意）IS-ISインターフェイスに関する情報を表示しま
す。

show isis interface [ type interface-path-id |
level { 1 | 2 }] [ brief ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis interface
GigabitEthernet 0/1/0/1 brief

ステップ 16   

（任意）IS-IS LSPデータベースを表示します。show isis [ instance instance-id ] database [
level { 1 | 2 }] [ detail | summary | verbose ]
[ * | lsp-id ]

ステップ 17   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis database
level 1

（任意）LSPログ情報を表示します。show isis [ instance instance-id ] lsp-log [ level
{ 1 | 2 }]

ステップ 18   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis lsp-log
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目的コマンドまたはアクション

（任意）IS-ISデータベースログ情報を表示します。show isis database-log [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis
database-log level 1

ステップ 19   

IS-IS のノンストップフォワーディングの設定
ここでは、ルータにNSFを設定する方法について説明します。NSFは、Cisco IOS XRソフトウェ
アがプロセスの再起動後に IS-ISリンクステートデータベースを IS-ISネイバーと再同期できるよ
うにします。プロセスは次の原因で再起動する可能性があります。

• RPフェールオーバー（ウォームリスタートのため）

•単純なプロセスの再起動（IS-ISのリロードなどの管理要求によるプロセスの再起動）

• IS-ISのソフトウェアアップグレード

いずれの場合でも、NSFはリンクフラップおよびユーザセッションの損失を低減します。この
タスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. nsf { cisco | ietf }
4. nsf interface-expires number
5. nsf interface-timer seconds
6. nsf lifetime seconds
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. show running-config [ command ]
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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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーションモー

ドにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
isis isp

ステップ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマンドを使用し
て、特定のルーティングインスタンスによって実行され

るルーティングのレベルを変更できます。

次の再起動で NSFをイネーブルにします。nsf { cisco | ietf }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# nsf
ietf

ステップ 3   

• NSF対応ネットワーキングデバイスが隣接していない可
能性がある異種ネットワークで IS-ISを実行するには、
ciscoキーワードを入力します。

•隣接するすべてのネットワーキングデバイスが IETFドラ
フトベースの再起動性をサポートする同種ネットワーク

で IS-ISをイネーブルにするには、ietfキーワードを入力
します。

確認された NSFの再開確認応答を再送信する回数を設定しま
す。

nsf interface-expires number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# nsf
interface-expires 1

ステップ 4   

• NSF再起動の間に再送上限数に達した場合、再起動はコー
ルドリスタートになります。

各再起動応答を待機する秒数を設定します。nsf interface-timer seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis) nsf
interface-timer 15

ステップ 5   

NSF再開に続くルートの最大有効期間を設定します。nsf lifetime seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# nsf
lifetime 20

ステップ 6   

•この設定時間は再起動の最中にルーティング情報ベース
（RIB）にルートを維持する時間であるため、このコマン
ドにはNSF再起動全体の実行に必要な時間を設定します。

•設定する値が大きすぎると、古いルートが残ります。
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目的コマンドまたはアクション

•設定する値が小さすぎると、ルートの破棄が早すぎる結
果になります。

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 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-isis)# 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または

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

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。

（任意）現在の実行コンフィギュレーションファイルの内容

全体またはファイルのサブセットを表示します。

show running-config [ command ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show
running-config router isis isp

ステップ 8   

• NSF対応デバイスの IS-IS設定に「nsf」が表示されている
ことを確認します。

•この例では、コンフィギュレーションファイルの内容の
「isp」インスタンスのみを示しています。

IS-IS の認証の設定
ここでは、IS-ISの認証の設定方法について説明します。このタスクはオプションです。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. lsp-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted } password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]

[ snp send-only ]
4. interface type interface-path-id
5. hello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted } password [ level { 1 | 2 }] [ send-only

]
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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティ
ングをイネーブルにし、ルータをルータコンフィ

ギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステッ

プ 2   

• is-typeコマンドを使用して、特定のルーティン
グインスタンスによって実行されるルーティ

ングのレベルを変更できます。

LSP認証パスワードを設定します。lsp-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted }
password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ] [ snp send-only ]

ステッ

プ 3   • hmac-md5キーワードは、パスワードが
HMAC-MD5認証で使用されることを指定しま
す。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-password
hmac-md5 clear password1 level 1 • textキーワードは、パスワードがクリアテキス

トパスワードで使用されることを指定します。

• clearキーワードは、入力時にパスワードが暗
号化されないことを指定します。

• encryptedキーワードは、パスワードが入力時
に双方向アルゴリズムを使用して暗号化されて

いることを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

• level 1キーワードは、エリア内の認証のパス
ワードを設定します（レベル 1 LSPと SNPレ
ベル）。

• level 2キーワードは、バックボーン（レベル 2
エリア）の認証パスワードを設定します。

• send-onlyキーワードは、LSPとシーケンス番
号プロトコルデータユニット（SNP）の送信
時にこれらに認証を追加します。受信 LSPま
たは SNPは認証されません。

• snp send-onlyキーワードはSNPの送信時にSNP
に認証を追加します。受信 SNPは認証されま
せん。

SNPパスワードチェックをディセーブル
にするには、snp send-onlyキーワードを
lsp-passwordコマンドで指定する必要があ
ります。

（注）

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 4   

IS-ISインターフェイスの認証パスワードを設定しま
す。

hello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted
} password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-password
text clear mypassword

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-isis-if)# 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-isis-if)# 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。
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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。

IS-IS のキーチェーンの設定
ここでは、IS-ISのキーチェーンの設定方法について説明します。このタスクはオプションです。

キーチェーンは IS-IS内のルータレベル（lsp-passwordコマンド）およびインターフェイスレベ
ル（hello-passwordコマンド）で設定できます。これらのコマンドでは、グローバルキーチェー
ン設定を参照して、設定されているキーチェーンのグローバルセットからセキュリティパラメー

タを取得するように IS-ISプロトコルに指示します。ルータレベルの設定（lsp-passwordコマン
ド）では、ルータで生成されるすべての IS-ISLSPと、すべてのSequenceNumber ProtocolDataUnit
（SNPDU）でキーチェーンを使用するように設定します。HELLOPDUで使用されるキーチェー
ンはインターフェイスレベルで設定され、IS-ISが設定されたインターフェイスごとに異なる値を
設定できます。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. l sp-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2 }] [ send-only ] [ snp send-only ]
4. interface type interface-path-id
5. h ello-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]
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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングをイネーブルにし、ルータをルータコン

フィギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステップ 2   

• is-typeコマンドを使用して、特定のルーティ
ングインスタンスによって実行されるルー

ティングのレベルを変更できます。

キーチェーンを設定します。l sp-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2 }]
[ send-only ] [ snp send-only ]

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-password
keychain isis_a level 1

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4   

IS-ISインターフェイスの認証パスワードを設定
します。

h ello-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2
}] [ send-only ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-password
keychain isis_b

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# 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-isis-if)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ
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目的コマンドまたはアクション

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。

IS-IS の MPLS トラフィックエンジニアリングの設定
このタスクでは、MPLS TEの IS-ISを設定する手順について説明します。このタスクはオプショ
ンです。

MPLSTEタスクおよびトンネルをサポートするルータを設定できるコマンド、IS-ISが使用できる
MPLSトンネルを設定できるコマンド、MPLS TEのトラブルシューティングの説明については、
「Implementing MPLS Traffic Engineering on 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS
Configuration Guide』」を参照してください。

はじめる前に

ルータで IS-ISのMPLS TEをイネーブルにする前に、ネットワークでMPLS Cisco IOS XRソフト
ウェア機能をサポートする必要があります。

ネットワークのトラフィックエンジニアリング部分にあるすべての IS-ISルータ上で、次のタ
スクリストのコマンドを入力する必要があります。

（注）
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MPLSトラフィックエンジニアリングでは、現在、番号なし IPリンクを介したルーティング
およびシグナリングはサポートされていません。このため、このようなリンク上には、この

機能を設定しないでください。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. mpls traffic-eng level { 1 | 2 }
5. mpls traffic-eng router-id { ip-address | interface-name interface-instance }
6. metric-style wide [ level { 1 | 2 }]
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng tunnel
9. show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng adjacency-log
10. show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng advertisements

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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングをイネーブルにし、ルータをルータコン

フィギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステップ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマン
ドを使用して、特定のルーティングインスタ

ンスによって実行されるルーティングのレベ

ルを変更できます。
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、
ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]

例：

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

ステップ 3   

指定した IS-ISレベルにMPLS TEリンク情報をフ
ラッディングするように IS-ISを実行するルータを
設定します。

mpls traffic-eng level { 1 | 2 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# mpls
traffic-eng level 1

ステップ 4   

ノードのMPLS TEルータ IDを指定した IPアドレ
スまたは指定したインターフェイスに関連付けられ

ている IPアドレスにするように指定します。

mpls traffic-eng router-id { ip-address | interface-name
interface-instance }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# mpls
traffic-eng router-id loopback0

ステップ 5   

レベル 1エリアでワイドリンクメトリックのみを
生成して受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide level 1

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-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、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-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。

◦ 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。

（任意）MPLS TEトンネル情報を表示します。show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng
tunnel

ステップ 8   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp mpls
traffic-eng tunnel

（任意）MPLS TE IS-IS隣接変更のログを表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng
adjacency-log

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp mpls
traffic-eng adjacency-log

ステップ 9   

（任意）MPLS TEから最後にフラッディングされ
た記録を表示します。

show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng
advertisements

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp mpls
traffic-eng advertisements

ステップ 10   

IS-IS の隣接関係の調整
このタスクでは、隣接状態変更のロギングをイネーブルにし、IS-IS隣接パケットのタイマーを変
更して、隣接状態のさまざまな側面を表示する方法について説明します。 IS-IS隣接を調整するこ
とにより、リンクで輻輳が発生している場合のネットワークの安定性が向上します。このタスク

はオプションです。

ポイントツーポイントリンクの場合、IS-ISはレベル 1とレベル 2に対して単一の helloだけを送
信します。これは、ポイントツーポイントリンクでの level修飾子が無意味であることを意味しま
す。ポイントツーポイントインターフェイスの helloパラメータを変更するには、levelオプショ
ンの指定を省略します。

インターフェイスサブモードで設定可能なオプションは、そのインターフェイスだけに適用され

ます。デフォルトで、値はレベル 1とレベル 2に適用されます。

hello-passwordコマンドを使用して無許可のルータや望ましくないルータとの隣接関係の形成を防
ぐことができます。この機能は、隣接関係の確立が望ましくないルータとの接続が多く見られる

LANでは特に有効です。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. log adjacency changes
4. interface type interface-path-id
5. hello-padding { disable | sometimes } [ level { 1 | 2 }]
6. hello-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
7. hello-multiplier multiplier [ level { 1 | 2 }]
8. h ello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted } password [ level { 1 | 2 }] [ send-only

]
9. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

10. show isis [ instance instance-id ] adjacency t ype interface- path-id ] [ detail ] [ systemid system-id
]

11. show isis adjacency-log
12. show isis [ instance instance-id ] interface [ type interface-path-id ] [ brief | detail ] [ level { 1 |

2 }]
13. show isis [ instance instance-id ] neighbors [ interface-type interface-instance ] [ summary ] [ detail

] [ systemid system-id ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングをイネーブルにし、ルータをルータコ

ンフィギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステップ 2   

• is-typeコマンドを使用して、特定のルー
ティングインスタンスによって実行され

るルーティングのレベルを変更できます。
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目的コマンドまたはアクション

IS-ISの隣接状態の変更時にログメッセージを
生成します（Upまたは Down）。

log adjacency changes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# log adjacency
changes

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4   

ルータの IS-ISインターフェイスの IS-IS hello
PDUのパディングを設定します。

hello-padding { disable | sometimes } [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# hello-padding
sometimes

ステップ 5   

• helloパディングはこのインターフェイス
のみに適用され、すべてのインターフェイ

スには適用されません。

ソフトウェアが送信する helloパケット間の時
間間隔を指定します。

hello-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-interval
6

ステップ 6   

ネイバーが見落とすことができる IS-IS helloパ
ケット数の最大値を指定します。見落とされた

hello-multiplier multiplier [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
hello-multiplier 10

ステップ 7   

パケット数がこの値を超えると、ルータは隣接

がダウンしていると宣言します。

•大きい値にするとネットワークが許容する
ドロップパケットの数が増加しますが、

隣接ルータの障害の検出に必要な時間も増

加します。

•隣接ルータの障害が検出されないと、逆に
より多くのパケットが失われる結果になる

可能性があります。

このシステムが helloパケットの認証を含むこ
とを指定し、ネイバーからの helloパケットの

h ello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted
} password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# hello-password
text clear mypassword

ステップ 8   

認証が成功し、隣接関係が確立することが必要

です。

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   
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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

• end

• commit

例：

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

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# 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。

（任意）IS-IS隣接を表示します。show isis [ instance instance-id ] adjacency t ype interface-
path-id ] [ detail ] [ systemid system-id ]

ステップ 10   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp
adjacency

（任意）最新の隣接状態の遷移ログを表示しま

す。

show isis adjacency-log

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis adjacency-log

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）IS-ISインターフェイスに関する情報を
表示します。

show isis [ instance instance-id ] interface [ type
interface-path-id ] [ brief | detail ] [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis interface
GigabitEthernet 0/1/0/1 brief

ステップ 12   

（任意）IS-ISネイバーに関する情報を表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] neighbors [ interface-type
interface-instance ] [ summary ] [ detail ] [ systemid system-id
]

ステップ 13   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis neighbors summary

Single-Topology IPv4 および IPv6 設定での SPF 間隔の設定
ここでは、ルータのパフォーマンスをチューニングするために SPF計算を調整する方法について
説明します。このタスクはオプションです。

SPF計算は特定のトポロジのルートを計算するため、チューニング属性はルータアドレスファミ
リコンフィギュレーションサブモード内にあります。 SPF計算は、レベル 1とレベル 2のルート
を別個に計算します。

IPv4と IPv6のアドレスファミリが single-topologyモードで使用される場合には、IPv4トポロジ用
の 1つの SPFだけが存在します。 IPv6トポロジは IPv4のトポロジを「借用」するため、IPv6用
の SPF計算は必要ありません。 single-topologyモードで SPF計算のパラメータを調整するには、
address-family ipv4 unicastコマンドを設定します。

Incremental SPFアルゴリズムは、個別にイネーブルにできます。 Incremental Shortest Path First
（ISPF）は、イネーブルにしたときにすぐには適用されません。代わりにフル SPFアルゴリズム
が使用されて、ISPFの実行に必要な状態情報の「シード」が作成されます。起動遅延により、
IS-IS再起動後の ISPFの実行が指定された期間止められます（データベースを安定させるため）。
起動遅延期間が経過した後は、ISPFがすべての SPF計算の実行について主要な役割を担います。
シード更新間隔は、iSFPの状態の同期を維持するためにフル SPFの定期的な実行を可能にしま
す。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. spf-interval {[ initial-wait initial | secondary-wait secondary | maximum-wait maximum ] ...}

[ level { 1 | 2 }]
5. ispf [ level { 1 | 2 }]
6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

7. show isis [ instance instance-id ] [[ ipv4 | ipv6 | afi-all ] [ unicast | multicast | safi-all ]] spf-log
[ level { 1 | 2 }] [ ispf | fspf | prc | nhc ] [ detail | verbose ] [ last number | first number ]

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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティ
ングをイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュ

レーションモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステッ

プ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマンド
を使用して、特定のルーティングインスタンス

によって実行されるルーティングのレベルを変

更できます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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

を開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]

例：

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

ステッ

プ 3   

（任意）連続するSPF計算の最小間隔を制御します。spf-interval {[ initial-wait initial | secondary-wait
secondary | maximum-wait maximum ] ...} [ level { 1
| 2 }]

ステッ

プ 4   •この値は、イベントがトリガーされた後の SPF
計算を遅延させ、SPFの実行の間に最小経過時
間を適用させます。
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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-isis-af)#
spf-interval initial-wait 10 maximum-wait 30

•小さすぎる値が設定された場合には、ネットワー
クが不安定なときにルータが大量の CPUリソー
スを失う可能性があります。

•大きすぎる値が設定された場合には、ネットワー
クトポロジの変更が遅延し、パケットを損失す

る結果になります。

• ISPFアルゴリズムは変更された LSPを受信する
たびにすぐ実行されるため、SPF間隔は ISPFの
実行には適用されません。

（任意）Incremental IS-IS ISPFがネットワークトポロ
ジを計算するように設定します。

ispf [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# ispf

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-isis-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-isis-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。

◦ 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

（任意）ルータがフル SPF計算を実行した頻度と、
実行理由を表示します。

show isis [ instance instance-id ] [[ ipv4 | ipv6 | afi-all
] [ unicast | multicast | safi-all ]] spf-log [ level { 1 |
2 }] [ ispf | fspf | prc | nhc ] [ detail | verbose ] [ last
number | first number ]

ステッ

プ 7   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance 1
spf-log ipv4

IS-IS のルートのカスタマイズ
ここでは、ルート機能を実行する方法について説明します。デフォルトルートを IS-ISルーティ
ングドメインに挿入する機能や別の IS-ISインスタンスで学習されたルートを再配布する機能が
含まれます。このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. set-overload-bit [ on-startup { delay | wait-for-bgp }] [ level { 1 | 2 }]
4. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
5. default-information originate [ route-policy route-policy-name ]
6. redistribute isis instance [ level-1 | level-2 | level-1-2 ] [metric metric ] [metric-type { internal

| external }] [ policy policy-name ]
7. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefix address / prefix-length [ level { 1 | 2 }]

• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [ level { 1 | 2 }]

8. maximum-paths route-number
9. distance weight [ address / prefix-length [ route-list-name ]]
10. set-attached-bit
11. 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

モードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
isp

ステップ 2   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスが自動
的にレベル 1とレベル 2になります。 is-typeコマンド
を使用して、特定のルーティングインスタンスによっ

て実行されるルーティングのレベルを変更できます。

（任意）過負荷ビットを設定します。set-overload-bit [ on-startup { delay |
wait-for-bgp }] [ level { 1 | 2 }]

ステップ 3   

NSF再起動が再起動中に過負荷ビットを設定しな
いため、設定された過負荷ビットの動作はNSFの
再起動に適用されません。

（注）

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
set-overload-bit

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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しま

す。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast |
multicast ]

例：

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

ステップ 4   

（任意）IPv4または IPv6のデフォルトルートを IS-ISルー
ティングドメインに挿入します。

default-information originate [ route-policy
route-policy-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
default-information originate

ステップ 5   

• route-policyキーワードと route-policy-name引数によ
り、IPv4または IPv6のデフォルトルートをアドバタ
イズする条件を指定します。

• route-policyキーワードを省略すると、IPv4または IPv6
のデフォルトルートは無条件にレベル 2でアドバタイ
ズされます。

（任意）ある IS-ISインスタンスから別のインスタンスに
ルートを再配布します。

redistribute isis instance [ level-1 | level-2 |
level-1-2 ] [ metric metric ] [ metric-type {
internal | external }] [ policy policy-name ]

ステップ 6   

•この例では、IS-ISインスタンスは別の IS-ISインスタ
ンスからのレベル 1ルートを再配布します。

   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 4.3.x

366 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの IS-IS の実装
IS-IS のルートのカスタマイズ



目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
redistribute isis 2 level-1

（任意）レベル 1-2ルータがサマリーをアドバタイズする
ときに直接レベル 1プレフィックスをアドバタイズするの

次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• summary-prefix address / prefix-length
[ level { 1 | 2 }] ではなく、レベル 1 IPv4および IPv6プレフィックスをレベ

ル 2で集約できるようにします。
• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length
[ level { 1 | 2 }] •この例では、IPv4アドレスおよびマスクを指定しま

す。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
summary-prefix 10.1.0.0/16 level 1

または

•この例では IPv6プレフィックスを指定し、コマンドは
RFC2373に記載された形式にする必要があり、16ビッ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
summary-prefix 3003:xxxx::/24 level 1

ト値をコロンで区切った 16進でアドレスを指定しま
す。

• IPv6プレフィックスは IPv6ルータアドレスファミリ
コンフィギュレーションサブモードでのみ設定でき、

IPv4プレフィックスは IPv4ルータアドレスファミリ
コンフィギュレーションサブモードでのみ設定できま

す。

（任意）ルーティングテーブルで許可されるパラレルパス

の最大数を設定します。

maximum-paths route-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
maximum-paths 16

ステップ 8   

（任意）IS-ISプロトコルにより発見されたルートに割り当
てられるアドミニストレーティブディスタンスを定義しま

す。

distance weight [ address / prefix-length [
route-list-name ]]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
distance 90

ステップ 9   

• IPv4と IPv6で異なるアドミニストレーティブディス
タンスを適用できます。

（任意）IS-ISインスタンスにレベル 1LSP内の attachedビッ
トを設定します。

set-attached-bit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
set-attached-bit

ステップ 10   

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 11   
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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-isis-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、コンフィギュレー

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
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。

MPLS LDP IS-IS 同期の設定
このタスクは、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ラベル配布プロトコル（LDP）
IS-IS同期をイネーブルにする方法について説明します。MPLS LDP同期は、インターフェイス
コンフィギュレーションモードで、アドレスファミリに対してイネーブルにすることができま

す。 IPv4ユニキャストアドレスファミリのみがサポートされます。このタスクはオプションで
す。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. interface type interface-path-id
4. address-family ipv4 unicast
5. mpls ldp sync [ level { 1 | 2 }]
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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングを
イネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーショ

ンモードにします。

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステップ 2   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスが自
動的にレベル 1とレベル 2になります。 is-typeコ
マンドを使用して、特定のルーティングインスタ

ンスによって実行されるルーティングのレベルを

変更できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 3   

IPv4アドレスファミリを指定し、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します。

address-family ipv4 unicast

例：

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

GigabitEthernet 0/1/0/3インターフェイスの IPv4アドレ
スファミリに対してMPLS LDP同期をイネーブルにし
ます。

mpls ldp sync [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# mpls
ldp sync level 1

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-isis-if-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-isis-if-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。

Multicast-Intact のイネーブル化
このオプションの手順では、IPv4および IPv6アドレスを使用する IS-ISルータの multicast-intact
をイネーブルにする方法について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. mpls traffic-eng multicast-intact
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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
isp

ステップ 2   

モードにします。この例では、IS-ISインスタンスは ispと
呼ばれます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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し

ます。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast |
multicast ]

例：

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

ステップ 3   

multicast-intactをイネーブルにします。mpls traffic-eng multicast-intact

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# mpls
traffic-eng multicast-intact

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
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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-isis-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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
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。

IS-IS インターフェイスルートのタギング
このオプションの手順では、IS-ISインターフェイスの接続されたルートにタグを関連付ける方法
について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2 }]
5. exit
6. interface type number
7. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
8. tag tag
9. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

10. show isis [ ipv4 | ipv6 | afi-all ] [ unicast | multicast | safi-all ] route [ detail ]

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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティング
をイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレー

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステップ 2   

ションモードにします。この例では、IS-ISインスタ
ンスは ispと呼ばれます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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

を開始します。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast
]

例：

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

ステップ 3   

レベル 1エリアでワイドリンクメトリックのみを生
成して受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide level 1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了して、ルータをルータコンフィギュレー

ションモードに戻します。

exit

例：

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

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。

interface type number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 6   

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、アド
レスファミリコンフィギュレーションモードを開始

します。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast
]

例：

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

ステップ 7   

アドバタイズされた接続されたルートに関連付けるタ

グの値を設定します。

tag tag

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# tag
3

ステップ 8   

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-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-isis-if-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。

◦ 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。

タグ情報を表示します。すべてのタグが RIBに存在
することを確認します。

show isis [ ipv4 | ipv6 | afi-all ] [ unicast |
multicast | safi-all ] route [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# show
isis ipv4 route detail

ステップ 10   

RIB へのプレフィックスの追加のプライオリティ設定
このオプションの手順では、指定されたプレフィックスをRIBに追加するプライオリティ（順序）
の設定方法について説明します。プレフィックスは、アクセスリスト（ACL）、プレフィックス
リスト、またはタグ値の照合を使用して選択できます。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2 }]
5. spf prefix-priority [ level { 1 | 2 }] { critical | high | medium } { access-list-name | tag tag }
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   
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目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis
isp

ステップ 2   

モードにします。この例では、IS-ISインスタンスは isp
と呼ばれます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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し

ます。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast |
multicast ]

例：

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

ステップ 3   

レベル 1エリアでワイドリンクメトリックのみを生成し
て受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2
}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide level 1

ステップ 4   

値が 3のタグが付けられたすべてのルートを先にインス
トールします。

spf prefix-priority [ level { 1 | 2 }] { critical
| high | medium } { access-list-name | tag tag
}

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# spf
prefix-priority high tag 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 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-isis-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、コンフィギュレー

または

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

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。

IP/LDP高速再ルーティングの設定
このオプションの手順では、リンク障害周辺のトラフィックフローを収束させるために IP/LDP
高速再ルーティング計算をイネーブルにする方法について説明します。

ブロードキャストリンク上のノード保護をイネーブルにするには、IS-ISのインターフェイス
上で 高速再ルーティングおよび双方向フォワーディング検出（BFD）をイネーブルにする必
要があります。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. interface type interface-path-id
4. circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }
5. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
6. fast-reroute {per-link | per-prefix}
7. 次のいずれかを実行します。

• fast-reroute per-link { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix { level { 1 | 2 }}

8. 次のいずれかを実行します。

• fast-reroute per-link exclude interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix exclude interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

9. 次のいずれかを実行します。

• fast-reroute per-link lfa-candidate interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix lfa-candidate interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

10. 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティ
ングをイネーブルにし、ルータをルータコン

router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router isis isp

ステップ 2   

フィギュレーションモードにします。この例で

は、IS-ISインスタンスは ispと呼ばれます。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface POS
0/1/0/3

ステップ 3   

（任意）隣接関係のタイプを設定します。circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# circuit-type
level-1

ステップ 4   

アドレスファミリを指定し、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

します。

address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]

例：

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

ステップ 5   

•この例では、ユニキャスト IPv4アドレス
ファミリを指定します。

高速再ルーティング計算をリンクごとまたはプ

レフィックスごとに設定します。

fast-reroute {per-link | per-prefix}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router8(config-isis-if-af)#
fast-reroute per-link

ステップ 6   

• per-link：プレフィックスに依存しないリ
ンクごとの計算に使用します。

• per-prefix：プレフィックス依存の計算に使
用します。

あるレベルの高速再ルーティングのリンク単位

またはプレフィックス単位の計算を設定します。

レベル 1またはレベル 2を使用します。

次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• fast-reroute per-link { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix { level { 1 | 2 }}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-link level 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-prefix level 2

高速再ルーティング計算からインターフェイス

を除外します。

次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• fast-reroute per-link exclude interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix exclude interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}
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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-isis-if-af)#fast-reroute
per-link exclude interface Loopback0 level 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-prefix exclude interface POS0/6/0/0 level 2

インターフェイスを高速再ルーティング計算の

LFAの候補に含めるよう設定します。
次のいずれかを実行します。ステップ 9   

• fast-reroute per-link lfa-candidate interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix lfa-candidate interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-link lfa-candidate interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
level 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-prefix lfa-candidate interface
MgmtEth0/RP1/CPU0/0 level 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 10   •• 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-isis-if-af)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-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
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目的コマンドまたはアクション

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。

IS-IS 過負荷ビット無効化の設定
ここでは、IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにする方法について説明します。

はじめる前に

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、次のCisco IOSXR機能をサポートするネットワークでのみ有効
です。

• MPLS

• IS-IS

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng path-selection ignore overload

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   

IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにし
ます。

mpls traffic-eng path-selection ignore overload

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng
path-selection ignore overload

ステップ 2   
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IS-IS の実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

シングルトポロジ IS-IS for IPv6 の設定：例
次に、single-topologyモードのイネーブル化の例を示します。 IS-ISインスタンスが作成され、NET
が定義され、インターフェイス上で IPv6が IPv4と共に設定され、IPv4リンクトポロジが IPv6で
使用されます。

この設定は、POSインターフェイス 0/3/0/0が IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方の隣接関係を
形成できるようにします。

router isis isp
net 49.0000.0000.0001.00
address-family ipv6 unicast
single-topology
interface POS0/3/0/0
address-family ipv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
exit

!
interface POS0/3/0/0
ipv4 address 10.0.1.3 255.255.255.0
ipv6 address 2001::1/64

マルチトポロジ IS-IS for IPv6 の設定：例
次に、IPv6に設定されているマルチトポロジ IS-ISを示します。

router isis isp
net 49.0000.0000.0001.00
interface POS0/3/0/0
address-family ipv6 unicast
metric-style wide level 1
exit

!
interface POS0/3/0/0
ipv6 address 2001::1/64

複数インスタンス間での IS-IS ルートの再配布：例
次に、set- attached-bit および redistributeコマンドの使用例を示します。レベル 1に制限された
インスタンス「1」とレベル 2に制限されたインスタンス「2」の 2つのインスタンスが設定され
ています。
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再配布を使用してレベル 1のインスタンスからレベル 2のインスタンスにルートが伝播します。
レベル 1のルートが優先されるように、レベル 2インスタンスのアドミニストレーティブディス
タンスが明示的に大きく設定されていることに注目してください。

レベル 1インスタンスはレベル 2インスタンスへの再配布ルートであることから、レベル 1イン
スタンスには attachedビットが設定されています。このため、インスタンス「1」はエリアから
バックボーンへ到達するための適切な候補になります。

router isis 1
is-type level-2-only
net 49.0001.0001.0001.0001.00
address-family ipv4 unicast
distance 116
redistribute isis 2 level 2

!
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
address-family ipv4 unicast
!
!
router isis 2
is-type level-1
net 49.0002.0001.0001.0002.00
address-family ipv4 unicast
set

-attached
-bit

!
interface GigabitEthernet 0/1/0/0
address-family ipv4 unicast

ルートのタギング：例

次に、ルートのタギングの例を示します。

route-policy isis-tag-55
end-policy
!
route-policy isis-tag-555
if destination in (5.5.5.0/24 eq 24) then
set tag 555
pass

else
drop

endif
end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1
5.5.5.0/24 Null0
!
!
router isis uut
net 00.0000.0000.12a5.00
address-family ipv4 unicast
metric-style wide
redistribute static level-1 route-policy isis-tag-555
spf prefix-priority critical tag 13
spf prefix-priority high tag 444
spf prefix-priority medium tag 777
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IS-IS 過負荷ビット無効化の設定：例
次に、IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng path-selection ignore overload
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

次に、IS-IS過負荷ビット無効化を非アクティブにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# no mpls traffic-eng path-selection ignore overload
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

次の作業
他の IPルーティングプロトコルを実装するには、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Configuration Guide』の次のドキュメントモジュールを参照してください。

•「OSPFの実装」

•「BGPの実装」

•「EIGRPの実装」

•「RIPの実装」

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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

IS-ISコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用

に関する注意事項、および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』の「
Implementing MPLS Traffic Engineering on Cisco
ASR 9000 Series Router」モジュール

MPLS TE機能情報

『Intermediate System-to-Intermediate System
(IS-IS) TLV』： http://www.cisco.com/en/US/tech/
tk365/technologies_tech_
note09186a0080094bbd.shtml

IS-IS TLV
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マニュアルタイトル関連項目

『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）

標準

タイトル標準

『Routing IPv6 with IS-IS』（Christian E. Hopps）Draft-ietf-isis-ipv6-05.txt

『M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in IS-IS』
（Tony Przygienda、Naiming Shen、Nischal
Sheth）

Draft-ietf-isis-wg-multi-topology-06.txt

『IS-IS Extensions for Traffic Engineering』（Henk
Smit、Toni Li）

Draft-ietf-isis-traffic-05.txt

『Restart Signaling for IS-IS』（M. Shand、Les
Ginsberg）

Draft-ietf-isis-restart-04.txt

『Point-to-point operation over LAN in link-state
routing protocols』（Naiming Shen）

Draft-ietf-isis-igp-p2p-over-lan-05.txt

『IP Fast Reroute Framework』（M. Shand、S.
Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txt

『A Framework for Loop-free Convergence』（M.
Shand、S. Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txt

MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの
場所を特定してダウンロードするには、次の

URLにある Cisco MIB Locatorを使用して、
[Cisco Access Products]メニューからプラット
フォームを選択します。 http://cisco.com/public/
sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—
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RFC

タイトルRFC

『OSI IS-IS Intra-domain Routing Protocol』RFC 1142

『Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual
Environments』

RFC 1195

『Dynamic Hostname Exchange Mechanism for
IS-IS』

RFC 2763

『Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level
IS-IS』

RFC 2966

『IS-IS Mesh Groups』RFC 2973

『IS-IS Transient Blackhole Avoidance』RFC 3277

『Three-Way Handshake for IS-IS Point-to-Point
Adjacencies』

RFC 3373

『IS-IS Cryptographic Authentication』RFC 3567

『IS-IS Management Information Base』RFC 4444

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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第 6 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の
実装

Open Shortest Path First（OSPF）は、Internet Engineering Task Force（IETF）の OSPFワーキング
グループによって開発された内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。OSPFは特に IPネット
ワーク向けに設計されており、IPサブネット化、および外部から取得したルーティング情報のタ
ギングをサポートしています。OSPFを使用するとパケット認証も可能になり、パケットを送受
信するときに IPマルチキャストが使用されます。

OSPF Version 3（OSPFv3）は OSPF Version 2を拡張し、IPv6ルーティングプレフィックスのサ
ポートを提供します。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでOSPFの両方のバージョンを実装するた
めに必要な概念と作業について説明します。特に記載のないかぎり、用語「OSPF」は両方のバー
ジョンのルーティングプロトコルを意味します。

Cisco IOS XRソフトウェアのOSPFについての詳細情報、およびこのモジュールに記載されて
いるOSPFコマンドの詳細説明については、このモジュールの関連資料,（508ページ）の項を
参照してください。設定作業を実行中に表示されることのある他のコマンドのドキュメント

を検索するには、オンラインで 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands
Master List』を検索してください。

（注）

OSPF の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2
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変更内容リリース

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2SPFプレフィックスのプライオリティ付け。

• IP高速再ルーティングループフリー代替の計算

• OSPF Version 3のウォームスタンバイ

リリース 3.9.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

•プレフィックスごとの OSPFv2高速再ルーティング
の計算

• OSPFv3ノンストップルーティング（NSR）

リリース 4.2.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2 VRF Lite

• OSPFv3タイマーの更新

リリース 4.3.0

• OSPFの実装の前提条件 , 388 ページ

• OSPFの実装に関する情報 , 389 ページ

• OSPFの実装方法 , 417 ページ

• IP高速再ルーティングループフリー代替の設定, 496 ページ

• OSPFの実装の設定例 , 500 ページ

• 次の作業, 508 ページ

• その他の関連資料, 508 ページ

OSPF の実装の前提条件
次に、Cisco IOS XRソフトウェアで OSPFを実装するための前提条件を示します。

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

• OSPFv3の設定作業では、IPv6のアドレッシングと基本概念について精通していることを前
提としています。 IPv6のルーティングとアドレッシングの情報については、『CiscoASR9000
Series Aggregation Services Router IP Addresses and Services Configuration Guide』の「Implementing
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Network Stack IPv4 and IPv6 on Cisco ASR 9000シリーズルータ」モジュールを参照してくだ
さい。

•インターフェイスでOSPFv3をイネーブルにする前に、次の手順を実行する必要があります。

◦ご使用の IPv6ネットワークに対する OSPFネットワーク戦略と計画を完成させます。
たとえば、複数のエリアが必要かどうかを決定します。

◦インターフェイスで IPv6をイネーブルにします。

•認証（IPセキュリティ）の設定はオプションの作業です。認証を設定する場合、プレーン
テキスト認証とMessageDigest 5（MD5）認証のどちらを設定するかについて、また、認証を
エリア全体に適用するか特定のインターフェイスに適用するかについて最初に決定する必要

があります。

OSPF の実装に関する情報
OSPFを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

OSPF 機能の概要
OSPFは、IP用のルーティングプロトコルです。これは、ディスタンスベクトルプロトコルでは
なく、リンクステートプロトコルです。リンクステートプロトコルは、送信元マシンと宛先マ

シンを接続するリンクの状態に基づいて、ルーティングの決定を行います。リンクステートは、

インターフェイスと、その隣接ネットワーキングデバイスとの関係を説明するものです。イン

ターフェイス情報には、インターフェイスの IPアドレス、ネットワークマスク、接続されている
ネットワークの種類、そのネットワークに接続されているルータなどがあります。この情報は、

さまざまなタイプのリンクステートアドバタイズメント（LSA）によって伝播します。

ルータは受信した LSAデータの集まりをリンクステートデータベースに格納します。このデー
タベースにはこのルータのリンクの LSAデータが含まれます。ダイクストラアルゴリズムが採
用されている場合、データベースの内容からデータが抽出されて OSPFルーティングテーブルが
作成されます。データベースとルーティングテーブルの違いは、データベースにはすべての raw
データが含まれており、ルーティングテーブルには特定のルータインターフェイスポートを介

した既知の宛先への最短パスのリストが含まれていることです。

OSPFは大規模ネットワークにまで拡張できるため、IGPとして適しています。エリアを使用し
てネットワークをより管理しやすい大きさに分割すると共に、ネットワークに階層を導入します。

ルータはネットワークの 1つのエリアまたは複数のエリアに接続されます。エリア内のすべての
ネットワーキングデバイスは、デバイスが属するエリア内のみのリンクステートがすべて揃っ

た、同じデータベース情報を維持します。ネットワーク内のすべてのリンクステートについての

情報は持ちません。エリア内のルータ間におけるデータベース情報の合意はコンバージェンスと

呼ばれます。

ドメイン内レベルで、OSPFは Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）を使用して取得
したルートを取り込むことができます。 OSPFルートを IS-ISに伝達することもできます。ドメ
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イン間レベルで、OSPFはボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使用して取得したルート
を取り込むことができます。 OSPFルートを BGPに伝達することもできます。

Routing Information Protocol（RIP）とは異なり、OSPFは定期的なルーティングアップデートを送
信しません。 OSPFルータはネイバーになると、データベースを交換および同期することによっ
て隣接関係を確立します。その後、変更されたルーティング情報だけが伝播されます。エリア内

のすべてのルータは自分のリンクのコストとステートをアドバタイズします。この情報はLSA内
で送られます。このステート情報は、1ホップ先のすべての OSPFネイバーに送られます。その
後すべてのOSPFネイバーは、ステート情報を変更せずに送信します。このフラッディングプロ
セスは、エリア内のすべてのデバイスが同じリンクステートデータベースを持つまで続けられま

す。

宛先への最適なルートを決定するために、宛先へのルートに含まれるリンクのすべてのコストが

ソフトウェアによって合計されます。各ルータが別のネットワーキングデバイスからルーティン

グ情報を受信した後で、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムが実行されて、データベース内の
各宛先ネットワークへの最適なパスが計算されます。

OSPFを実行しているネットワーキングデバイスは、ネットワーク内のトポロジの変化を検出し
て、リンクステートアップデートをネイバーにフラッディングし、新しいトポロジビューをすぐ

に収束させます。ネットワーク内の各OSPFルータは、すぐに再び同じトポロジビューを持ちま
す。 OSPFは、同じ宛先に対する複数の等コストのパスを許容します。すべてのリンクステート
情報がフラッディングされて SPF計算に使用されるため、複数の等コストパスが計算されてルー
ティングに使用されることがあります。

ブロードキャストネットワークおよび非ブロードキャストマルチアクセス（NBMA）ネットワー
クでは、指定ルータ（DR）またはバックアップ DRが LSAフラッディングを実行します。ポイ
ントツーポイントネットワークでは、フラッディングは単にインターフェイスからネイバーに直

接送信されます。

OSPFは直接 IPの上で実行され、TCPやユーザデータグラムプロトコル（UDP）を使用しませ
ん。OSPFはパケットヘッダーおよび LSAのチェックサムを使用してそれ自体でエラー訂正を実
行します。

OSPFv3は、基本概念はOSPFVersion2と同じですが、IPv6の拡大されたアドレスサイズのサポー
トが追加されています。 IPv6のアドレスとプレフィックスを伝送するために新しい LSAタイプ
が作成され、個々の IPサブネットベースではなく、個々のリンクベースでプロトコルが実行さ
れます。

OSPFは通常多くの内部ルータ間の調整を必要とします。このようなルータには、複数のエリアに
接続されたエリア境界ルータ（ABR）や、他のソース（IS-IS、BGP、静的ルートなど）からの再
ルーティングを OSPFトポロジに伝達する自律システム境界ルータ（ASBR）があります。 OSPF
ベースのルータまたはアクセスサーバの最小設定では、すべてのデフォルトパラメータ値、およ

びエリアに割り当てられたインターフェイスが使用され、認証は行われません。環境をカスタマ

イズする場合は、すべてのルータの調和が取れた設定が必要です。

Cisco IOS XR ソフトウェアの OSPF 実装でサポートされる主要機能
Cisco IOS XRソフトウェアの OSPF実装は、Internet RFC 2328および RFC 2740で詳述されている
OSPF Version 2および OSPF Version 3の仕様にそれぞれ準拠しています。
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次の主要な機能がCisco IOS XRソフトウェアの実装でサポートされています。

•階層：CLI階層がサポートされます。

•継承：CLI継承がサポートされます。

•スタブエリア：スタブエリアの定義がサポートされています。

• NSF：ノンストップフォワーディングがサポートされています。

• SPFスロットリング：Shortest Path Firstスロットリング機能がサポートされています。

• LSAスロットリング：LSAスロットリング機能がサポートされています。

•高速コンバージェンス：SPFおよびLSAのスロットルタイマーが設定されると高速コンバー
ジェンスが設定されます。 OSPF LSAスロットリング機能は、ネットワークが不安定な間、
OSPFでの LSAアップデートを低速化するためのダイナミックメカニズムを提供します。
さらにLSAスロットリングは、LSAのレート制限をミリ秒単位で指定することにより、OSPF
コンバージェンス時間の短縮が可能になります。

•ルート再配布：任意の IPルーティングプロトコルを使用して学習されたルートを、別の IP
ルーティングプロトコルで再配布できます。

•認証：エリア内の隣接ルータ間でのプレーンテキスト認証およびMD5認証がサポートされ
ています。

•ルーティングインターフェイスパラメータ：サポートされる設定可能なパラメータには、
インターフェイス出力コスト、再送信インターバル、インターフェイス送信遅延、ルータプ

ライオリティ、ルータの「dead」インターバルとhelloインターバル、認証キーなどがありま
す。

•仮想リンク：仮想リンクがサポートされています。

• Not-So-Stubby Area（NSSA）：RFC 1587がサポートされます。

•デマンド回線上の OSPF：RFC 1793がサポートされています。

Cisco IOS XR ソフトウェアの OSPFv3 と OSPFv2 の比較
OSPFv3プロトコルの大半は OSPFv2と同じです。 OSPFv3は RFC 2740に記載されています。

Cisco IOS XRソフトウェアの OSPFv3プロトコルと OSPFv2プロトコルの主な相違点は、次のと
おりです。

• OSPFv2を拡張した OSPFv3では、IPv6ルーティングプレフィックスとサイズの大きい IPv6
アドレスのサポートを提供しています。

• NBMAインターフェイスをOSPFv3で使用する場合、ユーザは、ネイバーのリストを使用し
てルータを手動で設定する必要があります。隣接ルータはネイバーに接続されたインター

フェイスのリンクローカルアドレスによって識別されます。

• OSPFv2とは異なり、複数の OSPFv3プロセスをリンク上で実行できます。
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• OSPFv3の LSAは、「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス
長」として表現されます。

•ルータ IDは IPv6アドレスとは無関係な 32ビットの数値です。

OSPF の階層 CLI および CLI 継承
Cisco IOS XRソフトウェアには、階層 CLIおよび CLI継承で構成される新しい OSPFコンフィ
ギュレーションの基礎が導入されています。

階層 CLIとは、定義された階層レベル（ルータレベル、エリアレベル、インターフェイスレベ
ルなど）で、ネットワークコンポーネント情報がグループ化されたものです。階層 CLIを使う
と、OSPFの設定、メンテナンス、トラブルシューティングをより簡単に行えます。コンフィギュ
レーションコマンドが一緒に階層コンテキストに表示されると、視覚的な検査が簡単になりま

す。階層 CLIはサポートされる CLI継承自体に備わっています。

CLI継承を使うと、エリアやインターフェイスのパラメータを明示的に設定する必要がありませ
ん。 Cisco IOS XRソフトウェアでは、同じエリアのインターフェイスのパラメータだけを 1つの
コマンドで設定できます。また、エリアコンフィギュレーションレベルやルータOSPFコンフィ
ギュレーションレベルなどの高い階層レベルからパラメータ値を継承できます。

たとえば、インターフェイスの hello interval値は、IFステートメントの優先順位によって次のよ
うに決まります。

インターフェイスコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合
は、インターフェイスに設定されている値を使用します。

エリアコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合は、エリア
に設定されている値を使用します。

ルータコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合は、ルータ
設定されている値を使用します。

その他の場合は、コマンドのデフォルト値を使用します。

階層 CLIおよび CLI継承を理解すると、設定時間を大幅に短縮できます。これらの基礎を理
解するには、OSPFVersion 2の異なる階層レベルでの認証の設定, （429ページ）を参照してく
ださい。また、Cisco IOSXRソフトウェアの例については、OSPFの実装の設定例 ,（500ペー
ジ）を参照してください。

ヒント

OSPF ルーティングコンポーネント
OSPFを実装する前に、ルーティングコンポーネントの概要とその使用目的を把握する必要があ
ります。これらは自律システム、エリアタイプ、内部ルータ、ABR、およびASBRで構成されま
す。
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次の図に、OSPFネットワークのトポロジのルーティングコンポーネントを示します。

図 15：OSPF ルーティングコンポーネント

自律システム

自律システムは、同じ管理制御下で、相互にルーティング情報を共有するネットワークの集合で

す。自律システムは、ルーティングドメインとも呼ばれます。図 15：OSPFルーティングコン
ポーネント, （393ページ）には、2つの自律システムである 109と 65200が示されています。AS
は 1つまたは複数の OSPFエリアで構成されます。

エリア

エリアでは、自律システムをより小さく管理しやすいネットワークや隣接ネットワークのセット

に再分割できます。図 15：OSPFルーティングコンポーネント, （393ページ）で示されるよう
に、自律システム 109はエリア 0、エリア 1、エリア 2の 3つのエリアから構成されます。

OSPFは 1つのエリアのトポロジをその他の自律システムから見えないようにします。 1つのエリ
アのネットワークトポロジはそのエリア内のルータにのみ認識されます。 OSPFルーティングが
エリア内にある場合、そのルーティングはエリア内ルーティングと呼ばれます。このルーティン

グは、ネットワークにフラッディングするリンクステート情報量を制限して、ルーティングトラ

フィックを少なくします。各ルータのトポロジ情報のサイズも小さくし、各ルータの処理と必要

なメモリを節約します。
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また、エリア内のルータはエリア外の詳細なネットワークトポロジを見ることはできません。こ

のようにトポロジ情報の開示が制限されているため、自律システム全体が 1つのルーティングド
メインであるときに、エリア間のトラフィックフローを制御して、ルーティングトラフィックを

少なくすることができます。

バックボーンエリア

バックボーンエリアは、自律システムの複数エリア間でルーティング情報を配布する役割を担当

します。エリアの外で発生する OSPFルーティングをエリア間ルーティングと呼びます。

エリアのプロパティはすべてバックボーン自体にあります。これは、バックボーンだけにある

ABR、ルータ、ネットワークで構成されます。図 15：OSPFルーティングコンポーネント, （393
ページ）に示されるように、エリア 0は OSPFバックボーンエリアです。すべての OSPFバック
ボーンエリアでは、0.0.0.0の IDが予約されています。

スタブエリア

スタブエリアは、ルートアドバタイズメントや、エリアの外部にあるネットワークの詳細情報を

受け入れないエリアです。スタブエリアには、通常、エリアと他の自律システムとのインター

フェイスになるルータが 1つだけがあります。スタブ ABRは、外部の宛先への単一のデフォル
トルートをスタブエリアにアドバタイズします。スタブエリア内のルータはエリア外の宛先お

よび自律システムに対してこのルートを使用します。この関係は、エリアにフラッディングされ

た外部 LSAを格納するためにも使用される LSAデータベースのスペースを節約します。図 15：
OSPFルーティングコンポーネント, （393ページ）で、エリア 2はABR 2を経由してのみ到達す
るスタブエリアです。エリア 0はスタブエリアにはできません。

Not So Stubby Area

Not-So-Stubby Area（NSSA）はスタブエリアに似ています。 NSSAはコアからエリアへとタイプ
5の外部 LSAをフラッディングしませんが、限定的に自律システム外部ルートをエリア内にイン
ポートできます。

NSSAは、再配布によって、タイプ7の自律システムの外部ルートをNSSAエリア内部にインポー
トできます。これらのタイプ 7の LSAは、NSSAの ABRによってタイプ 5の LSAに変換され、
ルーティングドメイン全体にフラッディングされます。変換中は集約とフィルタリングがサポー

トされます。

異なるルーティングプロトコルを使用するリモートサイトにOSPFを使用する中央サイトを接続
する必要があるネットワーク管理者であれば、管理を簡素化するために NSSA使用します。

スタブエリアにはリモートサイトのルートが再配布されないため、NSSAが実装される前は、企
業サイトの境界ルータとリモートルータ間の接続にOSPFスタブエリアを利用できず、2つのルー
ティングプロトコルを維持する必要がありました。 RIPのようなシンプルなプロトコルを実行し
て再配布を処理する方法が一般的でした。 NSSAが実装されたことで、企業ルータとリモート
ルータ間のエリアを NSSAとして定義することにより、NSSAで OSPFを拡張してリモート接続
をカバーできます。エリア 0を NSSAにすることはできません。
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ルータ

OSPFネットワークは ABR、ASBR、内部ルータで構成されます。

エリア境界ルータ

エリア境界ルータ（ABR）は複数のエリアのネットワークに直接接続する複数のインターフェイ
スを持つルータです。ABRはOSPFアルゴリズムのコピーを個別に実行し、バックボーンエリア
を含む、アタッチされる各エリアに対する個別のルーティングデータを保持します。また、ABR
はアタッチされたエリアの設定の集約をバックボーンエリアに送り、バックボーンエリアではこ

の情報を自律システム内の他の OSPFエリアに配布します。図 15：OSPFルーティングコンポー
ネント, （393ページ）には 2つのABRがあります。ABR 1はバックボーンエリアに対するエリ
ア 1のインターフェイスとなります。ABR 2はスタブエリアであるエリア 2に対するバックボー
ンエリア 0のインターフェイスとなります。

自律システム境界ルータ（ASBR）

自律システム境界ルータ（ASBR）を使用すると、1つの自律システムから別のシステムに接続で
きるようになります。ASBRは自律システムルーティング情報を他の自律システムの境界ルータ
と交換します。自律システム内のすべてのルータは、その自律システムの境界ルータに到達する

方法を情報として保有しています。

ASBRは、BGPなどの他のプロトコルから外部ルーティング情報をインポートして、それらをネッ
トワークにAS-External（ASE）タイプ 5LSAとして再配布できます。Cisco IOSXRルータがASBR
の場合、コンテンツの VIPアドレスを自律システムの外部ルートとしてアドバタイズするように
ルータを設定できます。このようにして、ASBRは OSPFネットワーク内のルータに外部ネット
ワークに関する情報をフラッディングします。

ASBRルートは、タイプ 1またはタイプ 2の ASEとしてアドバタイズできます。タイプ 1とタイ
プ 2ではコストの計算方法が異なります。タイプ 2 ASEでは、同じ宛先への複数パスを比較する
とき、外部コスト（メトリック）のみが考慮されます。タイプ 1 ASEでは、外部コストと ASBR
に到達するためのコストの組み合わせが使用されます。タイプ 2の外部コストがデフォルトであ
り、常にOSPFルートよりコストがかかるため、OSPFルートが存在しない場合にのみ使用されま
す。

内部ルータ

内部ルータ（図 15：OSPFルーティングコンポーネント, （393ページ）の R1など）は 1領域に
接続されます（たとえば、すべてのインターフェイスを同じエリアに存在します）。

OSPF プロセスおよびルータ ID
OSPFプロセスは、物理ルータで OSPFを実行している論理ルーティングエンティティです。シ
ステム管理者（Cisco IOS XRソフトウェアの所有者と呼ばれる）が物理ボックスをパーティショ
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ンで個別のルータに区切ることができる論理ルーティング機能がありますが、その機能とこの論

理ルーティングエンティティを混同しないでください。

物理ルータは複数の OSPFプロセスを実行できます。ただし、複数のプロセスを実行するのは、
複数のOSPFドメインに接続する場合のみです。各プロセスにはそれぞれのリンクステートデー
タベースがあります。ルーティングテーブルのルートはリンクステートデータベースから計算

されます。ルートが再配布されないかぎり、1つの OSPFプロセスは別の OSPFプロセスとルー
トを共有しません。

各OSPFプロセスは、ルータ IDで識別されます。ルータ IDはルーティングドメイン全体で一意
である必要があります。 OSPFはルータ IDを優先度の高い順に次の送信元から取得します。

•デフォルトでは、OSPFプロセスが初期化されると、チェックポイントデータベースにrouter-id
があるかどうかをチェックします。

•ルータコンフィギュレーションモードでOSPF router-idコマンドによって指定された 32ビッ
トの数値。（この値には任意の 32ビット値を指定できます。このルータのインターフェイ
スに割り当てられた IPv4アドレス以外のアドレスを設定できます。また、ルーティング可能
な IPv4アドレスでなくてもかまいません。）

• ITALが選択した router-id。

• OSPFプロセスが実行されているインターフェイスのプライマリ IPv4アドレス。 OSPFイン
ターフェイスの最初のインターフェイスアドレスが選択されます。

ルータコンフィギュレーションモードで router-idコマンドを使用してルータ IDを設定すること
を推奨します。個別のOSPFプロセスは同じルータ IDを共有できますが、その場合、それらのプ
ロセスは同じ OSPFルーティングドメインには存在できません。

サポート対象 OSPF ネットワークタイプ
OSPFは異なるメディアを次のタイプのネットワークに分類します。

• NBMAネットワーク

•ポイントツーポイントネットワーク（POS）

•ブロードキャストネットワーク（ギガビットイーサネット）

•ポイントツーマルチポイント

ブロードキャストまたは NBMAネットワークで Cisco IOS XRネットワークを設定できます。た
とえば、ユーザのネットワークにあるルータでマルチキャストアドレッシングがサポートされな

い場合に、この機能を使用してブロードキャストネットワークを NBMAネットワークとして設
定できます。
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OSPF のルート認証方法
OSPFVersion 2は 2種類の認証（プレーンテキスト認証とMD5認証）をサポートします。デフォ
ルトでは、認証はイネーブルになっていません（RFC 2178ではヌル認証と呼ばれます）。

OSPV Version 3では、キーロールオーバーを除くすべてのタイプの認証がサポートされていま
す。

プレーンテキスト認証

プレーンテキスト認証（タイプ 1認証とも呼ばれる）では、物理メディアを移動するパスワード
を使用します。この認証は、アクセス権限を持ないユーザや、ネットワークに接続するパスワー

ドを使用できないユーザでも簡単に見ることができます。そのため、プレーンテキスト認証はセ

キュリティで保護されません。プレーンテキスト認証はOSPFインターフェイスの誤った実装や
設定ミスにより、間違った OSPFパケットが送信されることを防止できる場合があります。

MD5 認証
MD5認証はセキュリティで保護されます。パスワードは物理メディアに移動されません。その
代わり、ルータではMD5を使用して、OSPFパケットとキーのメッセージダイジェストが生成さ
れ、このメッセージダイジェストが物理メディアに送信されます。MD5認証を使用すると、未
認証または悪意のあるルーティングアップデートをルータで受け取らないようにできますが、ト

ラフィックを迂回させることによってネットワークセキュリティが危険にさらされる可能性があ

ります。

MD5認証では複数のキーがサポートされています。キー番号をキーに関連付ける必要があり
ます。

（注）

OSPF認証のメッセージダイジェスト管理, （414ページ）を参照してください。

認証方法

プロセスまたはエリアの全体に対して、またはインターフェイスまたは仮想リンク上に認証を指

定できます。インターフェイスまたは仮想リンクには 1種類の認証だけを設定でき、両方とも設
定することはできません。エリアまたはプロセス用に設定されたインターフェイスまたは仮想リ

ンクのオーバーライド認証用に設定された認証。

エリアのすべてのインターフェイスで同じ認証タイプを使用する場合、エリアコンフィギュレー

ションサブモードで authenticationコマンドを使用すると（また、エリア全体でMD5認証を使用
する場合は message-digestキーワードを指定すると）、より少ないコマンドを設定できます。こ
の方法を使用すると、各インターフェイスに認証を指定するときに必要なコマンドよりも少ない

コマンドで設定できます。
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キーロールオーバー

OSPF隣接関係（およびトポロジ）を中断することなく、操作用ネットワークでMD5キーを変更
するために、キーロールオーバーメカニズムがサポートされています。ネットワーク管理者が

新しいキーを複数のネットワーキングデバイスに設定するとき、異なるデバイスで新しいキーと

古いキーの両方が使用されていることがあります。インターフェイスに新しいキーが設定されて

いる場合、ソフトウェアから 2つの同じパケットのコピーが送信されます。それぞれのパケット
は古いキーと新しいキーによって認証されます。ソフトウェアではどのデバイスが新しいキーの

使用を開始したかを追跡し、すべてのネイバーで新しいキーが使用されていることを検出すると、

重複パケットの送信を停止します。次に、ソフトウェアでは古いキーを廃棄します。ネットワー

ク管理者は、各ルータの各コンフィギュレーションファイルから古いキーを削除する必要があり

ます。

OSPF のネイバーおよび隣接関係
セグメントを共有するルータ（2つのインターフェイス間のレイヤ 2リンク）は、そのセグメン
ト上でネイバー同士となります。OSPFではHelloプロトコルをネイバー探索およびキープアライ
ブメカニズムとして使用します。Helloプロトコルでは定期的に helloパケットを各インターフェ
イスで送受信します。 helloパケットは、インターフェイス上のすべての既知のOSPFネイバーを
リストします。ルータがネイバーの Helloパケット内に自身がリストされていることを認識する
と、それらのルータはネイバー同士となります。 2つのルータがネイバーになると、データベー
スの交換や同期化を行うことができるようになります。これにより、隣接が作成されます。ブ

ロードキャストおよび NBMAネットワークのすべての隣接ルータに隣接があります。

OSPF の指定ルータ（DR）
ポイントツーポイントネットワークおよびポイントツーマルチポイントネットワーク上では、

Cisco IOS XRソフトウェアによってルーティングアップデートがすぐ隣のネイバーにフラッディ
ングされます。DRまたはバックアップDR（BDR）はありません。すべてのルーティング情報が
各ルータにフラッディングされます。

OSPFは、1つのルータを DRに、もう 1つのルータを BDRに選択することで、ブロードキャス
トセグメントまたは NBMAセグメント上でのみ、セグメント上で交換される情報量を最小化し
ます。このため、セグメント上のルータには、情報交換のための中央接続ポイントがあります。

各ルータは、セグメント上の他の各ルータとルーティングアップデートを交換するのではなく、

DRおよび BDRと情報を交換します。 DRおよび BDRは、情報を他のルータに中継します。ブ
ロードキャストネットワークセグメントでは、ネットワークセグメントにあるすべての OSPF
ルータがでリッスンしているマルチキャスト IPアドレスに、DRおよび BDRからそれらの OSPF
アップデートが送信されることによって、OSPFパケットの数が大幅に削減されます。

ソフトウェアによってセグメント上の各ルータのプライオリティが確認され、DRおよび BDRと
なるルータが決定されます。最も高いプライオリティのルータがDRとして選択されます。プラ
イオリティが同じ場合、よりの高位ルータ IDを持つルータが優先されます。 DRが選択される
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と、BDRも同様の方法で選択されます。プライオリティが 0に設定されているルータは、DRま
たは BDRになる資格がありません。

OSPF のデフォルトルート
タイプ 5（ASE）LSAが生成され、スタブエリアを除くすべてのエリアにフラッディングされま
す。スタブエリアにあるルータから、スタブエリア外の宛先にパケットをルーティングできる

ようにするために、スタブエリアにアタッチされている ABRによってデフォルトルートが挿入
されます。

デフォルトルートのコストは 1です（デフォルト）。または、default-costコマンドに指定されて
いる値によって決まります。

OSPF Version 2 のリンクステートアドバタイズメントタイプ
次の各 LSAタイプには、個別の目的があります。

•ルータ LSA（タイプ 1）：1つのエリア内にルータが持つリンクと各リンクのコストを表し
ます。これらの LSAは、エリア内でのみフラッディングされます。 LSAは、QoS（Quality
of Service）に基づいてルータがパスを計算できるかどうか、ルータが ABRまたは ASBRの
どちらであるか、ルータが仮想リンクの一端であるかどうかを示します。また、タイプ 1の
LSAは、スタブネットワークへのアドバタイズにも使用されます。

•ネットワークLSA（タイプ2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチされて
いるすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。このLSAではネッ
トワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのルータを一覧に

します。この LSAのコンテンツを生成して追跡するのは、ネットワークセグメントの指定
ルータの仕事です。

• ABRのサマリーLSA（タイプ 3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルート）に内部ネット
ワークをアドバタイズします。タイプ 3の LSAは、1つのネットワークを表すことも、1つ
のプレフィックスに集約された一連のネットワークを表すこともあります。サマリー LSA
を生成するのは ABRだけです。

• ASBRのサマリー LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコストをアドバ
タイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのアドバタイズ

メントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。 ABRはタイプ 4 LSAを生
成します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 5）：別の自律システムからルートを再配布します。通常は
別のルーティングプロトコルから OSPFに再配布します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 7）：外部ルート情報を NSSA内で伝搬するために提供され
ます。タイプ 7 LSAは NSSAで生成およびアドバタイズできます。 NSSAはタイプ 5 LSA
を受信または生成しません。タイプ 7 LSAは 1つのNSSA内でのみアドバタイズされます。
境界ルータによってバックボーンエリアや他のエリアにフラッディングされることはありま

せん。
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•内部エリアプレフィックス LSA（タイプ 9）：ルータは各ルータまたは中継ネットワークに
複数の内部エリアプレフィックス LSAを生成できます。それぞれの内部エリアプレフィッ
クスLSAには固有のリンクステート IDがあります。それぞれの内部エリアプレフィックス
LSAのリンクステート IDには、ルータLSAまたはネットワークLSAに対する関係と、スタ
ブおよび中継ネットワークのプレフィックスが記されています。

•エリアローカルスコープ（タイプ 10）：Opaque LSAは関連付けられているエリアの境界を
越えてフラッディングされません。

•リンクステート（タイプ11）：LSAはASを通してフラッディングされます。タイプ11LSA
のフラッディングスコープは、AS-External（タイプ 5）LSAのフラッディングスコープと同
じです。タイプ 5 LSAと同様、タイプ 11 Opaque LSAがスタブエリア内の隣接ルータから
スタブエリアに受信されると、LSAは拒否されます。タイプ 11 Opaque LSAには、次のよ
うな属性があります。

◦ LSAはすべての中継エリアを超えてフラッディングされます。

◦ LSAはバックボーンからのスタブエリアにはフラッディングされません

◦ LSAはルータから、ルータが接続されたスタブエリアには発信されません。

OSPFv3 のリンクステートアドバタイズメントタイプ
次の各 LSAタイプには、個別の目的があります。

•ルータLSA（タイプ1）：リンクステートおよびエリアに対するルータリンクのコストを表
します。これらの LSAは、エリア内でのみフラッディングされます。 LSAは、ルータが
ABRまたはASBRのどちらであるか、および仮想リンクの一端であるかどうかを示します。
また、タイプ1のLSAは、スタブネットワークへのアドバタイズにも使用されます。OSPFv3
では、これらの LSAはアドレス情報を持たず、ネットワークプロトコルに依存しません。
OSPFv3では、ルータインターフェイス情報は複数のルータ LSA間で拡散されます。受信
者は、SPF計算を実行する前に、特定のルータから発信されたすべてのルータLSAを連結す
る必要があります。

•ネットワークLSA（タイプ2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチされて
いるすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。このLSAではネッ
トワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのOSPFルータを
一覧にします。ネットワークセグメントに選択された指定ルータだけが、セグメントのネッ

トワーク LSAを生成して追跡できます。 OSPFv3では、ネットワーク LSAはアドレス情報
を持たず、ネットワークプロトコルに依存しません。

• ABRのエリア間プレフィックス LSA（タイプ 3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルー
ト）に内部ネットワークがアドバタイズされます。タイプ 3のLSAは、1つのネットワーク
を表すことも、1つのプレフィックスとして集約された一連のネットワークを表すこともあ
ります。 ABRはタイプ 3 LSAだけを生成します。 OSPFv3では、これらの LSAのアドレス
は「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス長」で表されます。

デフォルトのルートは長さ 0のプレフィックスで表されます。
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• ASBRのエリア間ルータ LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコストを
アドバタイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのアドバ

タイズメントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。ABRはタイプ4LSA
を生成します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 5）：別の自律システムからルートを再配布します。通常は
別のルーティングプロトコルからOSPFに再配布します。OSPFv3では、これらの LSAのア
ドレスは「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス長」で表され

ます。デフォルトのルートは長さ 0のプレフィックスで表されます。

•自律システム外部 LSA（タイプ 7）：外部ルート情報を NSSA内で伝搬するために提供され
ます。タイプ 7 LSAは NSSAで生成およびアドバタイズできます。 NSSAはタイプ 5 LSA
を受信または生成しません。タイプ 7 LSAは 1つのNSSA内でのみアドバタイズされます。
境界ルータによってバックボーンエリアや他のエリアにフラッディングされることはありま

せん。

•リンクLSA（タイプ8）：リンクローカルフラッディングスコープを持ち、関連付けられて
いるリンクを超えてフラッディングすることはありません。リンク LSAは、リンクまたは
ネットワークセグメントに接続されている他のすべてのルータに対してルータのリンクロー

カルアドレスを提供し、リンクに接続されている他のルータに、そのリンクに関連付ける

IPv6プレフィックスのリストを通知します。また、ルータがOptionsビットの集まりをアサー
トして、リンクの起点となるネットワーク LSAと関連付けできるようにします。

•内部エリアプレフィックス LSA（タイプ 9）：ルータは各ルータまたは中継ネットワークに
複数の内部エリアプレフィックス LSAを生成できます。それぞれの内部エリアプレフィッ
クスLSAには固有のリンクステート IDがあります。それぞれの内部エリアプレフィックス
LSAのリンクステート IDには、ルータLSAまたはネットワークLSAに対する関係と、スタ
ブおよび中継ネットワークのプレフィックスが記されています。

新しく定義されたLSAのほとんどすべてに、アドレスプレフィックスが存在します。プレフィッ
クスは、Prefix Length、PrefixOptions、およびAddress Prefixの 3つのフィールドで表現されます。
OSPFv3では、これらの LSAのアドレスは「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスと
プレフィックス長」で表されます。デフォルトのルートは長さ0のプレフィックスで表されます。

エリア間プレフィックスLSAおよびエリア内プレフィックスLSAでは、すべての IPv6プレフィッ
クス情報が伝送されます。IPv4ではこの情報はルータ LSAおよびネットワーク LSAに含まれま
す。特定の LSA（ルータ LSA、ネットワーク LSA、エリア間ルータ LSA、およびリンク LSA）
の Optionsフィールドは、IPv6で OSPFをサポートするために 24ビットに拡張されています。

OSPFv3では、エリア間プレフィックスLSA、エリア間ルータLSA、および自律システム外部LSA
のリンクステート IDの機能は、リンクステートデータベースの個々の部分を識別することだけ
です。 OSPF Version 2ではリンクステート IDで表されたアドレスまたはルータ IDはすべて、
OSPFv3では LSAの本体で伝送されます。

OSPF の仮想リンクおよび中継エリア
OSPFでは、すべてのエリアからのルーティング情報は、ABRによって最初にバックボーンエリ
アに集約されます。次に、同じ ABRは受信したその情報をアタッチされているエリアに伝播し
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ます。このような階層型のルーティング情報の配信では、すべてのエリアがバックボーンエリア

（エリア 0）に接続する必要があります。エリアを定義する必要がある場合もありますが、エリ
ア 0には物理的に接続することはできません。そのような場合の例として、会社で OSPFエリア
が含まれる新しい取得を行う場合やエリア 0自体がパーティション化されている場合が挙げられ
ます。

エリアをエリア 0に接続できない場合、そのエリアとエリア 0の間で仮想リンクを設定する必要
があります。仮想リンクの 2つのエンドポイントは ABRであり、仮想リンクは両方のルータで
設定する必要があります。 2つのルータが属する、バックボーン以外の共通エリアは中継エリア
と呼ばれます。仮想リンクは、他の仮想エンドポイント（他の ABR）の中継エリアとルータ ID
を指定します。

仮想リンクはスタブエリアまたは NSSAから設定することはできません。

この図はエリア 3からエリア 0への仮想リンクを示します。

図 16：エリア 0 への仮想リンク

MPLS VPN の OSPFv2 模造リンクサポート
MPLS VPN環境では、複数の VPNクライアントサイトを同じ OSPFエリアで接続できます。こ
れらのサイトがバックドアリンクを経由して接続され（エリア内リンク）、VPNバックボーン
に接続されている場合、プロバイダーエッジルータは VPNバックボーンを経由して学習した
OSPFルートを、バックドアリンクを経由してアドバタイズされたエリア内ルートよりも優先度
が低いエリア間ルートまたは外部ルートとしてアドバタイズするため、すべてのトラフィックは、

VPNバックボーンではなくバックドアリンクを通過します。
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MPLSVPNでのこのOSPFのデフォルトの動作を修正するには、2つのプロバイダーエッジ（PE）
ルータ間に模造リンクを設定して、MPLSVPNバックボーンを介してサイトを接続します。模造
リンクは、PEルータ間のエリア内（番号なしのポイントツーポイント）接続を表します。エリア
内のその他すべてのルートは模造リンクを確認して、リモートサイトへのエリア内 Shortest Path
First（SPF）ルートを計算するために使用します。トラフィックがバックドアリンクと模造リン
クのどちらで送信されるかを決定するために、各模造リンクとともにコストを設定する必要があ

ります。

設定された送信元と宛先のアドレスは、模造リンクのエンドポイントとして機能します。送信元

と宛先の IPアドレスは VRFに属し、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）によってホスト
ルートとしてリモート PEルータにアドバタイズされる必要があります。模造リンクエンドポイ
ントアドレスは、OSPFによってアドバタイズされないことが必要です。

図 17：OSPF クライアントサイト間のバックドアパス

たとえば、図 17：OSPFクライアントサイト間のバックドアパス , （403ページ）には 3つのク
ライアントサイトがあり、それぞれにバックドアリンクがあります。各サイトはエリア 1コン
フィギュレーション内で OSPFを実行するため、サイト間のすべてのルーティングはMPLS VPN
バックボーンではなく、バックドアリンク間のエリア内パスに従います。

サイト間のバックドアリンクがバックアップの目的でのみ使用される場合、望ましくないトラ

フィックフローが作成されるため、バックボーンリンクを介するデフォルトルートの選択は受

け入れられません。MPLSバックボーンを介して目的のパス選択を確立するには、イングレスと
イーグレス PEルータ間に追加の OSPFエリア内（模造リンク）リンクを作成する必要がありま
す。
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模造リンクが必要なのは、同じ OSPFエリアに属し、OSPFバックドアリンクを共有する 2つの
VPNサイト間です。サイト間にバックドアリンクがない場合、模造リンクは不要です。

図 18：接続されている OSPF クライアントサイトへの PE ルータ間の模造リンク

図 18：接続されているOSPFクライアントサイトへの PEルータ間の模造リンク , （404ページ）
には、模造リンク設定が必要なMPLS VPNトポロジが示されています。 VPNクライアントには
3つのサイトがあり、それぞれにバックドアリンクがあります。 1つは PE-1と PE-2の間、もう
1つは PE-2と PE-3の間に、2つの模造リンクが設定されています。 PE-1と PE-3の間に模造リン
クは必要ありません。これは、これらのサイト間にはバックドアリンクがないためです。

PEルータ間に模造リンクが設定されてる場合、PEルータは模造リンクを介して学習した OSPF
ルートによって仮想ルーティングおよび転送（VRF）テーブルを入力します。これらのOSPFルー
トには、BGPルートよりも大きいアドミニストレーティブディスタンスがあります。 BGPルー
トが利用可能な場合は、より大きいアドミニストレーティブディスタンスを持つこれらの OSPF
ルートよりも優先されます。

OSPF SPF プレフィックスのプライオリティ設定
OSPFSPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、ルートのインストール中に、高
速モードで、管理者が重要なプレフィックスを収束できます。

多くのプレフィックスがルーティング情報ベース（RIB）および転送情報ベース（FIB）にインス
トールされる必要がある場合、SPF中の、最初のプレフィックスから最後のプレフィックスまで
の更新期間が、かなりの長さになることがあります。
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時間依存のトラフィック（VoIPなど）が他のトラフィックフローとともに同じルータを通過する
可能性があるネットワークでは、SPF中の、これらの時間に依存するプレフィックスの RIBおよ
び FIBアップデートを優先することが重要です。

OSPFSPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、SPF計算中にRIBにインストー
ルされる重要なプレフィックスに、管理者が優先順位を付けることが可能になります。重要なプ

レフィックスは、領域ごとに同じルートタイプのプレフィックス内で高速で収束します。RIBお
よび FIBのインストール前に、ルートとプレフィックスは指定したルートポリシーに基づいて
OSPFローカル RIBのさまざまなプライオリティバッチキューに割り当てられます。 RIBプライ
オリティバッチキューはプライオリティの高い順から「critical」、「high」、「medium」、「low」
に分類されます。

イネーブルの場合、次のプレフィックスプライオリティでRIB更新シーケンスが変更されます。

Critical > High > Medium > Low

プレフィックスプライオリティが設定されると、デフォルトでは /32プレフィックスは優先され
なくなり、より高いプライオリティポリシーに一致しない場合は、lowプライオリティキューに
配置されます。ルートポリシーは、/32sが高いプライオリティのキュー（Highプライオリティ、
またはMediumプライオリティ）に保持されるように考案する必要があります。

プライオリティはルートポリシーを使用して指定されます。このルートポリシーは、IPアドレス
またはルートタグに基づいて照会することができます。SPF中に、指定したルートポリシーに対
してプレフィックスがチェックされ、適切なRIBバッチプライオリティキューに割り当てられま
す。

これらは、このシナリオの例です。

• highプライオリティルートポリシーだけを指定した場合は、mediumプライオリティに対し
てルートポリシーは設定されません。

◦許可されたプレフィックスは、highプライオリティキューに配置されます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

• highプライオリティと mediumプライオリティの両方のルートポリシーが指定され、critical
プライオリティにマップが指定されない場合

◦ highプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、high
プライオリティキューに配置されます。

◦ mediumプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
mediumプライオリティキューに配置されます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに移動されます。

• criticalプライオリティと highプライオリティの両方のルートポリシーが指定されており、
mediumプライオリティにマップが指定されていない場合

◦ criticalプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、critical
プライオリティキューに配置されます。
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◦ highプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、high
プライオリティキューに配置されます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

• mediumプライオリティルートポリシーだけが指定され、highプライオリティまたは critical
プライオリティにマップが指定されていない場合

◦ mediumプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
mediumプライオリティキューに割り当てられます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

[no] spf prefix-priority route-policy rplコマンドを使用して、SPF中に OSPFプレフィックス
インストールのプライオリティをグローバル RIBで設定します。

SPFプレフィックスのプライオリティ設定は、デフォルトではディセーブルです。ディセー
ブルモードでは、/32プレフィックスは他のプレフィックスよりも前にグローバル RIBにイ
ンストールされます。 SPFプライオリティ設定がイネーブルの場合、ルートは route-policy
基準に対して照会され、SPFプライオリティセットに基づいて適切なプライオリティキュー
に割り当てられます。 /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティのキュー
に配置されます。

すべての /32を highプライオリティキューまたはmediumプライオリティキューで処理する
必要がある場合、次の 1つのルートマップを設定します。

prefix-set ospf-medium-prefixes
0.0.0.0/0 ge 32
end-set

OSPF のルート再配布
再配布により、異なるルーティングプロトコルを使用してルーティング情報を交換できます。こ

の手法を使用すると、複数のルーティングプロトコルに接続を広げることができます。redistribute
コマンドでは、OSPFからの再配布ではなく、OSPFプロセスへの再配布が制御されることに注意
することが重要です。 OSPFのルート再配布の例については、OSPFの実装の設定例 , （500ペー
ジ）を参照してください。

OSPF Shortest Path First スロットリング
OSPFSPFスロットリングにより、SPFスケジューリングをミリ秒間隔で設定して、ネットワーク
が不安定な場合に SPF計算を遅らせることができます。トポロジ変化が発生した場合、Shortest
Path Tree（SPT）を再計算するように SPFがスケジューリングされます。 SPFが 1回実行される
と、複数のトポロジ変化イベントが発生します。

SPF計算の実行間隔は、ネットワークのトポロジ変化の頻度に応じて動的に選択されます。ユー
ザ指定値の範囲内で、間隔は選択されます。ネットワークトポロジが不安定な場合、トポロジが

安定するまで、SPFスロットリング機能は SPFスケジューリング間隔を長目に計算します。
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SPFの計算は、timers throttle spfコマンドで設定した間隔で実行されます。待機期間とは、次の
SPF計算が実行されるまで待機する時間のことです。計算を行うたびに、待機期間はその前の期
間の 2倍の長さになり、指定された最大待機期間に達するまでそれが行われます。

SPFタイミングについて、例を使用して説明します。この例では、開始時の間隔は 5ミリ秒
（ms）、初回待機時間は 1000ミリ秒、最大待機期間は 90,000ミリ秒に設定されます。

timers spf 5 1000 90000

次の図に、ある待機期間中に少なくとも 1回のトポロジ変化イベントを受信する場合の、SPF計
算の実行間隔を示します。

図 19：timers spf コマンドで設定される SPF の計算間隔

前の待機期間中に少なくとも 1回のトポロジ変化イベントを受信すると、SPF計算の待機期間が
2倍になることに注意してください。最大待機期間に達すると、トポロジが安定し、待機期間中
にイベントを受信しなくなるまで、待機期間が変化しなくなります。

現在の待機期間の経過後に、最初のトポロジ変化イベントを受信した場合は、開始時待機期間と

して指定されている時間だけ SPF計算が遅延されます。その後の待機期間は、動的パターンに従
います。

最大待機期間の開始後に、最初のトポロジ変化イベントが発生した場合、SPF計算は開始時待機
期間で再びスケジューリングされ、その後の待機期間は timers throttle spfコマンドで指定された
パラメータに従ってリセットされます。図20：トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセッ
ト, （407ページ）では、最大待機期間の開始後にトポロジ変化イベントを受信して、SPF間隔が
リセットされることに注意してください。

図 20：トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセット

OSPF Version 2 のノンストップフォワーディング
Cisco IOS XRソフトウェアOSPF Version 2のNSFでは、フェールオーバー後にルーティングプロ
トコル情報を保存しながら、既知のルートを通ってデータパケットの転送が継続されるようにで
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きます。 NSFを使用すると、ピアネットワーキングデバイスでルーティングフラップが発生し
ません。フェールオーバー中、データトラフィックはインテリジェントラインカードを介して

転送されますが、スタンバイルートプロセッサ（RP）では、障害が発生したRPからの制御と見
なされます。フェールオーバー中にラインカードのアップ状態が維持され、アクティブ RPの転
送情報ベース（FIB）が最新状態に維持される機能が、Cisco IOS XRソフトウェアNSFの動作に
とって非常に重要です。

OSPFなどのルーティングプロトコルは、アクティブRPまたはDRP上でのみ実行され、隣接ルー
タからルーティングアップデートを受信します。OSPFNSF対応ルータがRPのフェールオーバー
を実行する場合、リンクステートデータベースを OSPFネイバーと再同期するために、次の 2つ
の処理を実行する必要があります。まず、ネイバー関係をリセットせずに、ネットワーク上の使

用可能なOSPFネイバーを再学習します。次に、ルータはネットワークのリンクステートデータ
ベースのコンテンツを再取得します。

RPフェールオーバーの後できるだけ早く、NSF対応ルータは OSPF NSF信号を隣接する NSF対
応デバイスに送信します。この信号はフェールオーバールータで生成されたリンクローカルLSA
の形式になります。ネイバーネットワーキングデバイスは、このルータとのネイバー関係をリ

セットしてはならない合図としてこの信号を認識します。NSF対応ルータがネットワーク上の他
のルータから信号を受信すると、ネイバーリストの再構築を始めます。

ネイバー関係が再構築されると、NSF対応ルータはすべてのNSF認識ネイバーとデータベースの
再同期化を始めます。この時点でルーティング情報はOSPFネイバーの間で交換されます。交換
が完了すると、NSF対応デバイスはルーティング情報を使用して、失効ルートを削除し、RIBを
更新して、新しい転送情報で FIBを更新します。ルータおよび OSPFネイバー上の OSPFが完全
にコンバージされるようになりました。

OSPFv3 のグレースフルリスタート
OSPFv3グレースフルリスタート機能により、次の状況でもデータプレーン機能を維持すること
ができます。

• RP障害。その結果、バックアッププロセッサにスイッチオーバーされます

• OSPFv3プロセスの計画的な再起動。ソフトウェアのアップグレードやダウングレードなど
です

• OSPFv3プロセスの計画外の再起動。プロセスクラッシュなどです

この機能を使うと、OSPFv3ルーティングプロトコルが再起動している間に、確立されているルー
トでノンストップデータ転送が行われます。そのため、この機能により IPv6転送の可用性が向
上します。

グレースフルリスタート操作のモード

この機能でルータが開始できる 2つの操作モードは、再起動モードとヘルパーモードです。再起
動モードは、OSPFv3プロセスがグレースフルリスタートを実行しているときに開始されます。
ヘルパーモードでは、OSPFv3が隣接ルータで再起動している間に、確立されているOSPFv3ルー
トでトラフィックを転送し続けている隣接ルータを参照します。
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リスタートモード

OSPFv3プロセスが開始されたときに、グレースフルリスタートを試行する必要があるかどうか
を決定します。決定は、グレースフルリスタートがそれまでにイネーブルされているかどうかに

基づきます。（ルータの最初の起動時に、OSPFv3はグレースフルリスタートの起動を試行しま
せん）。OSPFv3グレースフルリスタートがイネーブルになっている場合、RIBのパージタイマー
をゼロ以外の値に変更します。グレースフルリスタートをイネーブルにして設定する方法につい

ては、OSPFv3グレースフルリスタートの設定, （459ページ）を参照してください。

グレースフルリスタート中、ルータはOSPFv3ルートをRIBに入力しません。ルータは再起動前
にOSPFv3が保有していた完全に隣接するネイバーとの完全な隣接関係を立ち上げようとします。
最終的に、OSPFv3プロセスは、（何らかの理由により）グレースフルリスタートを終了するた
め、または、グレースフルリスタートを終了したため、プロセスがコンバージされたことを RIB
に示します。

再起動モードに関する一般的な詳細を次に示します。動作、特定の制約事項、要件に関するより

詳しい情報は、グレースフルリスタートの要件と制約事項, （410ページ）の項に記されていま
す。

•最後の再起動から間を空けずに OSPFv3が再起動を試みると、OSPFv3プロセスは頻繁に繰
り返しクラッシュするようになり、新しいグレースフルリスタートの実行が停止します。グ

レースフルリスタートの許可間隔を制御するには、graceful-restart intervalコマンドを使用
します。

•起動する最初のインターフェイスで OSPFv3がグレースフルリスタートを開始すると、グ
レースフルリスタートの期間（有効期間）を制限するためにタイマーが起動します。

graceful-restart lifetimeコマンドを使用して、この期間を設定できます。起動する各インター
フェイスで grace LSA（タイプ 11）がフラッディングされ、このルータがグレースフルリス
タートを試みていることを隣接ルータに示します。ネイバーはヘルパーモードを開始しま

す。

•再起動中のネイバーから受信した helloパケットの指定ルータとバックアップ指定ルータパ
ケットの指定ルータチェックは正しくないため、バイパスされます。

ヘルパーモード

ヘルパーモードは、デフォルトでイネーブルになっています。グレースフルリスタートを試み

ているルータから（ヘルパー）ルータが grace LSA（タイプ 11）を受け取ると、次のイベントが
発生します。

• graceful-restart helper disableコマンドによりヘルパーモードがディセーブルされている場
合、ルータは LSAパケットをドロップします。

•ヘルパーモードがイネーブルの場合、次の条件がすべて満たされると、ルータはヘルパー
モードを開始します。

◦ローカルルータ自体がグレースフルリスタートを試みていない。

◦ローカル（ヘルパー）ルータに送信先ネイバーとの完全な隣接関係がある。
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◦受信した LSAの lsage（リンクステートの経過時間）の値が、要求された猶予期間より
も短い。

◦ grace LSAの送信元が grace LSAの生成元と同じである。

•ヘルパーモードを開始すると、ルータは一定期間そのヘルパー機能を実行します。この期
間は再起動モードにあるルータの有効期間の値から、受信した grace LSAの lsageの値を引い
た値です。グレースフルリスタートが時間内に成功すると、ヘルパータイマーが期限切れ

になる前に停止します。ヘルパータイマーの期限が切れた場合、再起動しているルータへ

の隣接関係がダウンし、通常の OSPFv3機能が再開します。

•デッドタイマーはヘルパーモードにあるルータでは使用できません。

•次のいずれかの場合に、ヘルパーモードにあるルータはヘルパー機能の実行を停止します。

◦ヘルパールータが再起動中のルータとの完全な隣接関係を起動できる。

◦ヘルパー機能のローカルタイマーの有効期限が切れている。

グレースフルリスタートの要件と制約事項

グレースフルリスタート機能をサポートするための要件には、次のようなものがあります。

•グレースフルリスタート中にルータのネイバーと連携します。OSPFv3が再起動中のルータ
に対して、各ルータはヘルパーと呼ばれます。

•グレースフルリスタートを実行するルータのすべてのネイバーは、グレースフルリスター
トを実行できる必要があります。

•はじめてルータを起動するときには、グレースフルリスタートは実行されません。

• OSPFv3ネイバー情報とデータベース情報ではチェックポイントが行われません。

• OSPFv3プロセスは再起動後に隣接関係を再構築します。

•再起動してもデータベースの一貫性を確保するには、再起動前に OSPFv3コンフィギュレー
ションを同じにする必要があります（この要件はローカルデータベースの自動送信情報に

も当てはまります）。操作中にコンフィギュレーションを変更すると、グレースフルリス

タートは失敗します。この場合、データ転送にも影響を与えます。OSPFv3はすべてのLSA
を再生成して、データベースをすべてのネイバーと再同期させることによって、操作を再開

します。

•グレースフルリスタート中に IPv6FIBテーブルは変更されませんが、これらのテーブルでは
最終的にホールドダウンタイマーを使用して、失効としてルートをマークします。プロト

コルには、状態情報とコンバージを再構築するために十分な時間が許されています。

• OSPFv3を再起動中のルータは、プロセス再起動のデッドインターバル内に OSPFv3 helloを
送信する必要があります。隣接関係のデッドタイマーの有効期限が切れる前に、プロトコ

ルはネイバーとの隣接関係を保持できるようになる必要があります。デッドタイマーのデ

フォルトは 40秒です。デッドタイマーの有効期限が切れる前に helloが隣接関係に到達し
ない場合、ルータは隣接関係を切断します。OSPFv3プロセスの再起動後にhelloを送信する
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ために必要な時間よりもデッドタイマーが短く設定されていると、OSPFv3グレースフルリ
スタート機能は適切に機能しません。

•複数ルータでの同時グレースフルリスタートセッションは、1つのネットワークセグメン
トではサポートされていません。複数ルータが再起動モードにあることをルータが判別する

と、すべてのローカルグレースフルリスタート操作を停止します。

•この機能では、ルーティング情報ベース（RIB）にある既存の OSPFv3ルートのパージ時間
の変更に利用可能なサポートを活用します。グレースフルリスタートがイネーブルである

場合、パージタイマーはデフォルトで 90秒に設定されます。グレースフルリスタートが
ディセーブルである場合、パージタイマー設定は 0です。

•この機能には、関連付けられている grace LSAがあります。このリンクスコープ LSAはタ
イプ 11です。

• RFCには、OSPFv3プロセスは再起動中にすべての古い自動送信 LSAをフラッシュする必要
があると記されています。ただし、グレースフルリスタート機能を使用すると、ルータは

グレースフルリスタート中にこの不明の自動送信LSAのフラッシュを遅らせます。OSPFv3
は新しい情報を学習して、新しい LSAを構築し、古い LSAと置き換えることができます。
遅延が終了すると、すべての古い LSAがフラッシュされます。

•グレースフルリスタートがイネーブルの場合、すべてのネイバーの隣接関係の作成時間がシ
ステムデータベース（SysDB）に保存されます。作成時間の保存目的は、OSPFv3が元の隣
接関係作成時間を使用して、再起動後にそのネイバーの稼働時間を遅延できるようにするこ

とです。

OSPF Version 2 のウォームスタンバイとノンストップルーティング
OSPFv2ウォームスタンバイは、RPのスイッチオーバー全体でハイアベイラビリティを実現しま
す。ウォームスタンバイ拡張機能により、アクティブ RPで実行されているプロセスごとに、ス
タンバイ RPで開始された、対応するスタンバイプロセスがあります。スタンバイ OSPFプロセ
スは、アクティブなOSPFプロセスにパフォーマンスへ影響を与えることなく、OSPFパケットを
送受信できます。

ノンストップルーティング（NSR）によって、RPフェールオーバー、プロセスの再起動、または
インサービスアップグレードはピアルータから見えなくなり、パフォーマンスまたは処理への影

響が最小限になります。ルーティングプロトコルはルータ間でやり取りされるため、NSRの影響
を受けません。 NSRはウォームスタンバイ拡張機能によって構築されます。 NSRを使用すると
Cisco NSFおよび IETFグレースフルリスタートプロトコル拡張機能の要件が緩和されます。

OSPF Version 3 のウォームスタンバイ
この機能を使うと、フェールオーバー（FO）の前に OSPFv3が自動で初期化され、障害が発生す
る前に機能する準備が整います。また、スイッチオーバー中のダウンタイムを減らすことができ

ます。デフォルトでは、ルータは helloパケットを 40秒ごとに送信します。
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各 OSPFプロセスのウォームスタンバイプロセスが、アクティブルートプロセッサで実行され
ている場合、対応する OSPFプロセスはスタンバイ RPで開始する必要があります。この機能の
ためにコンフィギュレーションを変更する必要はありません。

ウォームスタンバイは常にイネーブルです。この機能は、IGPとして OSPFv3を実行しているシ
ステムが RPフェールオーバーを実行するときに有利です。

OSPF の multicast-intact サポート
multicast-intact機能を使用すると、IGPショートカットがルータに設定されアクティブな場合に、
マルチキャストルーティング（PIM）を実行できます。OSPFv2および IS-ISの両方でmulticast-intact
機能がサポートされています。

IGPの multicast-intactは、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM）と IGPショートカッ
トがルータで設定されている場合にイネーブルにできます。 IGPショートカットは IGPに公開さ
れるMPLSトンネルです。 IGPはこれらのトンネルを介して、（SPFを基点として）トンネルの
出力ルータからのダウンストリームである宛先に IPトラフィックを送信します。 PIMは PIM Join
を伝播するために IGPショートカットを使用できません。これは、リバースパス転送（RPF）が
単方向トンネルでは機能しないためです。

multicast-intactを IGPでイネーブルにすると、IGPは PIMが使用するパラレル等コストネクスト
ホップまたは代替等コストネクストホップをパブリッシュします。これらのネクストホップは

mcast-intactネクストホップと呼ばれます。mcast-intactネクストホップには次の属性があります。

• IGPのショートカットが含まれていないことが保証されます。

•ユニキャストルーティングには使用されませんが、PIMによってのみ PIM送信元への IPv4
ネクストホップの検索に使用されます。

• FIBには公開されません。

• multicast-intactが IGPでイネーブルの場合、リンクステートアドバタイズメントによって学
習されたすべての IPv4宛先は、RIBへの等コスト mcast-intactネクストホップのセットとと
もにパブリッシュされます。この属性は、ネイティブネクストホップに IGPショートカッ
トがない場合にも適用されます。

OSPFでは、最大パス（等コストネクストホップの数）制限は、ネイティブネクストホップおよ
びmcast-intactネクストホップに個別に適用されます。等コストmcast-intactネクストホップの数
は、ネイティブネクストホップに設定されている数と同じです。

OSPF Version 2 および OSPFv3 でのロードバランシング
ルータは、複数のルーティングプロセス（またはルーティングプロトコル）を使用して特定の

ネットワークへの複数のルートを認識すると、最短のアドミニストレーティブディスタンスを持

つルートをルーティングテーブルにインストールします。同じアドミニストレーティブディス

タンスを持つ同じルーティングプロセスを使用して認識された多数のルートから、1つのルート
を選択する必要があることもあります。この場合、ルータはその宛先へのコスト（またはメト
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リック）が最も小さいパスを選択します。各ルーティングプロセスはコストをそれぞれの方法で

計算します。コストは、ロードバランシングを実現するために処理が必要なこともあります。

OSPFでは、自動的にロードバランシングが実行されます。 OSPFにより、複数のインターフェ
イスを通って宛先に到達できること、および各パスのコストが同じであることが検出された場合

は、ルーティングテーブルに各パスがインストールされます。同じ宛先へのパスの数は、

maximum-paths（OSPF）コマンドを指定しないかぎり制限されません。

最大パスの範囲は 1から 8です。デフォルトの最大パスの数は 8です。

OSPF Version 2 のマルチエリアの隣接関係
OSPFv2のマルチエリアの隣接関係機能を使うと、マルチエリアのプライマリインターフェイス
にリンクを設定できるため、リンクをこれらのエリアのエリア内リンクと見なすことができ、よ

り高価なパスより優先されるパスとして設定できます。

この機能は、ポイントツーポイントのアンナンバードリンクをOSPFエリアに確立します。ポイ
ントツーポイントリンクを使うと、そのエリアのトポロジパスを利用でき、プライマリ隣接関係

ではそのリンクを使用して、draft-ietf-ospf-multi-area-adj-06と同じリンクをアドバタイズします。

マルチエリアインターフェイスの属性と制限を次に示します。

• OSPFの既存のプライマリインターフェイス上の論理構成体として存在しますが、プライマ
リインターフェイス上のネイバーステートは、マルチエリアインターフェイスと無関係で

す。

•隣接ルータ上の対応するマルチエリアインターフェイスとの隣接関係を確立します。マル
チエリアとプライマリインターフェイスの混在はサポートされていません。

•ネイバーステートがフルの場合、ルータリンクステートアドバタイズメント（LSA）のア
ンナンバードポイントツーポイントリンクを、対応するエリアにアドバタイズします。

•ポイントツーポイントネットワークタイプとして作成されます。 OSFスピーカーが 2つだ
けアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの隣接関係を設定できま

す。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、network point-to-pointコマンドを
使用してOPSFポイントツーポイントタイプとしてインターフェイスを設定し、マルチエリ
アの隣接関係のインターフェイスをイネーブルにする必要があります。

•双方向フォワーディング検出（BFD）の性質をプライマリインターフェイスから継承しま
す。 BFDはマルチエリアインターフェイスでは設定できません。ただし、プライマリイン
ターフェイスでは設定できます。

マルチエリアインターフェイスは、インターフェイスの性質をそのプライマリインターフェイス

から継承しますが、次のように、マルチエリアインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドでインターフェイスの一部の性質を設定できます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# multi-area-interface GigabitEthernet 0/1/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-mif)# ?
authentication Enable authentication
authentication-key Authentication password (key)
cost Interface cost
cost-fallback Cost when cumulative bandwidth goes below the theshold
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database-filter Filter OSPF LSA during synchronization and flooding
dead-interval Interval after which a neighbor is declared dead
distribute-list Filter networks in routing updates
hello-interval Time between HELLO packets
message-digest-key Message digest authentication password (key)
mtu-ignore Enable/Disable ignoring of MTU in DBD packets
packet-size Customize size of OSPF packets upto MTU
retransmit-interval Time between retransmitting lost link state advertisements
transmit-delay Estimated time needed to send link-state update packet

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-mif)#

OSPF のラベル配布プロトコル IGP 自動設定
ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェイプロトコル（IGP）自動設定を使うと、OSPFな
どの IGPインスタンスに使用されているインターフェイスのセットでLDPをイネーブルにする手
順を簡略化できます。LDP IGP自動設定は、多数のインターフェイス（転送にLDPがコアで使用
される場合など）および複数の OSPFインスタンスで同時に使用できます。

この機能は、デフォルトの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスとして IPv4ユニ
キャストアドレスファミリをサポートします。

LDP IGP自動設定は、LDPの個々のインターフェイスベースで igp auto-config disableコマンド使
用して明示的にディセーブルにすることもできます。これにより、明示的にディセーブルにした

インターフェイスを除くすべての OSPFインターフェイスを LDPで受信できます。

LDP IGP自動設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLSConfiguration
Guide』を参照してください。

OSPF 認証のメッセージダイジェスト管理
すべての OSPFルーティングプロトコル交換は認証されます。使用される方法は、認証が設定さ
れる方法によって異なります。暗号認証を使用する場合、OSPFルーティングプロトコルは、
Message Digest 5（MD5）認証アルゴリズムを使用してネットワーク内のネイバー間で送信された
パケットを認証します。各 OSPFプロトコルパケットでは、キーを使用して、OSPFパケットの
最後に付加されるメッセージダイジェストを生成および検証します。メッセージダイジェスト

は OSPFプロトコルパケットおよび秘密キーの単方向機能です。各キーは使用されるインター
フェイスとキー IDの組み合わせで識別されます。インターフェイスでは、複数のキーが常にア
クティブになっています。

キーのロールオーバーを管理し、OSPFのMD5認証を拡張するには、キーチェーンと呼ばれる
キーのコンテナを設定できます。この各キーは、生成/受け取り時間、キー ID、認証アルゴリズム
の属性で構成されます。

OSPF の GTSM TTL セキュリティメカニズム
OSPFは、ネイバーに対するネットワーク、フラッディングリンクステートアドバタイズメント
（LSA）アップデートで、トポロジの変更を検出し、トポロジの新しいビュー上ですばやくコン
バージするためにネットワーキングデバイスを必要とするリンクステートプロトコルです。た
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だし、ネイバーからのLSAの受信動作中は、ネットワーク攻撃が発生する可能性があります。こ
れは、ユニキャストまたはマルチキャストパケットが仮想リンクの 1ホップまたは複数ホップ向
こう側に配置されているネイバーから送信されているという確認ができないためです。

仮想リンクについては、OSPFパケットはネットワーク全体の複数ホップを通過して送信されま
す。したがって、TTL値は複数回にわたり減少していく可能性があります。このようなリンクの
種類では、最小 TTL値が複数ホップパケットで許可され受け入れられなければなりません。

複数ホップを通過して送信される無効なソースから発生するネットワーク攻撃をフィルタリング

するには、一般 TTLセキュリティメカニズム（GTSM）の RFC 3682を使用して、攻撃を防止し
ます。GTSMはリンクローカルアドレスをフィルタリングして、TTL値 255のコンフィギュレー
ションの 1ホップネイバーとなる隣接関係だけを許可します。 IPヘッダーの TTL値は OSPFパ
ケットが生成されるときに255に設定され、受信されたOSPFパケットでデフォルトのGTSMTTL
値 255またはユーザ設定された GTSM TTL値に対してチェックされます。このようにして、TTL
ホップを超える不正な OSPFパケットをブロックします。

OSPFv2 のパス計算要素
PCEはネットワークパスやルートをネットワーク図に基づいて計算し、計算上の制限を適用する
機能を持つエンティティ（コンポーネント、アプリケーション、ネットワークノード）です。

PCEは、PCEアドレスおよびクライアントがMPLS-TEに設定されると実行されます。 PCEはそ
の PCEアドレスおよび機能を OSPFに通信して、OSPFはこの情報を PCEディスカバリ
Type-Length-Value（TLV）（タイプ 2）にパッケージ化し、RILSAを再発信します。OSPFには、
すべての RI LSAでルータ機能 TLV（タイプ 1）も含まれます。 PCEディスカバリ TLVには PCE
アドレスサブ TLV（タイプ 1）およびパススコープサブ TLV（タイプ 2）が含まれます。

PCEアドレスサブ TLVでは PCEに到達するために使用される必要がある IPアドレスを指定しま
す。このアドレスは常に到達可能なループバックアドレスにする必要があります。この TLVは
必須であり、PCEディスカバリ TLV内に存在する必要があります。パススコープサブ TLVは、
PCEパス計算スコープを示します。これは、PCE機能を参照して計算したり、エリア内ルート、
エリア間、AS間、またはレイヤ TE間 LSPの計算に参加したりします。

OSPFv2への PCE拡張機能には、ルータ情報リンクステートアドバタイズメント（RI LSA）のサ
ポートが含まれます。 OSPFv2は、すべてのエリアの範囲（LSAタイプ 9、10、および 11）を受
信するように拡張されます。ただし、OSPFv2はエリア範囲タイプ 10のみを発信します。

パス計算要素機能の詳細については、『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、および次の IETFドラフトを参照してください。

• draft-ietf-ospf-cap-09

• draft-ietf-pce-disco-proto-ospf-00

OSPF IP 高速再ルーティングループフリー代替
OSPF IP高速再ルーティングループフリー代替計算では、次の機能を使用できます。
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• IP転送およびルーティングを使用した高速再ルーティング機能

•最短時間でラインカードの障害に対処

OSPFv3 の管理情報ベース（MIB）
Cisco IOS XRでは RFC 5643に定義されているMIBおよび OSPFv3のトラップが完全にサポート
されています。 RFC 5643には、IPv6用の Open Shortest Path First（OSPF）ルーティングプロトコ
ル（OSPFバージョン 3）で使用する管理情報ベース（MIB）のオブジェクトが定義されていま
す。

OSPFv3 MIBの実装は、IETFドラフト『Management Information Base for OSPFv3 (
draft-ietf-ospf-ospfv3-mib-8)』に基づきます。 RFC 5643にアップグレードすると、ユーザは新しい
MIBをピックアップするように NMSアプリケーションを更新する必要があります。

Cisco IOS XR MIBサポートの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
MIB Specification Guide』を参照してください。

複数の OSPFv3 インスタンス

SNMPv3は、複数の OSPFv3インスタンスにMIBビューを設定するために使用できる「コンテキ
スト」を同じシステムでサポートします。

OSPFv2 の VRF-lite サポート
OSPFバージョン 2（OSPFv2）の VRF Lite機能は、イネーブルになっています。 VRF-Liteは、
BGP/MPLSベースのバックボーンがない状態での仮想ルーティングおよび転送（VRF）導入です。
VRF-Liteでは、個別のプロバイダーエッジ（PE）ルータは VRFインターフェイスを使用して直
接接続されています。OSPFv2のVRF-Liteをイネーブルにするには、VRFコンフィギュレーショ
ンモードで capability vrf-liteコマンドを設定します。 VRF-Liteが設定されている場合、DNビッ
ト処理および自動エリア境界ルータ（ABR）のステータス設定はディセーブルです。

OSPFv3 タイマーリンクステートアドバタイズメントおよび Shortest
Path First スロットリングのデフォルト値のアップデート

Open Shortest Path Firstバージョン 3（OSPFv3）タイマーリンクステートアドバタイズメント
（LSA）、Shortest Path First（SPF）スロットリングのデフォルト値は次のように更新されます。

• timers throttle lsa all：start-interval：50ミリ秒、およびhold-interval：200ミリ秒

• timers throttle spf：spf-start：50ミリ秒、spf-hold：200ミリ秒、spf-max-wait：5000ミリ秒
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OSPF の実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

OSPF のイネーブル化
このタスクでは、1つのルータ IDで OSPFプロセスをイネーブルにするルータで、最小の OSPF
コンフィギュレーションを実行し、バックボーンまたはバックボーン以外のエリアを設定し、OSPF
を実行する 1つ以上のインターフェイスを割り当てるする方法を説明します。

はじめる前に

IPアドレスを設定する前に OSPFを設定することはできますが、IPアドレスが設定されるまで、
OSPFはルーティングされません。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. OSPFを使用する各インターフェイスでステップ 5を繰り返します。
7. log adjacency changes [ detail ] [ enable | disable ]
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

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティング
をイネーブルにし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティン
グをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレー
ションモードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPアドレスをルータ IDとして使用する
ことを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPF
プロセスのエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステッ

プ 4   

•バックボーンエリアには 0のエリア IDがありま
す。

•バックボーン以外のエリアにはゼロではないエリ
ア IDがあります。

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択す
る必要があります。 IPv4アドレス形式を使用す
ることを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、ステップ 4で設定したエリアのインターフェ
イスを 1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 5   

—OSPFを使用する各インターフェイスでステップ 5
を繰り返します。

ステッ

プ 6   

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。log adjacency changes [ detail ] [ enable | disable ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# log
adjacency changes detail

ステッ

プ 7   •デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

•ネイバー変更によって生成されたメッセージは通
知と見なされます。このメッセージは logging
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目的コマンドまたはアクション

consoleコマンドで重大度レベル 5に分類されま
す。 logging consoleコマンドではどの重大度レベ
ルのメッセージをコンソールに送信するかを制御

します。デフォルトでは、すべての重大度レベル

のメッセージが送信されます。

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-ospf-ar-if)# 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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# commit 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。

スタブエリアおよび Not-So-Stubby Area タイプの設定
このタスクでは、OSPFのスタブエリアおよび NSSAを設定する方法を説明します。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. 次のいずれかを実行します。

• stub [ no-summary ]

• nssa [ no-redistribution ] [ default-information-originate ] [ no-summary ]

6. 次のいずれかを実行します。

• stub

• nssa

7. default-cost cost
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

9. スタブエリアまたは NSSAにある他のすべてのルータでこのタスクを繰り返します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。
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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)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPアドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのバックボーン以外のエリアを設定し
ます。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 4   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

非バックボーンエリアをスタブエリアとして定義し

ます。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   • stub [ no-summary ]
•スタブエリアに送信されるLSAの数をさらに減
らすために no-summaryキーワードを指定しま

• nssa [ no-redistribution ] [
default-information-originate ] [ no-summary ]

す。このキーワードにより、ABRがサマリー
リンクステートアドバタイズメント（タイプ

3）をスタブエリアに送信しないようにします。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# stub no
summary または

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# nssa
no-redistribution

エリアを NSSAとして定義します。

（任意）スタブエリア、および NSSAエリアに設定
されたオプションをオフにします。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 6   • stub
•ステップ 5でオプションのキーワード（
no-summary、 no-redistribution、

• nssa

default-information-originate、および
例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# stub

no-summary）を使用してスタブエリア、およ
び NSSAエリアを設定した場合、stubおよび
nssaコマンドをコマンドのno形式を使用するの

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# nssa

ではなく、これらのキーワードなしで再度発行

する必要があります。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 421

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
スタブエリアおよび Not-So-Stubby Area タイプの設定



目的コマンドまたはアクション

•たとえば、コマンドのno nssa
default-information-originate 形式は、NSSAエ
リアを通常のエリアに変更し、そのエリアの既

存の隣接関係を意図せずダウンさせます。

（任意）スタブエリアまたは NSSAに送信されるデ
フォルトサマリールートのコストを指定します。

default-cost cost

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#default-cost
15

ステッ

プ 7   

•このコマンドは NSSAにアタッチされている
ABRでのみ使用します。エリア内の他のルータ
には使用しないでください。

•デフォルトのコストは 1です。

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 8   •• 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-ospf-ar)# 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-ospf-ar)# 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。

—スタブエリアまたは NSSAにある他のすべてのルー
タでこのタスクを繰り返します。

ステッ

プ 9   
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ブロードキャストネットワーク以外のネイバーの設定

このタスクでは、非ブロードキャストネットワークにネイバーを設定する方法を説明します。こ

のタスクはオプションです。

はじめる前に

NBMAネットワークをブロードキャストまたは非ブロードキャストとして構成する場合は、各
ルータから各ルータあるいはフルメッシュのネットワークにまで仮想回線があると想定されます。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. network { broadcast | non-broadcast | { point-to-multipoint [ non-broadcast ] | point-to-point

}}
6. dead-interval seconds
7. hello-interval seconds
8. interface type interface-path-id
9. 次のいずれかを実行します。

• neighbor ip-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ]

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number
] [ database-filter [ all ]]

10. インターフェイスのすべてのネイバーでステップ 9を繰り返します。
11. exit
12. interface type interface-path-id
13. 次のいずれかを実行します。

• neighbor ip-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ] [
database-filter [ all ]]

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ]
[ database-filter [ all ]]

14. インターフェイスのすべてのネイバーでステップ 13を繰り返します。
15. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイ
ネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモードで

ルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティングを
イネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーション
モードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3
1

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPアドレスをルータ IDとして使用するこ
とを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPFプ
ロセスのエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステッ

プ 4   

•この例ではバックボーンエリアを設定します。

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドッ
ト区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただ
し、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があり
ます。 IPv4アドレス形式を使用することを推奨しま
す。

OSPFネットワークタイプをそのメディアのデフォルト以
外のタイプに設定します。

network { broadcast | non-broadcast | {
point-to-multipoint [ non-broadcast ] |
point-to-point }}

ステッ

プ 5   

•この例では、ネットワークタイプをNBMAに設定し
ます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# network
non-broadcast
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネイバーのダウンを宣言する前に、ネイバーから

の helloパケットを待機する時間を設定します。
dead-interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
dead-interval 40

ステッ

プ 6   

（任意）OSPFがインターフェイスで送信するhelloパケッ
トの間隔を指定します。

hello-interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
hello-interval 10

ステッ

プ 7   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

して、ステップ 4で設定したエリアのインターフェイスを
1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

ステッ

プ 8   

•この例では、値がインターフェイスレベルで設定さ
れていないため、インターフェイスはブロードキャス

トネットワークタイプおよび helloおよび dead間隔
をそのエリアから継承します。

ブロードキャストネットワーク以外と相互接続するOSPF
ネイバーの IPv4アドレスを設定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 9   • neighbor ip-address [ priority number ] [
poll-interval seconds ][ cost number ] または

OSPFv3ネイバーのリンクローカル IPv6アドレスを設定し
ます。

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority
number ] [ poll-interval seconds ][ cost
number ] [ database-filter [ all ]]

• ipv6-link-local-address引数は、RFC 2373に記載されて
いる形式である必要があります。このアドレスは 16

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#

ビット値を使用する 16進数をコロンで区切って指定
します。

neighbor 10.20.20.1 priority 3 poll-interval
15 • priorityキーワードでは、このネイバーが DRまたは

BDRになる資格があることをルータに通知します。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
neighbor fe80::3203:a0ff:fe9d:f3fe

priority値は隣接ルータの実際のプライオリティ設定
と一致する必要があります。ネイバープライオリティ

のデフォルト値はゼロです。このキーワードはポイ

ントツーマルチポイントインターフェイスには適用

されません。

• poll-intervalキーワードはポイントツーマルチポイン
トインターフェイスには適用されません。 RFC 1247
では、この値を hello intervalよりずっと大きくするこ
とが推奨されています。デフォルトは120秒（2分）
です。
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目的コマンドまたはアクション

•特定のコストが設定されていないネイバーは、costコ
マンドに基づいてインターフェイスのコストを想定し

ます。ポイントツーマルチポイントインターフェイ

スでは、機能するキーワードおよび引数の組み合わせ

は cost numberだけです。 costキーワードは NBMA
ネットワークには適用されません。

• database-filterキーワードでは OSPFネイバーへの発
信LSAをフィルタリングします。 allキーワードを指
定すると、着信および発信 LSAはフィルタリングさ
れます。フィルタリングによりルーティングトポロ

ジが2つのネイバー間でまったく異なるように見え、
データトラフィックが「black-holing」化やルーティ
ングループを引き起こしたりすることがあるため、

十分注意して使用してください。

—インターフェイスのすべてのネイバーでステッ

プ 9を繰り返します。
ステッ

プ 10   

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# exit

ステッ

プ 11   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

して、ステップ 4で設定したエリアのインターフェイスを
1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/3/0/1

ステッ

プ 12   

•この例では、値がインターフェイスレベルで設定さ
れていないため、インターフェイスはブロードキャス

トネットワークタイプおよび helloおよび dead間隔
をそのエリアから継承します。

ブロードキャストネットワーク以外と相互接続するOSPF
ネイバーの IPv4アドレスを設定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 13   • neighbor ip-address [ priority number ] [
poll-interval seconds ][ cost number ] [
database-filter [ all ]]

または

OSPFv3ネイバーのリンクローカル IPv6アドレスを設定し
ます。• neighbor ipv6-link-local-address [ priority

number ] [ poll-interval seconds ][ cost
number ] [ database-filter [ all ]] • ipv6-link-local-address引数は、RFC 2373に記載されて

いる形式である必要があります。このアドレスは 16
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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-ospf-ar)# neighbor
10.34.16.6

ビット値を使用する 16進数をコロンで区切って指定
します。

• priorityキーワードでは、このネイバーが DRまたは
BDRになる資格があることをルータに通知します。

または

RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-ospf-ar)# neighbor
fe80::3203:a0ff:fe9d:f3f

priority値は隣接ルータの実際のプライオリティ設定
と一致する必要があります。ネイバープライオリティ

のデフォルト値はゼロです。このキーワードはポイ

ントツーマルチポイントインターフェイスには適用

されません。

• poll-intervalキーワードはポイントツーマルチポイン
トインターフェイスには適用されません。 RFC 1247
では、この値を hello intervalよりずっと大きくするこ
とが推奨されています。デフォルトは120秒（2分）
です。

•特定のコストが設定されていないネイバーは、costコ
マンドに基づいてインターフェイスのコストを想定し

ます。ポイントツーマルチポイントインターフェイ

スでは、機能するキーワードおよび引数の組み合わせ

は cost numberだけです。 costキーワードは NBMA
ネットワークには適用されません。

• database-filterキーワードでは OSPFネイバーへの発
信LSAをフィルタリングします。 allキーワードを指
定すると、着信および発信 LSAはフィルタリングさ
れます。フィルタリングによりルーティングトポロ

ジが2つのネイバー間でまったく異なるように見え、
「 black-holing」化やルーティングループを引き起こ
したりすることがあるため、十分注意して使用してく

ださい。

—インターフェイスのすべてのネイバーでステッ

プ 13を繰り返します。
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-ospf-ar)# end

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

   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 4.3.x

428 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
ブロードキャストネットワーク以外のネイバーの設定



目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# 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。

OSPF Version 2 の異なる階層レベルでの認証の設定
このタスクでは、OSPFルータプロセスにMD5（セキュア）認証を設定する方法について説明し
ます。プレーンテキスト認証を1エリアに設定し、次にクリアテキスト（null）認証を1インター
フェイスに適用します。

インターフェイスレベルで設定された認証は、エリアレベルおよびルータプロセスレベルで

設定された認証を上書きします。インターフェイスに特別に設定された認証がない場合、そ

のインターフェイスは認証パラメータ値をより高い階層レベルから継承します。階層および

継承の詳細については、OSPFの階層 CLIおよび CLI継承, （392ページ）を参照してくださ
い。

（注）

はじめる前に

認証を設定する場合、プレーンテキスト認証またはMD5認証のどちらを設定するかをはじめに
決定する必要があります。また、認証の適用対象がプロセス内のすべてのインターフェイスか、

全エリアか、特定のインターフェイスかを決定する必要があります。ネットワークに特定のメ

ソッドを使用する場合、それぞれの種類の認証に関する情報については、OSPFのルート認証方
法, （397ページ）を参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. authentication [ message-digest | null ]
5. message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted key | LINE}
6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. 同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイスごとにステップ7を繰り返します。
9. exit
10. area area-id
11. authentication [ message-digest | null ]
12. interface type interface-path-id
13. 同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイスごとにステップ12を繰り返します。
14. interface type interface-path-id
15. authentication [ message-digest | null ]
16. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュ

レーションモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英
数字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスに対してMD5認証が有効になり
ます。

authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#authentication
message-digest

ステップ 4   

•エリアやインターフェイスなどのより低い
階層レベルによって変更されないかぎり、

この認証タイプはルータプロセス全体に適

用されます。

OSPFプロセスに対してMD5認証キーを指定し
ます。

message-digest-key key-id md5 { key | clear key |
encrypted key | LINE}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#message-digest-key
4 md5 yourkey

ステップ 5   

•隣接ルータが、同じキー IDを保持する必
要があります。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し

て、OSPFプロセスのバックボーンエリアを設
定します。

area area-id

例：

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

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始して、1つ以上のインターフェイスを
バックボーンエリアに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 7   

•すべてのインターフェイスは、OSPFプロ
セスの指定された認証パラメータ値を継承

します（ステップ 4、ステップ 5、ステッ
プ 6）。

—同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイ

スごとにステップ 7を繰り返します。
ステップ 8   

エリア OSPFコンフィギュレーションモードを
開始します。

exit

例：

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

ステップ 9   

エリアコンフィギュレーションモードを開始

し、OSPFプロセスの非バックボーンのエリア 1
を設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 10   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232
など、ドット区切りや IPv4アドレス形式で
入力できます。ただし、1つのエリアでは
同じ形式を選択する必要があります。 IPv4
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目的コマンドまたはアクション

アドレス形式を使用することを推奨しま

す。

セキュリティのないタイプ 1（プレーンテキス
ト）認証をイネーブルにします。

authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# authentication

ステッ

プ 11   

•例では、プレーンテキスト認証を（キー
ワードを指定しないことによって）指定し

ます。インターフェイスコンフィギュレー

ションモードで authentication-keyコマン
ドを使用し、このプレーンテキストパス

ワードを指定します。

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始して、ステップ7で指定したバックボー
interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/0

ステッ

プ 12   
ン以外のエリア 1に 1つ以上のインターフェイ
スを関連付けます。

•設定されているすべてのインターフェイス
がエリア 1に対して設定されている認証パ
ラメータ値を継承します。

—同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイ

スごとにステップ 12を繰り返します。
ステッ

プ 13   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始し、1つ以上のインターフェイスを異
なる認証タイプに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

ステッ

プ 14   

ギガビットイーサネットインターフェイス

0/3/0/0に no authenticationを指定し、エリア 1に
authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
authentication null

ステッ

プ 15   
指定されたプレーンテキスト認証を上書きしま

す。

•デフォルトでは、同じエリアで設定される
すべてのインターフェイスは、エリアと同

じ認証パラメータ値を継承します。

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 16   
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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

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# 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。

OSPF に同じ LSA が生成される頻度または受け入れられる頻度の制御
このタスクでは、非常に短い間隔で多数のLSAがフラッディングされる必要がある場合に、ルー
ティングテーブルの OSPFルートのコンバージェンス時間を調整する方法を説明します。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 433

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPF に同じ LSA が生成される頻度または受け入れられる頻度の制御



手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. ステップ 5またはステップ 6、または両方のステップを実行して、同じLSAが送受信される間
隔を制御します。

5. timers lsa refresh seconds
6. timers lsa min-arrival seconds
7. timers lsa group-pacing seconds
8. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2   

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router:router(config)# router
ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティング
をイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーショ
ンモードでルータを配置します。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3
1
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用する
ことを推奨します。

（注）

—ステップ 5またはステップ 6、または両方のス
テップを実行して、同じ LSAが送受信される
間隔を制御します。

ステップ 4   

自動送信 LSAをリフレッシュする頻度を秒単位で設定
します。

timers lsa refresh seconds

例：

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

ステップ 5   

• OSPFおよび OSPFv3の両方で、デフォルトは 1800
秒です。

lsa refresh 1800

フラッディング中に特定のOSPF Version 2 LSAの新しい
プロセスが受け入れられる頻度を制限します。

timers lsa min-arrival seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers
lsa min-arrival 2

ステップ 6   

•デフォルト値は 1秒です。

OSPFリンクステート LSAがフラッディングのグループ
に収集される間隔を変更します。

timers lsa group-pacing seconds

例：
RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-ospf)# timers lsa
group-pacing 1000

ステップ 7   

•デフォルトは 240秒です。

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 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-ospf)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# 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。

OSPF のエリア 0 に MD5 認証を使用する仮想リンクの作成
このタスクでは、仮想リンクをバックボーン（エリア 0）に作成してMD5認証を適用する方法に
ついて説明します。説明されている手順は、仮想リンクの各端にある両方の ABRで実行する必
要があります。仮想リンクを理解するには、OSPFの仮想リンクおよび中継エリア,（401ページ）
を参照してください。

明示的にエリアパラメータ値を設定したら、インターフェイスの値を上書きして明示的に設

定しないかぎり、その値はそのエリアにバインドされているすべてのインターフェイスに継承

されます。OSPF Version 2のMD5認証を使用して設定された仮想リンク：例, （506ページ）
に例を示します。

（注）

はじめる前に

MD5認証が設定された仮想リンクをエリア 0に作成するには、次の前提条件を満たす必要があり
ます。

•ローカルルータを設定するリンクの反対の隣接ルータのルータ IDが必要です。ルータ ID
を取得するためにリモートルータで show ospfコマンドまたは show ospfv3コマンドを実行
できます。

•仮想リンクが正常に機能するには、仮想リンクの各端に固定ルータ IDが必要です。ルータ
IDは変更されないようにします。デフォルトでルータ IDを割り当てると、変更される可能
性があります（ルータ IDの決定方法については、OSPFプロセスおよびルータ ID,（395ペー
ジ）を参照してください）。そのため、仮想リンクを設定する前に、次のいずれかのタスク

を実行することを推奨します。

◦ルータ IDを設定するには、router-idコマンドを使用します。この方法を推奨します。

◦ルータが安定したルータ IDを持つために、ループバックインターフェイスを設定しま
す。
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• OSPFVersion 2の仮想リンクを設定する前に、プレーンテキスト認証、MD5認証、認証なし
（デフォルト）のうち、どの認証を設定するかを決定する必要があります。認証に関連する

追加のタスクを実行する必要があるかどうかに応じて決定します。

プレーンテキスト認証を設定する、または認証を設定しない場合は、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「OSPF Commands on Cisco ASR 9000
シリーズルータ」モジュールに記載されているauthenticationコマンドを参照してください。

（注）

手順の概要

1. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ]

• show ospfv3 [ process-name ]

2. configure
3. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

4. router-id { router-id }
5. area area-id
6. virtual-link router-id
7. authentication message-digest
8. message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted key }
9. 仮想リンクの反対側にある ABRでこのタスクのすべての手順を繰り返します。このルータで
仮想リンクに指定する同じキー IDおよびキーを指定します。

10. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

11. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ] [ area-id ] virtual-links

• show ospfv3 [ process-name ] virtual-links
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPFルーティングプロセスに関
する一般情報を表示します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 1   • show ospf [ process-name ]
•出力にはローカルルータのルータ ID
が表示されます。このルータ IDはリ

• show ospfv3 [ process-name ]

ンクのもう一端を設定するために必要

です。例：

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3

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 2   

指定したルーティングプロセスに OSPF
ルーティングをイネーブルにし、ルータコ

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   • router ospf process-name
ンフィギュレーションモードでルータを配

置します。• router ospfv3 process-name

または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFv3
ルーティングをイネーブルにし、router
ospfv3コンフィギュレーションモードで
ルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1
process-name引数は、40文字未満
の英数字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

ステッ

プ 4   
固定 IPv4アドレスをルータ IDと
して使用することを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開

始し、OSPFプロセスのバックボーン以外の
エリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 5   

• area-id引数は、area 1000や
area 0.0.3.232など、ドット区切りや
IPv4アドレス形式で入力できます。た
だし、1つのエリアでは同じ形式を選
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目的コマンドまたはアクション

択する必要があります。 IPv4アドレス
形式を使用することを推奨します。

OSPF仮想リンクを定義します。virtual-link router-id

例：
RRP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# virtual-link 10.3.4.5

ステッ

プ 6   •を参照してください。

この仮想リンクに対してMD5認証を選択し
ます。

authentication message-digest

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#authentication
message-digest

ステッ

プ 7   

OSPF仮想リンクを定義します。message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted
key }

ステッ

プ 8   •仮想リンクを理解するには、を参照し
てください。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#message-digest-key
4 md5 yourkey

• key-id引数は、1から 255の範囲の数
です。 key引数は最大 16文字の英数字
です。仮想リンクの両端のルータには

同じキー IDと、OSPFトラフィックを
ルーティングできるキーが必要です。

• authentication-key key コマンドは、
OSPFv3ではサポートされません。

•キーが暗号化されたら、その暗号化を
保持する必要があります。

—仮想リンクの反対側にある ABRでこのタスクのすべての手順
を繰り返します。このルータで仮想リンクに指定する同じキー

IDおよびキーを指定します。

ステッ

プ 9   

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 10   •• 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-ospf-ar-vl)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)# 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
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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。

（任意）OSPF仮想リンクのパラメータと現
在の状態を表示します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 11   • show ospf [ process-name ] [ area-id ] virtual-links

• show ospfv3 [ process-name ] virtual-links

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 2 virtual-links

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 virtual-links

例

次の例では、show ospfv3 virtual links EXECコマンドで、OSPFv3ネイバーへのOSPF_VL0仮想リ
ンクが起動しており、仮想リンクインターフェイスの IDが 2であり、仮想リンクエンドポイン
トの IPv6アドレスが 2003:3000::1であることを検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 virtual-links

Virtual Links for OSPFv3 1

Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up
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Interface ID 2, IPv6 address 2003:3000::1
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 0.1.20.255, via interface GigabitEthernet 0/1/0/1, Cost of using 2
Transmit Delay is 5 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02
Adjacency State FULL (Hello suppressed)
Index 0/2/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0(0)/0(0)/0(0) Next 0(0)/0(0)/0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Check for lines:
Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

State is up and Adjacency State is FULL

OSPF ABR でのサブネットワーク LSA の要約
IPアドレスをインターフェイスに割り当てたときに複数のサブネットワークを設定した場合、す
べてのサブネットワークが含まれ、ローカルエリアが別のエリアにアドバタイズする 1つの LSA
にソフトウェアを集約することができます。このようにソフトウェアを集約するとLSAの数を減
らすことができるため、ネットワークリソースを節約できます。この集約はエリア間ルート集約

と呼ばれます。これは自律システム内のルートに適用されます。再配布によってOSPFに挿入さ
れた外部ルートには適用されません。

このタスクでは、一緒にアドバタイズされる範囲に収まるすべてのサブネットワークを指定する

ことによって、サブネットワークを 1つの LSAに集約するようにOSPFを設定します。このタス
クは 1つの ABRでのみ実行します。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. 次のいずれかを実行します。

• range ip-address mask [ advertise | not-advertise ]

• range ipv6-prefix / prefix-length [ advertise | not-advertise ]

6. interface type interface-path-id
7. 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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイ
ネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルー

タを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf
1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティングをイ
ネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーションモード
でルータを配置します。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospfv3 1
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
router-id 192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用するこ
とを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPFプロ
セスのバックボーン以外のエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステッ

プ 4   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット
区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただし、

10
1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。
IPv4アドレス形式を使用することを推奨します。

エリア境界で OSPFルートを統合および集約します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   •• advertiseキーワードにより、タイプ 3サマリー LSAの
ソフトウェアがサブネットワークのアドレス範囲をアド

バタイズします。

range ip-address mask [ advertise |
not-advertise ]

• range ipv6-prefix / prefix-length [
advertise | not-advertise ] • not-advertiseキーワードによって、ソフトウェアがタイ

プ 3サマリー LSAに制限され、この範囲内のサブネッ
トワークは他のエリアには見えません。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
range 192.168.0.0 255.255.0.0 advertise

•最初の例では、ネットワーク 192.168.0.0のすべてのサ
ブネットワークが ABRによって集約され、バックボー
ン外のエリアにアドバタイズされます。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
range 4004:f000::/32 advertise

• 2番目の例では、複数の IPv4インターフェイスが192.x.x
のネットワークに対応しています。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し

て、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付けます。
interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/2/0/3

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-ospf-ar)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:
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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、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
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。

1 つの IGP から OSPF へのルートの再配布
このタスクでは、IGP（別の OSPFプロセスでも可）から OSPFにルートを再配布します。

はじめる前に

ルーティングポリシーの設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Routing Configuration Guide』の「Implementing Routing Policy on Cisco ASR 9000シリーズルータ
」モジュールを参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 } [ metric metric-value ] [

metric-type type-value ] [ match { external [ 1 | 2 ]} [ tag tag-value ] [ route-policy policy-name ]
5. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefix address mask [ not-advertise ] [ tag tag ]

• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [ not-advertise ] [ tag tag ]

6. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティング
をイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーショ
ンモードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：
RRP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

1つのルーティングドメインから別のルーティングド
メインへの OSPFルートの再配布

redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2
| level-2 } [ metric metric-value ] [ metric-type
type-value ] [match { external [ 1 | 2 ]} [ tag tag-value
] [ route-policy policy-name ]

ステッ

プ 4   

または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# redistribute
bgp 1 level-1

あるルーティングドメインから別のルーティングドメ

インへ OSPFv3ルートを再配布します。

•このコマンドを実行すると、定義上ルータがASBR
になります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-router)#redistribute
bgp 1 level-1-2 metric-type 1

• OSPFは再配布によって学習したすべてのルートを
externalとタグ付けします。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定されている場
合）は、OSPFに再配布されるプロトコルを示しま
す。

•メトリックは外部ルートに割り当てるコストです。
すべてのプロトコルでデフォルトは 20です。ただ
し、BGPのデフォルトのメトリックは 1です。

• OSPFの例では、BGP自律システム 1、レベル 1の
ルートをOSPFにタイプ 2外部ルートとして再配布
します。

• OSPFv3の例では、BGP自律システム 1、レベル 1
および2のルートをOSPFに再配布します。OSPFv3
ルーティングドメインにアドバタイズされるデフォ

ルトルートに関連付けられている外部リンクタイ

プは、タイプ 1の外部ルートです。

OSPFv3では RPLはサポートされていませ
ん。

（注）

（任意）OSPFの集約アドレスを作成します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   
または• summary-prefix address mask [ not-advertise

] [ tag tag ]
（任意）OSPFv3の集約アドレスを作成します。

• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [
not-advertise ] [ tag tag ] •このコマンドは、非OSPFルートの外部ルート集約

を行います。
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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-ospf)# summary-prefix
10.1.0.0 255.255.0.0

•集約される外部範囲は隣接している必要がありま
す。異なる 2台のルータからの重複範囲を集約す
ると、誤った宛先にパケットが送信される原因とな

る場合があります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-router)#
summary-prefix 2010:11:22::/32

•このコマンドはオプションです。これを指定しな
いと、各ルートはリンクステートデータベースに

含まれ、LSAにアドバタイズされます。

• OSPFv2の例では、集約アドレス 10.1.0.0にアドレ
ス 10.1.1.0、10.1.2.0、10.1.3.0などが含まれていま
す。外部の LSAでは、アドレス 10.1.0.0だけがア
ドバタイズされます。

• OSPFv3の例では、集約アドレス 2010:11:22::/32に
は 2010:11:22:0:1000::1、2010:11:22:0:2000:679:1、
などのアドレスがあります。外部 LSAにはアドレ
ス 2010:11:22::/32だけがアドバタイズされます。

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-ospf)# 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-ospf)# 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。
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目的コマンドまたはアクション

OSPF Shortest Path First スロットリングの設定
このタスクでは、SPFスケジューリングをミリ秒間隔で設定し、ネットワークが不安定な場合に
SPF計算を遅らせる方法について説明します。このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait
5. area area-id
6. interface type interface-path-id
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ]

• show ospfv3 [ process-name ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2   

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

SPFスロットリングタイマーを設定します。timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers
throttle spf 10 4800 90000

ステップ 4   

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、バッ

クボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステップ 5   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

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

• 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-ospf-ar-if)# 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-ospf-ar-if)# 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。

（任意）SPFスロットリングタイマーを表示します。次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• show ospf [ process-name ]

• show ospfv3 [ process-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# RP/0/RP0/CPU0:router# show
ospfv3 2

例

次の例では、show ospf EXECコマンドを使用して、初期 SPFスケジュール遅延時間、最小ホール
ドタイム、最大待機時間が正しく設定されていることを検証します。ルータタイプおよびルー

トの再配布などの OSPFプロセスに関する詳細情報が表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.4.3
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Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,

ospf 2
Initial SPF schedule delay 5 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 100 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 1000 msecs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Non-Stop Forwarding enabled

それぞれの出力表示フィールドの説明については、『CiscoASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』の「OSPF Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ
」モジュールで、show ospfコマンドを参照してください。

（注）

Cisco for OSPF Version 2 固有のノンストップフォワーディングの設定
このタスクでは、NSF対応ルータの Ciscoに専用の OSPF NSFを設定する方法を説明します。こ
のタスクはオプションです。

はじめる前に

OSPF NSFでは、すべてのネイバーネットワーキングデバイスが NSF対応である必要がありま
す。ルータにCisco IOSXRソフトウェアイメージをインストールすると自動的にNSF対応になり
ます。 NSF対応ルータが特定のネットワークセグメントで NSF非認識ネイバーを検出すると、
そのセグメントで NSF機能をディセーブルにします。 NSF対応または NSF認識ルータで完全に
構成された他のネットワークセグメントに対しては、継続して NSF機能を提供します。

ノンストップフォワーディングの設定では、次の制約事項が適用されます。（注）

•仮想リンク用 Cisco OSPF NSFはサポートされません。

•ネイバーは NSF対応である必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. 次のいずれかを実行します。

• nsf cisco

• nsf cisco enforce global

5. nsf interval seconds
6. nsfflush-delay-timeseconds
7. nsflifetimeseconds
8. nsfietf
9. 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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイ
ネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルー

タを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
router-id 192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用すること
を推奨します。

（注）

OSPFプロセスの Cisco NSF操作をイネーブルにします。次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• nsf cisco • enforceおよび globalキーワードを指定せずに nsf cisco
コマンドを使用して、検出された NSF以外のネイバー• nsf cisco enforce global
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目的コマンドまたはアクション

のインターフェイスでNSF再起動メカニズムを中断し、
NSFネイバーが適切に機能できるようにします。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# nsf
cisco enforce global

•再起動中にルータがNSFを実行するようにする場合は、
enforceおよび globalキーワードを指定せずに nsf cisco
コマンドを使用します。ただし、NSF以外のネイバー
が検出されると、OSPFプロセス全体で NSF再起動は
キャンセルされます。

NSF再起動の試行間隔の最小時間を設定します。nsf interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# nsf
interval 120

ステップ 5   

このコマンドを使用する場合、OSPFがNSF再起動
実行を試みる前の OSPFプロセスを、最小でも 90
秒に設定する必要があります。

（注）

外部ルートの学習に許可される最大時間を秒単位で設定しま

す。

nsfflush-delay-timeseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#nsf
flush-delay-time 1000

ステップ 6   

再起動に続くNSFのルートの最大有効期間を秒単位で設定し
ます。

nsflifetimeseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#nsf
lifetime 90

ステップ 7   

ietfグレースフルリスタートをイネーブルにします。nsfietf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#nsf
ietf

ステップ 8   

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

• commit

例：

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

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
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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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。

MPLS トラフィックエンジニアリングの OSPF Version 2 の設定
このタスクでは、MPLS TEのOSPFを設定する手順について説明します。このタスクはオプショ
ンです。

MPLS TEタスクおよびトンネルをサポートするルータを設定できるコマンド、OSPFが使用でき
るMPLSトンネルを設定できるコマンド、MPLS TEのトラブルシューティングの説明について
は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLS Configuration Guide』の「Implementing
MPLS Traffic Engineering on Cisco ASR 9000 Series Router」モジュールを参照してください。

はじめる前に

ルータでOSPFのMPLS TEをイネーブルするには、ネットワークで次の機能がサポートされてい
る必要があります。

• MPLS

• IPシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）

ネットワークのトラフィックエンジニアリング部分にあるすべてのOSPFルータ上で、次のタ
スクのコマンドを入力する必要があります。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. mpls traffic-eng router-id interface-type interface-instance
5. area area-id
6. mpls traffic-eng
7. interface type interface-path-id
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

9. show ospf [ process-name ] [ area-id ] mpls traffic-eng { link | fragment }

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモード

でルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用する
ことを推奨します。

（注）

（任意）ノードのトラフィックエンジニアリングルータ

識別子が、指定されたインターフェイスに関連付けられ

ている IPアドレスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id interface-type
interface-instance

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls
traffic-eng router-id loopback 0

ステップ 4   

•この IPアドレスはTELSA内のすべてのノードにフ
ラッディングされます。

•他のノードから始まり、このノードで終了するすべ
てのトラフィックエンジニアリングトンネルに対
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目的コマンドまたはアクション

して、トンネル宛先を宛先ノードのトラフィックエ

ンジニアリングルータ IDに設定する必要がありま
す。これは、そのアドレスが、トンネルヘッドのト

ラフィックエンジニアリングトポロジデータベー

スがそのパス計算に使用するアドレスであるためで

す。

•ループバックインターフェイスは物理インターフェ
イスより安定しているため、ループバックインター

フェイスをMPLS TEルータ IDに使用することを推
奨します。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPF
プロセスのエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステップ 5   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドッ
ト区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。た
だし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要が
あります。

OSPFエリアでMPLS TEを設定します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls
traffic-eng

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付け
ます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface interface loopback0

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-ospf-ar-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
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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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。

（任意）MPLSTEのローカルルータで利用可能なリンク
とフラグメントに関する情報を表示します。

show ospf [ process-name ] [ area-id ] mpls
traffic-eng { link | fragment }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 0 mpls
traffic-eng link

ステップ 9   

例

ここでは、次の出力例について説明します。

MPLS TE を設定する前の show ospf コマンドのサンプル出力

次の例では、showroute ospfEXECコマンドは、ギガビットイーサネットインターフェイス0/3/0/0
が存在することおよびMPLS TEが設定されていないことを検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ospf 1

O 11.0.0.0/24 [110/15] via 0.0.0.0, 3d19h, tunnel-te1
O 192.168.0.12/32 [110/11] via 11.1.0.2, 3d19h, GigabitEthernet0/3/0/0
O 192.168.0.13/32 [110/6] via 0.0.0.0, 3d19h, tunnel-te1

show ospf mpls traffic-eng コマンドの出力例

次の例では、MPLS TEフラグメントが正しく設定されていることを、show ospf mpls traffic-eng
EXECコマンドで検証します。

RP/0/RSP0
/CPU0:router# show ospf 1 mpls traffic-eng fragment

OSPF Router with ID (192.168.4.3) (Process ID 1)

Area 0 has 1 MPLS TE fragment. Area instance is 3.
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MPLS router address is 192.168.4.2
Next fragment ID is 1

Fragment 0 has 1 link. Fragment instance is 3.
Fragment has 0 link the same as last update.
Fragment advertise MPLS router address
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3
Link connected to Point-to-Point network
Link ID :55.55.55.55
Interface Address :192.168.50.21
Neighbor Address :192.168.4.1
Admin Metric :0
Maximum bandwidth :19440000
Maximum global pool reservable bandwidth :25000000
Maximum sub pool reservable bandwidth :3125000
Number of Priority :8
Global pool unreserved BW
Priority 0 : 25000000 Priority 1 : 25000000
Priority 2 : 25000000 Priority 3 : 25000000
Priority 4 : 25000000 Priority 5 : 25000000
Priority 6 : 25000000 Priority 7 : 25000000
Sub pool unreserved BW
Priority 0 : 3125000 Priority 1 : 3125000
Priority 2 : 3125000 Priority 3 : 3125000
Priority 4 : 3125000 Priority 5 : 3125000
Priority 6 : 3125000 Priority 7 : 3125000
Affinity Bit :0

次の例では、エリアインスタンス3のMPLSTEリンクが正しく設定されていることを、showospf
mpls traffic-eng EXECコマンドで検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf mpls traffic-eng link

OSPF Router with ID (192.168.4.1) (Process ID 1)

Area 0 has 1 MPLS TE links. Area instance is 3.

Links in hash bucket 53.
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3
Link connected to Point-to-Point network
Link ID :192.168.50.20
Interface Address :192.168.20.50
Neighbor Address :192.168.4.1
Admin Metric :0
Maximum bandwidth :19440000
Maximum global pool reservable bandwidth :25000000
Maximum sub pool reservable bandwidth :3125000
Number of Priority :8
Global pool unreserved BW
Priority 0 : 25000000 Priority 1 : 25000000
Priority 2 : 25000000 Priority 3 : 25000000
Priority 4 : 25000000 Priority 5 : 25000000
Priority 6 : 25000000 Priority 7 : 25000000
Sub pool unreserved BW
Priority 0 : 3125000 Priority 1 : 3125000
Priority 2 : 3125000 Priority 3 : 3125000
Priority 4 : 3125000 Priority 5 : 3125000
Priority 6 : 3125000 Priority 7 : 3125000
Affinity Bit :0

show ospf コマンドの MPLS TE を設定した後のコマンドのサンプル出力

次の例では、show route ospf EXECコマンドで、MPLS TEトンネルがギガビットイーサネットイ
ンターフェイス 0/3/0/0を置き換え、設定が正しく実行されたことを検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ospf 1
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O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O E2 192.168.11.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O E2 192.168.1244.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O 192.168.12.0/24 [110/2] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2

OSPFv3 グレースフルリスタートの設定
このタスクでは、OSPFv3プロセスのグレースフルリスタートを設定する方法を説明します。こ
のタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 process-name
3. graceful-restart
4. graceful-restart lifetime
5. graceful-restart interval seconds
6. graceful-restart helper disable
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. show ospfv3 [ process-name [ area-id ]] database grace

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

OSPFv3のルータコンフィギュレーションモー
ドを開始します。プロセス名は OSPFルーティ

router ospfv3 process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 test

ステップ 2   

ングプロセスを一意に識別する 1つの単語で
す。プロセス名はスペースを含まない 40文字
以内の任意の英数字ストリングです。

現行ルータでグレースフルリスタートをイネー

ブルにします。

graceful-restart

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#graceful-restart

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

グレースフルリスタートの最大時間を指定しま

す。

graceful-restart lifetime

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart
lifetime 120

ステップ 4   

•デフォルトは 95秒です。

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

現行ルータのグレースフルリスタートの間隔

（最小時間）を指定します。

graceful-restart interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart
interval 120

ステップ 5   

•間隔のデフォルト値は 90秒です。

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

ヘルパー機能をディセーブルにします。graceful-restart helper disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart
helper disable

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# 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。

グレースフルリスタートリンクのステートを表

示します。

show ospfv3 [ process-name [ area-id ]] database grace

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

ステップ 8   

グレースフルリスタートに関する情報の表示

ここでは、グレースフルリスタートに関する情報を表示するために使用できるタスクについて説

明します。

•機能がイネーブルかどうかや、グレースフルリスタートが最後に実行された時間を確認する
には、showospfコマンドを使用します。OSPFv3インスタンスの詳細を参照するには、show
ospfv3 process-name [ area-id ] database graceコマンドを使用します。

グレースフルリスタート機能のステータスの表示

次の画面出力は、ローカルルータのグレースフルリスタート機能の状態を示しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

Routing Process “ospfv3 1” with ID 2.2.2.2
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Initial LSA throttle delay 0 msecs
Minimum hold time for LSA throttle 5000 msecs
Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Maximum number of configured interfaces 255
Number of external LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Graceful Restart enabled, last GR 11:12:26 ago (took 6 secs)

Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1
SPF algorithm executed 1 times
Number of LSA 6. Checksum Sum 0x0268a7
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0
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OSPFv3 インスタンスのグレースフルリスタート情報の表示

次の画面出力では、OSPFv3のリンクステートインスタンスのリンクステータスを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits
1.1.1.1 1949 0x8000000e 0 1

None
2.2.2.2 2007 0x80000011 0 1

None

Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
1.1.1.1 180 0x80000006 1 PO0/2/0/0
2.2.2.2 2007 0x80000006 1 PO0/2/0/0

Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID
1.1.1.1 180 0x80000006 0 0x2001 0
2.2.2.2 2007 0x80000006 0 0x2001 0

Grace (Type-11) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
2.2.2.2 2007 0x80000005 1 PO0/2/0/0

OSPFv2 模造リンクの設定
このタスクでは、プロバイダーエッジ（PE）ルータを設定し、VPNバックボーン全体でOSPFv2
模造リンク接続を確立する方法について説明します。このタスクはオプションです。

はじめる前に

プロバイダーエッジ（PE）ルータ間のマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN内
の模造リンクを設定する前に、次のように OSPFをイネーブルにする必要があります。

• OSPFルーティングプロセスを作成する。

• VRFに属するループバックインターフェイスを設定し、ホストマスクを使用して IPv4アド
レスを割り当てます。

•エリアサブモードで模造リンクを設定します。

これらの OSPF設定の前提条件の詳細については、OSPFのイネーブル化, （417ページ）を参照
してください。
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. vrf vrf-name
4. ipv4 address ip-address mask
5. end
6. router ospf instance-id
7. vrf vrf-name
8. router-id { router-id }
9. redistribute bgp process-id
10. area area-id
11. sham-link source-address destination-address
12. cost cost
13. 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   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface loopback 3

ステッ

プ 2   

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スをインターフェイスに割り当てます。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# vrf vrf1

ステッ

プ 3   

IPアドレスとサブネットマスクをインターフェイ
スに割り当てます。

ipv4 address ip-address mask

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
172.18.189.38 255.255.255.225

ステッ

プ 4   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J 463

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPFv2 模造リンクの設定



目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。end

例：

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

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]:

• 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。

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

router ospf instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf isp

ステッ

プ 6   
ションモードでルータを配置します。この例で

は、OSPFインスタンスは ispと呼ばれます。

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュ
レーションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステッ

プ 7   

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 8   
固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使
用することを推奨します。

（注）

1つのルーティングドメインから別のルーティン
グドメインに OSPFルートを再配布します。

redistribute bgp process-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# redistribute
bgp 1

ステッ

プ 9   

•このコマンドを実行すると、定義上ルータが
ASBRになります。
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目的コマンドまたはアクション

• OSPFは再配布によって学習したすべてのルー
トを externalとタグ付けします。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定されて
いる場合）は、OSPFに再配布されるプロト
コルを示します。

• BGP VPNルートが OSPFに再配布される場
合、BGPのMED値はLSAメトリックフィー
ルドにコピーされます。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 0

ステッ

プ 10   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット区切りや IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ
形式を選択する必要があります。

2つの VPNサイト間のポイントツーポイントア
ンナンバードインターフェイスを設定します。

sham-link source-address destination-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar)# sham-link
10.0.0.1 10.0.0.3

ステッ

プ 11   

OSPFインターフェイスでパケットを送信するコ
ストを明示的に指定します。指定したコストは、

cost cost

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar-sl)# cost
76

ステッ

プ 12   
インターフェイスの自動コスト計算のデフォルト

値よりも優先されます。

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 13   •• 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-ospf-vrf-ar)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar)# 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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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。

OSPFv2 のノンストップルーティングのイネーブル化
このオプションのタスクでは、OSPFv2プロセスのノンストップルーティング（NSR）をイネー
ブルにする方法を説明します。NSRはデフォルトでディセーブルになっています。NSRをイネー
ブルにすると、アクティブな RPの OSPFプロセスは必要なすべてのデータと状態をスタンバイ
RPのOSPFプロセスと同期します。スイッチオーバーが発生すると、新たにアクティブになった
RPのOSPFプロセスには実行の継続に必要なすべてのデータと状態が含まれており、ネイバーか
らの援助は必要ありません。

手順の概要

1. configure
2. router ospf instance-id
3. nsr
4. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイネーブ
ルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを配置し

ます。この例では、OSPFインスタンスは ispと呼ばれます。

router ospf instance-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
router ospf isp

ステップ 2   

OSPFv2プロセスの NSRをイネーブルにします。nsr

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

ステップ 3   

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 4   

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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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OSPFv3 のノンストップルーティングのイネーブル化
このタスクでは、OSPFv3プロセスのノンストップルーティング（NSR）をイネーブルにする方
法を説明します。 NSRはデフォルトでディセーブルになっています。 NSRをイネーブルにする
と、アクティブな RPの OSPFプロセスは必要なすべてのデータと状態をスタンバイ RPの OSPF
プロセスと同期します。スイッチオーバーが発生すると、新たにアクティブになったRPのOSPF
プロセスには実行の継続に必要なすべてのデータと状態が含まれており、ネイバーからの援助は

必要ありません。

手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 instance-id
3. nsr
4. 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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネー
ブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを配

router ospfv3 instance-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospfv3 isp

ステップ 2   

置します。この例では、OSPFインスタンスは ispと呼ばれま
す。

OSPFv3プロセスの NSRをイネーブルにします。nsr

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#
nsr

ステップ 3   

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 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
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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
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。

OSPF SPF プレフィックスプライオリティの設定
このタスクを実行して、 OSPF SPF（Shortest Path First）プレフィックスプライオリティを設定し
ます。
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手順の概要

1. configure
2. prefix-set prefix-set name
3. route-policy route-policy name if destination in prefix-set name then set spf-priority {critical |

high |medium} endif
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• router ospf ospf-name

• router ospfv3 ospfv3-name

5. spf prefix-priority route-policy route-policy name
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show rpl route-policy route-policy name detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

プレフィックスセットを設定します。prefix-set prefix-set name

例：

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

ステップ 2   

ospf-critical-prefixes
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pfx)#66.0.0.0/16
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pfx)#end-set

ルートポリシーと OSPF SPFプライオリティを設定
します。

route-policy route-policy name if destination in
prefix-set name then set spf-priority {critical | high
|medium} endif

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#route-policy
ospf-spf-priority
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#if destination
in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical
endif
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#end-policy

   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 4.3.x

470 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPF SPF プレフィックスプライオリティの設定



目的コマンドまたはアクション

ルータ OSPFコンフィギュレーションモードを開始
します。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• router ospf ospf-name

• router ospfv3 ospfv3-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# router ospfv3 1

定義されているルートポリシーの SPFプレフィック
スプライオリティを設定します。

spf prefix-priority route-policy route-policy name

例：

ステップ 5   

OSPFルータで spf prefix-priorityコマンド
を設定します。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#spf
prefix-priority route-policy ospf3-spf-priority

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 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)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、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

SPFのプレフィックスプライオリティのセットを表
示します。

show rpl route-policy route-policy name detail

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#show rpl route-policy

ステップ 7   

ospf-spf-priority detail
prefix-set ospf-critical-prefixes
66.0.0.0/16

end-set
!
route-policy ospf-spf-priority
if destination in ospf-critical-prefixes

then
set spf-priority critical

endif
end-policy
!

OSPFv2 の multicast-intact のイネーブル化
このオプションの手順では、IPv4アドレスを使用する OSPFv2ルータの multicast-intactをイネー
ブルにする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf instance-id
3. mpls traffic-eng multicast-intact
4. 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

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイネー
ブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを

router ospf instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf isp

ステップ 2   

配置します。この例では、OSPFインスタンスは ispと呼ばれ
ます。

multicast-intactをイネーブルにします。mpls traffic-eng multicast-intact

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls
traffic-eng multicast-intact

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-ospf)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
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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インターフェイスの VRF への関連付け
このタスクでは、VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスにインターフェイスを関連
付ける方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. vrf vrf-name
4. interface type interface-path-id
5. ipv4 address ip-address mask
6. ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length [ eui-64 ]
7. ipv4 mtu mtu
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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティング
をイネーブルにし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、1つ以上のインターフェイスを VRFに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)#
interface GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

IPアドレスとサブネットマスクをインターフェイスに
割り当てます。

ipv4 address ip-address mask

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
172.18.189.38 255.255.255.224

ステップ 5   

インターフェイスに割り当てられた IPv6アドレスを指
定し、インターフェイスでの IPv6処理をイネーブルに
します。

ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length [ eui-64 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:C18:1::64

ステップ 6   

•スラッシュ記号（/）は、prefix-length引数の前に置
かれ、ipv6-prefix引数とスラッシュ記号の間にス
ペースは入りません。

各インターフェイスにおいて送信される IPv4パケット
の最大伝送単位（MTU）サイズを設定します。

ipv4 mtu mtu

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 mtu
300

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-ospf-ar-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
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
ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J 475

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
インターフェイスの VRF への関連付け



目的コマンドまたはアクション

プロバイダーエッジからカスタマーエッジ（PE-CE）プロトコルとし
ての OSPF の設定

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. vrf vrf-name
4. router-id { router-id }
5. redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 } [metric metric-value ] [metric-type

type-value ] [ match { external [ 1 | 2 ] }] [ tag tag-value ] route-policy policy-name]
6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. exit
9. domain-id [ secondary ] type { 0005 | 0105 | 0205 | 8005 } value value
10. domain-tag tag
11. disable-dn-bit-check
12. 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   

指定したルーティングプロセスに OSPF
ルーティングをイネーブルにし、ルータ

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステッ

プ 2   
コンフィギュレーションモードでルータ

を配置します。
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目的コマンドまたはアクション

process-name引数は、40文字未
満の英数字です。

（注）

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステッ

プ 3   

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# router-id 192.168.4.3

ステッ

プ 4   
固定 IPv4アドレスをルータ ID
として使用することを推奨しま

す。

（注）

1つのルーティングドメインから別のルー
ティングドメインへのOSPFルートの再配
布

redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 }
[metric metric-value ] [metric-type type-value ] [match { external
[ 1 | 2 ] }] [ tag tag-value ] route-policy policy-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# redistribute bgp 1
level-1

ステッ

プ 5   

•このコマンドを実行すると、定義上
ルータが ASBRになります。

• OSPFは再配布によって学習したすべ
てのルートを externalとタグ付けしま
す。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定
されている場合）は、OSPFに再配布
されるプロトコルを示します。

•メトリックは外部ルートに割り当て
るコストです。すべてのプロトコル

でデフォルトは 20です。ただし、
BGPのデフォルトのメトリックは 1
です。

•この例では、BGP自律システム 1、
レベル 1のルートをOSPFにタイプ 2
の外部ルートとして再配布します。

エリアコンフィギュレーションモードを

開始し、OSPFプロセスのエリアを設定し
ます。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 0

ステッ

プ 6   

• area-id引数は、area 1000や
area 0.0.3.232など、ドット区切りや
IPv4アドレス形式で入力できます。
ただし、1つのエリアでは同じ形式を
選択する必要があります。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 477

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
プロバイダーエッジからカスタマーエッジ（PE-CE）プロトコルとしての OSPF の設定



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、1つ以上のインター
フェイスを VRFに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# interface
GigabitEthernet 0/0/0/0

ステッ

プ 7   

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了します。

exit

例：

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

ステッ

プ 8   

OSPF VRFのドメイン IDを指定します。domain-id [ secondary ] type { 0005 | 0105 | 0205 | 8005 }
value value

ステッ

プ 9   • value 引数は 6オクテットの 16進数
です。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# domain-id type 0105
value 1AF234

OSPF VRFドメインタグを指定します。domain-tag tag

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-0spf-vrf)# domain-tag 234

ステッ

プ 10   • tagの有効範囲は、0～ 4294967295で
す。

ダウンビットを無視するように設定しま

す。

disable-dn-bit-check

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# disable-dn-bit-check

ステッ

プ 11   

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 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-ospf-vrf)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# 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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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。

複数の OSPF インスタンスの作成（OSPF プロセスおよび VRF）
このタスクでは、複数の OSPFインスタンスの作成方法を説明します。この場合、インスタンス
は通常の OSPFインスタンスと VRFインスタンスです。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. exit
6. vrf vrf-name
7. area area-id
8. interface type interface-path-id
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:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

バックボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステップ 3   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4   

OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。exit

例：

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

ステップ 5   

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステップ 6   

エリアコンフィギュレーションモードを開始して、

OSPFプロセスで VRFインスタンスのエリアを設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 0

ステップ 7   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスを VRFに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# interface
GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 8   

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# 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-ospf-ar-if)# 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。

マルチエリアの隣接関係の設定

このタスクでは、OSPFのプライマリインターフェイスで複数のエリアを作成する方法について
説明します。
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はじめる前に

OSFスピーカーが2つだけアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの
隣接関係を設定できます。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、network
point-to-pointコマンドを使用して OPSFポイントツーポイントタイプとしてインターフェイ
スを設定し、マルチエリアの隣接関係のインターフェイスをイネーブルにする必要がありま

す。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. area area-id
6. multi-area-interface type interface-path-id
7. 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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステッ

プ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、バッ

クボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

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

ステッ

プ 3   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択

   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 4.3.x

482 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
マルチエリアの隣接関係の設定



目的コマンドまたはアクション

する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
Serial 0/1/0/3

ステッ

プ 4   

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、複

数エリア隣接関係に使用されるエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 5   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

異なるOSPFエリアに対して複数の隣接関係をイネー
ブルにし、マルチエリアインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します

multi-area-interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
multi-area-interface Serial 0/1/0/3

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-ospf-ar-if-mif)# 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-ospf-ar-if-mif)#
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。
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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。

OSPF のラベル配布プロトコル IGP 自動設定の設定
このタスクでは、OSPFインスタンスに対するLDP自動設定を設定する方法について説明します。

オプションで、OSPFインスタンスのエリアにこの機能を設定できます。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. mpls ldp auto-config
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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイネー
ブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを

配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

OSPFインスタンスの LDP IGPインターフェイスの自動設定を
イネーブルにします。

mpls ldp auto-config

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
mpls ldp auto-config

ステップ 3   

•任意で、このコマンドをOSPFインスタンスのエリアに設
定されます。

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-ospf)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
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。

LDP IGP 同期の設定：OSPF
このタスクを実行して、OSPFで LDP IGP同期を設定します。

デフォルトでは、LDPと IGP間の同期は行われません。（注）
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手順の概要

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

• mpls ldp sync

• area area-idmpls ldp sync

• area area-id interface namempls ldp sync

4. 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   

OSPFルーティングプロセスを識別し、OSPFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router ospf process-name

例：

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

ステップ 2   

インターフェイスで LDP IGP同期をイネーブルにします。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 3   

• mpls ldp sync

• area area-idmpls ldp sync

• area area-id interface namempls ldp
sync

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
mpls ldp sync

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 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-ospf)#
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-ospf)#
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。

OSPF の認証メッセージダイジェスト管理の設定
このタスクでは、OSPFインターフェイスのキーチェーンの認証を管理する方法を説明します。

はじめる前に

このタスクを実行するには、有効なキーチェーンを設定する必要があります。

キーチェーンとそれに関連付けられている属性の設定方法については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router System Security ConfigurationGuide』の「ImplementingKeyChainManagement
on Cisco ASR 9000シリーズルータ 」モジュールを参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. authentication message-digest keychain keychain
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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステップ 4   

area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット
区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただし、
1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。
IPv4アドレス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet0/4/0/1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

MD5キーチェーンを設定します。authentication message-digest keychain keychain

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#

ステップ 6   

この例では、この手順を実行する前にospf_intl
キーチェーンを設定する必要があります。

（注）

authentication message-digest keychain
ospf_int1

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-ospf-ar-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
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。

例

次の例は、5つのキー IDを持つキーチェーン ospf_intf_1の設定方法を示します。各キー IDは異
なる send-lifetime値で設定されます。ただし、すべてのキー IDはキーに同じテキスト文字列を指
定します。

key chain ospf_intf_1
key 1
send-lifetime 11:30:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5T
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key-string clear ospf_intf_1
key 2
send-lifetime 11:40:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 3
send-lifetime 11:50:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 4
send-lifetime 12:00:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 5
send-lifetime 12:10:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1

次の例は、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/4/0/1でキーチェーン認証がイネーブル
であることを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 interface GigabitEthernet0/4/0/1

GigabitEthernet0/4/0/1 is up, line protocol is up
Internet Address 100.10.10.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.1, Interface address 100.10.10.2
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 100.10.10.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02

Index 3/3, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 2, maximum is 16
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Keychain-based authentication enabled
Key id used is 3

Multi-area interface Count is 0

次に、アクティブに設定されたキーの出力の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show key chain ospf_intf_1

Key-chain: ospf_intf_1/ -

Key 1 -- text "0700325C4836100B0314345D"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:30:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 2 -- text "10411A0903281B051802157A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:40:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 3 -- text "06091C314A71001711112D5A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:50:30, 01 May 2007 - (Duration) 600 [Valid now]
Accept lifetime: Not configured

Key 4 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:00:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 5 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:10:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured
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OSPF の一般 TTL セキュリティメカニズム（GTSM）の設定
このタスクでは、GTSMのインターフェイスにおけるセキュリティの存続可能時間メカニズムの
設定方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. log adjacency changes [ detail | disable ]
5. nsf { cisco [ enforce global ] | ietf [ helper disable ]}
6. timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait
7. area area-id
8. interface type interface-path-id
9. security ttl [ disable | hops hop-count ]
10. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

11. show ospf [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id ] interface [ type interface-path-id ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティング
をイネーブルにし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router id
10.10.10.100

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。log adjacency changes [ detail | disable ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# log
adjacency changes detail

ステップ 4   

•デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

•ネイバー変更によって生成されたメッセージは通
知と見なされます。このメッセージは logging
consoleコマンドで重大度レベル 5に分類されま
す。 logging consoleコマンドではどの重大度レベ
ルのメッセージをコンソールに送信するかを制御

します。デフォルトでは、すべての重大度レベル

のメッセージが送信されます。

（任意）NSF OSPFプロトコルを設定します。nsf { cisco [ enforce global ] | ietf [ helper disable
]}

ステップ 5   

この例ではグレースフルリスタートをイネーブルにし

ます。
例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# nsf ietf

（任意）SPFスロットリングタイマーを設定します。timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers
throttle spf 500 500 10000

ステップ 6   

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステップ 7   

area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット
区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただし、
1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。
IPv4アドレス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEternet0/5/0/0

ステップ 8   

OSPFパケットの IPヘッダーのセキュリティ TTL値を
設定します。

security ttl [ disable | hops hop-count ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
security ttl hopes 2

ステップ 9   

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 10   
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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-ospf-ar-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
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。

OSPFインターフェイス情報を表示します。show ospf [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id
] interface [ type interface-path-id ]

ステップ 11   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 interface
GigabitEthernet0/5/0/0

例

OSPFインターフェイスに設定されている GTSMセキュリティ TTL値を表示する出力例を次に示
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 interface GigabitEthernet0/5/0/0

GigabitEthernet0/5/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 120.10.10.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 100.100.100.100, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
TTL security enabled, hop count 2
Designated Router (ID) 102.102.102.102, Interface address 120.10.10.3

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 493

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPF の一般 TTL セキュリティメカニズム（GTSM）の設定



Backup Designated router (ID) 100.100.100.100, Interface address 120.10.10.1
Flush timer for old DR LSA due in 00:02:36
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 4
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 102.102.102.102 (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Multi-area interface Count is 0

OSPF の設定と動作の確認
このタスクでは、OSPFの設定および操作を確認する方法について説明します。

手順の概要

1. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]
2. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] border-routers [ router-id ]
3. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] database
4. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ area-id ] flood-list interface type interface-path-id
5. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id ] interface [ type interface-path-id

]
6. show { ospf | ospfv3 }[ process-name ] [ area-id ] neighbor [ t ype interface- path-id ] [ neighbor-id

] [ detail ]
7. clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] process
8. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] redistribution
9. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] routes
10. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] vrf [vrf-name|all] {process |redistribution|routes|statistics [interface

type interface-path-id|message-queue|neighbor]}
11. clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] statistics [ neighbor [ type interface-path-id ] [ ip-address

]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPFルーティングプロセスに関す
る一般情報を表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf group1

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ABRおよび ASBRへの内部 OSPF
ルーティングテーブルエントリを表示しま

す。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] border-routers
[ router-id ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf group1
border-routers

ステップ 2   

（任意）特定のルータのOSPFデータベース
に関係する情報の一覧を表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] database

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf group2 database

ステップ 3   

•このコマンドは、さまざまな形式で、
異なる OSPF LSAに関する情報を提供
します。

（任意）インターフェイス上でのフラッディ

ングを待機しているOSPFLSAのリストを表
示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ area-id ]
flood-list interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 100 flood-list
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 4   

（任意）OSPFインターフェイス情報を表示
します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ vrf vrf-name ]
[ area-id ] interface [ type interface-path-id ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 100 interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 5   

（任意）個々のインターフェイスに基づいた

OSPFネイバー情報を表示します。
show { ospf | ospfv3 }[ process-name ] [ area-id ]
neighbor [ t ype interface- path-id ] [ neighbor-id ] [ detail
]

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 100 neighbor

（任意）OSPFルータプロセスを停止および
再起動せずにリセットします。

clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] process

例：
RP/0/RSP0
/CPU0:router# clear ospf 100 process

ステップ 7   

OSPFルート再配布をクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] redistribution

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#clear ospf 100 redistribution

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFルートテーブルをクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] routes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#clear ospf 100 routes

ステップ 9   

OSPFルートテーブルをクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] vrf [vrf-name|all]
{process |redistribution|routes|statistics [interface type
interface-path-id|message-queue|neighbor]}

ステップ 10   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#clear ospf 100 vrf vrf_1
process

（任意）ネイバー状態遷移のOSPF統計情報
をクリアします。

clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] statistics [
neighbor [ type interface-path-id ] [ ip-address ]]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ospf 100 statistics

ステップ 11   

IP 高速再ルーティングループフリー代替の設定
この手順では、リンク障害周辺のトラフィックフローを収束させるために IP高速再ルーティング
（IPFRR）リンクごとのループフリー代替（LFA）計算をイネーブルにする方法について説明しま
す。

（注）

ブロードキャストリンクで保護をイネーブルにするには、OSPF下のインターフェイスで IPFRR
および双方向フォワーディング検出（BFD）をイネーブルにする必要があります。
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IPFRR LFA のイネーブル化

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. fast-reroute per-link { enable | disable }
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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

ションモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

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

ステップ 2   

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#area 1

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEternet0/5/0/0

ステップ 4   

インターフェイスのリンクごとのLFA計算をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

fast-reroute per-link { enable | disable }

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#fast-reroute
per-link enable

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   
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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

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# 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-ospf-ar)# 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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リンクごとの IP 高速再ルーティングの計算からインターフェイスを除
外します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. fast-reroute per-link exclude interface type interface-path-id
6. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

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

ステップ 2   

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。area area-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#area area-id

ステップ 3   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#interface
type interface-path-id

ステップ 4   

リンクごとの IP高速再ルーティングの計算からインター
フェイスを除外します。

fast-reroute per-link exclude interface type
interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
fast-reroute per-link exclude interface
GigabitEternet0/5/0/1

ステップ 5   
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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 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-ospf-ar)# 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-ospf-ar)# 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。

OSPF の実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

Cisco IOS XR ソフトウェア OSPF Version 2 の設定：例
次の例では、のエリアのCisco IOS XRソフトウェアOSPFインターフェイスの設定方法を示しま
す。

エリア 0は areaコマンドで明示的に設定する必要があり、10.1.2.0から 10.1.2.255の範囲にあるす
べてのインターフェイスはエリア 0にバインドされます。インターフェイスは（エリアコンフィ
ギュレーションモードにルータがある間に）interfaceコマンドで設定され、インターフェイスス
テートメントには areaキーワードを含めません。
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Cisco IOS XR ソフトウェア設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.255
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

!
!

次の例では、Cisco IOS XRソフトウェアのエリアでの OSPFインターフェイスパラメータの設定
方法を示します。

Cisco IOSXRソフトウェアでは、OSPFインターフェイスの固有のパラメータがインターフェイス
コンフィギュレーションモードで設定され、エリア 0に明示的に定義されます。さらに、ip ospf
キーワードは必要なくなります。

Cisco IOS XR ソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
cost 77
mtu-ignore
authentication message-digest
message-digest-key 1 md5 0 test

!
!

次の例では Cisco IOS XRソフトウェアの階層 CLI構造を示します。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、OSPFエリアは明示的に設定する必要があり、エリアコンフィ
ギュレーションモードで設定されたインターフェイスは、そのエリアに明示的にバインドされて

います。この例では、インターフェイス 10.1.2.0/24がエリア 0に、インターフェイス 10.1.3.0/24
がエリア 1にバインドされています。

Cisco IOS XR ソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
!
area 1
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
!
!
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OSPF Version 2 の CLI 継承および優先：例
次の例では、OSPFトポロジの異なる階層レベルでコストパラメータを設定します。また、パラ
メータが継承される方法と 1つの設定だけが優先される方法について説明します。優先ルールに
従って、最も明示的な設定が使用されます。

コストパラメータは、OSPFプロセスのルータコンフィギュレーションモードで 5に設定されま
す。エリア 1はコストを 15に、エリア 6はコストを 30に設定します。エリア 0またはそのイン
ターフェイスではコストが設定されていないため、エリア0のすべてのインターフェイスはOSPF
プロセスの 5のコストを継承します。

エリア 1のすべてのインターフェイスには 15のコストがあります。これは、エリア 1でコストが
設定され、ルータコンフィギュレーションモードで設定された5が15で上書きされるためです。

エリア 4ではコストを設定しませんが、ギガビットイーサネットインターフェイス 01/0/2ではコ
ストを 20に設定します。エリア 4の残りのインターフェイスには、OSPFプロセスから継承され
た 5のコストがあります。

エリア6はコストを30に設定し、ギガビットイーサネットインターフェイス0/1/0/3および0/2/0/3
によって継承されます。ギガビットイーサネットインターフェイス 0/3/0/3は 1のコストを使用
します。これはインターフェイスコンフィギュレーションモードで設定されます。

router ospf 1
router-id 10.5.4.3
cost 5
area 0
interface GigabitEthernet 0/1/0/0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
!
!
area 1
cost 15
interface GigabitEthernet 0/1/0/1
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
!
!
area 4
interface GigabitEthernet 0/1/0/2
cost 20
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/2
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/2
!
!
area 6
cost 30
interface GigabitEthernet 0/1/0/3
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/3
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/3
cost 1
!
!
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OSPF Version 2 の MPLS TE：例
次の例では、MPLS TEの OSPF部分の設定方法を示します。ただし、引き続きMPLS TEトポロ
ジを構築して、MPLSTEトンネルを作成する必要があります。詳細については、『CiscoASR9000
Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照してください。

この例では、ループバックインターフェイス 0がエリア 0に関連付けられ、MPLS TEがエリア 0
内で設定されています。

interface Loopback 0
address 10.10.10.10 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
router ospf 1
router-id 10.10.10.10
nsf
auto-cost reference-bandwidth 10000
mpls traffic-eng router-id Loopback 0
area 0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
interface Loopback 0

OSPFv3 の集約を持つ ABR：例
次の例では、エリア 1からバックボーンに集約されたプレフィックス範囲 2300::/16を示します。

router ospfv3 1
router-id 192.168.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
range 2300::/16
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3 の ABR スタブエリア：例
エリア 1がスタブエリアとして設定される例を次に示します。

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
stub
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
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OSPFv3 の ABR 完全スタブエリア：例
エリア 1が完全スタブエリアとして設定される例を次に示します。

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
stub no-summary
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPF SPF プレフィックスプライオリティの設定：例
この例では、/32プレフィックスを一般的に mediumプライオリティに設定し、一部の /32および
/24プレフィックスを criticalプライオリティおよび highプライオリティキューに設定する方法を
示します。

prefix-set ospf-critical-prefixes
192.41.5.41/32,
11.1.3.0/24,
192.168.0.44/32
end-set
!
prefix-set ospf-high-prefixes
44.4.10.0/24,
192.41.4.41/32,
41.4.41.41/32
end-set
!
prefix-set ospf-medium-prefixes
0.0.0.0/0 ge 32
end-set
!

route-policy ospf-priority
if destination in ospf-high-prefixes then
set spf-priority high

else
if destination in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical

else
if destination in ospf-medium-prefixes then
set spf-priority medium

endif
endif

endif
end-policy

OSPFv2
router ospf 1

spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface POS0/3/0/0
!
!
area 3
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
!
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area 8
interface GigabitEthernet0/2/0/0.590

OSPFv3
router ospfv3 1

spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface POS0/3/0/0
!
!
area 3
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
!
area 8
interface GigabitEthernet0/2/0/0.590

OSPFv3 のルート再配布：例
次の例では、プレフィックスリストを使用して、他のプロトコルから再配布されるルートを制限

します。

上位 32ビットの 9898:1000および 32から 64のプレフィックス長を持つルートだけが BGP 42か
ら再配布されます。このパターンに一致しないルートだけが BGP 1956から再配布されます。

ipv6 prefix-list list1
seq 10 permit 9898:1000::/32 ge 32 le 64
ipv6 prefix-list list2
seq 10 deny 9898:1000::/32 ge 32 le 64
seq 20 permit ::/0 le 128
router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
redistribute bgp 42
redistribute bgp 1956
distribute-list prefix-list list1 out bgp 42
distribute-list prefix-list list2 out bgp 1956
area 1
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3 のエリア 1 から設定された仮想リンク：例
この例では、エリア 0と 1および仮想リンク 10.0.0.217と 10.0.0.212で構成される OSPFv3トポロ
ジのエリア 1からバックボーンを接続するように仮想リンクを設定する方法を説明します。

ABR 1 の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.212
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
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ABR 2 の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.212
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.217
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPF Version 2 の MD5 認証を使用して設定された仮想リンク：例
次の例では、バックボーンへの仮想リンクを設定して、MD5認証を適用する方法を示します。説
明されている手順は、仮想リンクの各端にある両方の ABRで実行する必要があります。

ABRを明示的に設定したら、そのインターフェイスの値を上書きし、明示的に設定しないかぎ
り、エリアにバインドされているすべてのインターフェイスにコンフィギュレーションが継承さ

れます。

仮想リンクを理解するには、OSPFの仮想リンクおよび中継エリア, （401ページ）を参照してく
ださい。

この例では、ルータ ABR1のすべてのインターフェイスはMD5認証を使用します。

router ospf ABR1
router-id 10.10.10.10
authentication message-digest
message-digest-key 100 md5 0 cisco
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
area 1
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
virtual-link 10.10.5.5

!
!

この例では、ルータ ABR3のエリア 1インターフェイスだけがMD5認証を使用します。

router ospf ABR2
router-id 10.10.5.5
area 0
area 1
authentication message-digest
message-digest-key 100 md5 0 cisco
interface GigabitEthernet 0/9/0/1
virtual-link 10.10.10.10
area 3
interface Loopback 0
interface GigabitEthernet 0/9/0/0

!

OSPF Version 2 に設定された VPN バックボーンと模造リンク：例
次の例では、VPNバックボーンと模造リンクの接続を確立するようにプロバイダーエッジ（PE）
ルータを設定する方法を示します。

logging console debugging
vrf vrf_1
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address-family ipv4 unicast
import route-target
100:1
!
export route-target
100:1
!

!
!
interface Loopback0
ipv4 address 2.2.2.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vrf_1
ipv4 address 10.0.1.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/2/0/2
vrf vrf_1
ipv4 address 100.10.10.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
ipv4 address 100.20.10.2 255.255.255.0
!
!

route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf 1
log adjacency changes
router-id 2.2.2.2
vrf vrf_1
router-id 22.22.22.2
domain-id type 0005 value 111122223333
domain-tag 140
nsf ietf
redistribute bgp 10
area 0
sham-link 10.0.1.3 10.0.0.101
!
interface GigabitEthernet0/2/0/2
!

!
!
!
router ospf 2
router-id 2.22.2.22
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!

!
router bgp 10
bgp router-id 2.2.2.1
bgp graceful-restart restart-time 300
bgp graceful-restart
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
neighbor 2.2.2.2
remote-as 10
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
!
vrf vrf_1
rd 100:1
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address-family ipv4 unicast
redistribute connected route-policy pass-all
redistribute ospf 1 match internal external
!
!
!
mpls ldp
router-id 2.2.2.1
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!

次の作業
OSPF Version 2の RPLからルートマップを設定するには、「 Cisco ASR 9000シリーズルータ 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。

MPLS TEトポロジを構築するには、トンネルを作成し、OSPF Version 2のトンネルを介して転送
を設定します。『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参
照してください。

その他の関連資料
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

マニュアルタイトル関連項目

『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
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タイトル標準

『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

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—

RFC

タイトルRFC

『The OSPF NSSA Option』RFC 1587

『Extending OSPF to Support Demand Circuits』RFC 1793

『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
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タイトルRFC

『The Generalized TTL Security Mechanism
(GTSM)』

RFC 3682

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

RFC 3906

『OSPF Refresh and Flooding Reduction in Stable
Topologies』

RFC 4136

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

RFC 4206

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

RFC 4124

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

RFC 4576

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

RFC 4577

『OSPF Version 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

OSPFv3の管理情報ベース（MIB）RFC 5643
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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第 7 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RIB の実
装および RIB のモニタリング

ルーティング情報ベース（RIB）は、ネットワークのすべてのノード間のルーティングの接続に
関する情報を収集して配布したものです。各ルータには、そのルータのルーティング情報を含

む RIBを維持します。 RIBは、システムで実行されているすべてのルーティングプロトコルで
の最良ルートを保存します。

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

Cisco 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

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

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）

リリース 4.2.0
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変更内容リリース

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

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

リリース 4.3.0

• RIBの実装の前提条件, 514 ページ

• RIBの設定情報, 514 ページ

• RIBの導入およびモニタリング方法, 519 ページ

• RCCおよび LCCの設定, 523 ページ

• アップデート生成のための BGP-RIBのフィードバックメカニズム, 527 ページ

• RIBモニタリングの設定例, 527 ページ

• 次の作業, 530 ページ

• その他の関連資料, 531 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。
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RIB の概要
各ルーティングプロトコルは独自の最適ルートのセットを選択し、これらのルートとその属性を

RIBに取り込みます。 RIBはこれらのルートを格納し、すべてのルーティングプロトコルの中か
ら最適ルートを選択します。これらのルートは転送パケットで使用するために、ラインカードに

ダウンロードされます。頭字語の RIBは、RIBプロセスと、RIB内に含まれるルートデータの集
合を表すために使用されます。

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

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

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

BGP およびその他のプロトコルでの RIB データ構造
RIBはプロセスを使用し、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）などの他のルーティングア
プリケーション、およびユニキャストルーティングプロトコル、または Protocol Independent
Multicast（PIM）、Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）などのマルチキャストプロトコル
とは異なるデータ構造を維持します。ただし、これらのルーティングプロトコルは、RIBが使用
するものと似た内部データ構造を使用し、RIBとしてそのデータ構造を内部的に参照することが
あります。たとえば、BGPルートは BGP RIB（BRIB）に保存され、PIMおよびMSDPなどのマ
ルチキャストルーティングプロトコルによって計算されたマルチキャストルートはマルチキャ

スト RIB（MRIB）に保存されます。 RIBプロセスは BRIBおよびMRIBに対処しません。これら
は、BGPおよびマルチキャストプロセスによって個別に処理されます。

パケットを転送するためにラインカードおよびRPによって使用されるテーブルは、転送情報ベー
ス（FIB）と呼ばれます。 RIBプロセスは FIBを構築しません。代わりに、RIBはバルクコンテ
ンツダウンローダ（BCDL）プロセスによって、FIBプロセスに最適な、選択されたルートのセッ
トをバルク各ラインカードにダウンロードします。続いて、FIBが構築されます。

RIB アドミニストレーティブディスタンス
転送は最長プレフィックス照合に基づいて行われます。10.0.2.1宛てのパケットを転送する場合、
マスク /24は /16よりも長い（より具体的である）ため、10.0.2.0/24は 10.0.0.0/16よりも優先され
ます。

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

ブディスタンスに基づいて選択されます。たとえば、OpenShortest Path First（OSPF）プロトコル
のアドミニストレーティブディスタンスは 110、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
プロトコルのアドミニストレーティブディスタンスは 115です。 IS-ISおよびOSPFの両方がRIB
に 10.0.1.0/24をダウンロードすると、OSPFのアドミニストレーティブディスタンスの方が小さ
いため、RIBは OSPFルートを優先します。同じ長さの複数のルート間で選択するためだけにア
ドミニストレーティブディスタンスが使用されます。
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次の表に、一般的なプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを示しま

す。

表 4：デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスのデフォ

ルト

プロトコル

0接続されているルートまたはローカルルート

1スタティックルート

20外部 BGPルート

110OSPFルート

115IS-ISルート

200内部 BGPルート

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

る適切な方法については、そのプロトコル固有のマニュアルを参照してください。

すべてではなく一部のルータで、プロトコルのアドミニストレーティブディスタンスを変更

すると、ルーティングループなどの予想外の動作が発生することがあります。したがって、

これは推奨されません。

（注）

IPv4 および IPv6 の RIB サポート
Cisco 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の場合、ルーティングプロトコルは、マルチキャストユニキャ

スト RIBテーブルにユニキャストルートを挿入します。マルチキャストプロトコルは、その情
報を使用してマルチキャストルートを構築します（次にそのマルチキャストルートがMRIBに保
存されます）。マルチキャストの使用と設定に関する詳細については、マルチキャストのマニュ

アルを参照してください。

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

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

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

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

•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 隔離
RIB隔離は、ルーティングプロトコルとRIB間の相互作用における問題を解決します。問題は、
ルートが継続的に挿入され、RIBから取り消される場合に発生する、RIBとルーティングプロト
コルの間の持続振動です。問題が解決されるまで、CPU使用率にスパイクが生じます。振動に減
衰がない場合、プロトコルプロセスおよび RIBプロセスが CPUを多く使用するため、システム
のその他の部分に影響を与え、さらにプロトコルおよび RIBのその他の動作の障害となります。
この問題は、RIBにルートの特定の組み合わせが受信されて取り込まれた場合に発生します。こ
の問題は、通常、ネットワークの設定が間違っている場合に発生します。ただし、設定ミスは

ネットワーク全体であるため、単一のルータの設定時に問題を検出できません。

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

が完了した最終ルートです。隔離ルートは、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、ルートは隔離対象のままとなります。再帰が解消

した場合は、ルートは隔離対象から外れます。

次の手順を使用して、ルートを隔離します。

1 RIBは問題がある特定のパスがインストールされている場合に検出します。

2 RIBは、そのパスを取り込んだプロトコルに通知を送信します。

3 プロトコルが問題のルートについての隔離通知を受信すると、ルートを「隔離対象」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、すべての隔離対象パスに対して、安全に取り込む（隔離対象から「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。

運用中ネットワークのルータは、転送情報がコントロールプレーン情報と一致しない状態になっ

た可能性があります。この原因は、ルートプロセッサ（RP）とラインカード（LC）間でのファ
ブリック障害または転送障害、または転送情報ベース（FIB）に関する問題である可能性がありま
す。 RCC/LCCを使用すると、結果として生じたコントロールプレーンとデータプレーン間の不
整合を識別して詳細情報を出力できます。この情報は、転送問題とトラフィック損失の原因をさ

らに調査して診断するために使用できます。

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

バックグラウンドで定義した間隔で実行するように設定（バックグラウンドスキャン）できま

す。 RCCは、ルーティング情報ベース（RIB）を転送情報ベース（FIB）と比較します。一方、
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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

内のすべてのプレフィックス関するコマンドラインインターフェイス全体のスキャンを要求しま

す。スキャンはただちに実行され、結果がすぐに発行されます。

バックグラウンドスキャン

バックグラウンドスキャンでは、ユーザはバックグラウンドで実行されるスキャンを設定しま

す。設定は、定期的なスキャンの間隔で構成されます。このスキャンは、単一または複数のテー

ブルに設定できます。

Flex-LSR ラベルスイッチプロセッサ 140
ラベルスイッチプロセッサ 140ラインカードは、Cisco CRS 3ラインカードのスケールダウン
バージョンです。 Flex LSR機能は、ルートおよびラベルのダウンロードについて次の上限があり
ます。

• IPv4および IPv6ユニキャスト（VRFルートを含む）ルート、16,000個

• IPv4および IPv6マルチキャストルート、8,000個

•ラベル、100,000個

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

ルーティングテーブルを使用した RIB 設定の検証
ルーティングテーブルの概要と詳細の情報をチェックすることで、RIBが RP上で実行され、正
常に機能していることを確認するために、RIBの設定を確認するには、次の作業を実行します。

手順の概要

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

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

目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングテーブルに関するルートサマリー

情報を表示します。

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

ステップ 1   

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

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

指定したルーティングテーブルに関する詳細なルート情報

を表示します。

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

ステップ 2   

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

例：

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

行します。それ以外の場合は、デフォルトの IPv4ユ
ニキャストルーティングテーブルからすべてのルー

トを表示します。ネットワークの設定に応じて大規模

なリストになる可能性があります。

ネットワーキングとルーティングの問題の検証

ノード間のルートの動作を検証するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

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

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

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

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

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

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

7. show route [ vrf { vrf-name | all }] [ ipv4 | ipv6 ] [ unicast | multicast | safi-all ] next-hop
ip-address [ standby ]
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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
192.168.1.11/8

RIBのバックアップルートを表示しま
す。

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

ステップ 2   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast backup
192.168.1.11/8

特定の宛先からの応答パケットに使用

する場合に最善のローカルアドレスが

表示されます。

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast best-local
192.168.1.11/8

ステップ 3   

ルーティングテーブルの現在の接続

ルートを表示します。

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

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 route [ 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   

指定のネットワークと指定の数のビッ

トを共有する RIBの現在のルートを表
示します。

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast
longer-prefixes 192.168.1.11/8

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

宛先アドレスまでのネクストホップ

ゲートウェイまたはホストを表示しま

す。

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

例：

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

ステップ 7   

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   
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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-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。

◦ 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、次の作業を実行します。オンデマンドスキャンは、特定のアドレスファミ

リ（AFI）で、サブアドレスファミリ（SAFI）、テーブル、および、プレフィックス、VRF、ま
たはテーブルのすべてのプレフィックスに関して実行できます。
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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

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
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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。

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オプション

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} 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
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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)#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   •• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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に関する統計情報を表示します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   • 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：特定のスキャンに関する詳細情報
を表示します。

例：

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

アップデート生成のための BGP-RIB のフィードバックメ
カニズム

アップデート生成機能のためのボーダーゲートウェイプロトコルルーティング情報ベース

（BGP-RIB）のフィードバックメカニズムによって、ネットワークで不完全なルートアドバタイ
ズメントが行われて、それによってパケット損失が発生するのを防ぐことができます。このメカ

ニズムによって、ルートがネイバーにアドバタイズされる前にローカルに組み込まれるようにな

ります。

BGPは RIBからのフィードバックを待ちます。このフィードバックには、BGPによって RIBに
組み込まれたルートが、BGPがネイバーにアップデートを送信する前に転送情報ベース（FIB）
に組み込まれたことが示されています。RIBはBCDLのフィードバックメカニズムを使用して、
そのバージョンのルートが FIBによって使用されたかを判断し、BGPをそのバージョンで更新し
ます。 BGPがアップデートを送信するのは、FIBが組み込んだバージョン以下のバージョンの
ルートだけです。この選択的な更新によって、BGPが不完全なアップデートを送信しないように
なり、ルータのリロード、LCOIR、または代替パスが使用可能になるリンクフラップ後にデータ
プレーンがプログラミングされる前であっても、トラフィックの引き込みが行われるようになり

ます。

BGPが RIBに組み込んだルートが FIBに組み込まれたことを示す RIBからのフィードバックを
BGPが待機し、その後で BGPがネイバーに更新を送信するように設定するには、ルータアドレ
スファミリ IPv4またはルータアドレスファミリ VPNv4コンフィギュレーションモードで、
update wait-installインストールコマンドを使用します。 show bgp, show bgp neighborsコマンド
および show bgp process performance-statisticsコマンドでは、update wait-installの設定の情報が表
示されます。

RIB モニタリングの設定例
RIBは、Cisco IOS XRシステム用に別に設定されていません。 RIBは、ルーティングプロトコル
からの入力に基づいて、ネットワークのルータとその他のノードの接続を計算します。 RIBは、
RIBとそのクライアント間の接続のモニタおよびトラブルシューティングに使用できますが、ネッ
トワークのノード間のルーティング接続のモニタに主に使用します。ここでは、そのアクティビ

ティをモニタするために使用する showコマンドによる表示について説明します。
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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
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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
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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、vrf1のサブネット10.10.0.0/16のルート整合性チェッカ（RCC）オンデマンドスキャンを行
う例を示します。
show rcc ipv4 unicast 10.10.0.0/16 vrf vrf 1

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

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

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

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router RoutingConfigurationGuide』の「Implementing
BGP」

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router RoutingConfigurationGuide』の「Implementing
EIGRP」

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router RoutingConfigurationGuide』の「Implementing
IS-IS」

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router RoutingConfigurationGuide』の「Implementing
OSPF」
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•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router RoutingConfigurationGuide』の「Implementing
RIP」

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「RIB
Commands」

その他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』の「RIB
Commands on Cisco IOS XR Software」

ルーティング情報ベースコマンド：コマンド構

文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デ

フォルト設定、使用に関する注意事項、および

例

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『IP Fast Reroute Framework』（M. Shand、S.
Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txt

『A Framework for Loop-free Convergence』（M.
Shand、S. Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txt

—この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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第 8 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RIP の実
装

ルーティング情報プロトコル（RIP）は、小規模ネットワークの自律システム（AS）内で情報を
交換するために設計された従来のディスタンスベクトル内部ゲートウェイプロトコル（IGP）で
す。

このモジュールでは、基本的なRIPルーティングを実装するための概念とタスクについて説明し
ます。 Cisco IOS XRソフトウェアは、RFC 2453に記載されているとおり RIPバージョン 1
（RIPv1）との下位互換性をサポートするRIPバージョン 2（RIPv2）の標準実装をサポートしま
す。

次の機能に関連する RIP設定情報については、このモジュールの関連資料, （560ページ）の項
を参照してください。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3バーチャルプライベートネット
ワーク（VPN）

• Site of Origin（SoO）のサポート

Cisco IOSXRソフトウェアでのRIPの詳細、およびこのモジュールに記載されているRIPコマ
ンドの詳細については、このモジュールの関連資料,（560ページ）の項を参照してください。
設定タスクを実行中に表示される他のコマンドのマニュアルを見つけるには、オンラインで

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router CommandsMaster List』を検索してください。

（注）

RIP の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

変更なし。リリース 3.9.0
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変更内容リリース

キーチェーンを使用したMD5認証機能が追加されまし
た。

リリース 4.0.0

• RIPの実装の前提条件, 534 ページ

• RIPの実装に関する情報, 534 ページ

• RIPの実装方法, 540 ページ

• RIPの実装の設定例, 556 ページ

• その他の関連資料, 560 ページ

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

RIP の実装に関する情報

RIP 機能の概要
RIPバージョン1（RIPv1）は、実装が最も容易なルーティングプロトコルと見なされるクラスフ
ルディスタンスベクトルプロトコルです。OSPFとは異なり、RIPはユーザデータグラムプロト
コル（UDP）データパケットをブロードキャストして、階層型ではなくフラットなインターネッ
トワークのルーティング情報を交換します。ネットワークの複雑さ、およびネットワーク管理に

要する時間が軽減されます。ただし、クラスフルルーティングプロトコルとして RIP v1では、
1つのルートで表されるホスト、サブネットまたはネットワークの連続ブロックだけが許可され
るため、有用性が厳しく制限されます。

RIP v2では、RIPアップデートパケットで伝送される情報も許可され、次の項目がサポートされ
ます。

•ルート集約

•クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）

•可変長サブネットマスク（VLSM）

•自律システムと再配布の使用
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• RIPアドバタイズメント用のマルチキャストアドレス 224.0.0.9

RIPが異なるルートの値を評価するときに使用するメトリックは、ホップカウントです。ホップ
カウントは、ルート内で経由されるルータ数です。直接接続しているネットワークのメトリック

はゼロです。到達不能のネットワークのメトリックは 16です。RIPはこのようにメトリックの範
囲が小さいので、大規模なネットワークに適したルーティングプロトコルではありません。

ルーティング情報のアップデートはデフォルトでは30秒ごとにアドバタイズされ、隣接ルータで
検出された新しいアップデートはルーティングテーブルに格納されます。

RFC2453に記載のとおり、RIPバージョン 2（RIP v2）のみがCisco IOSXRソフトウェアでサポー
トされていて、デフォルトでは、このソフトウェアはRIP v2パケットのみを送受信します。一方
で、バージョン 1パケットとバージョン 2パケットのバージョンタイプのパケットの両方、また
はいずれか一方のみを送受信、または送信と受信のいずれかを実行するようにソフトウェアをイ

ンターフェイスごとに設定できます。

RIPを使用する利点は、次のとおりです。

•さまざまなネットワークデバイスとの互換性

•使用される帯域幅、設定、および管理時間の観点からして、オーバーヘッドがわずかなため
小規模ネットワークに最適

•レガシーホストシステムのサポート

RIPは使用が容易なため、世界中のネットワークに実装されています。

RIP のスプリットホライズン
通常、ブロードキャスト型の IPネットワークに接続し、ディスタンスベクトルルーティングプ
ロトコルを使用しているルータは、スプリットホライズンメカニズムを使用して、ルーティング

がループする可能性を軽減しています。スプリットホライズンでは、情報が発生したインター

フェイス外部のルータによって、ルートに関する情報がアドバタイズされることが防止されます。

通常、この動作は、複数のルータ間の（特にリンクが破損した場合の）通信を最適化します。

セカンダリ IPアドレスを使用してインターフェイスを設定し、スプリットホライズンがイネーブ
ルの場合、すべてのセカンダリアドレスからアップデートを送信できないことがあります。スプ

リットホライズンをディセーブルにしない場合、1つのルーティングアップデートは、1つのネッ
トワーク番号ごとに送信されます。

スプリットホライズン機能は、デフォルトでイネーブルになっています。一般的に、適切に

ルートをアドバタイズするために動作で変更が必要なことが確実である場合を除き、スプリッ

トホライズンのデフォルト状態を変更しないことを推奨します。

（注）
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RIP のルートタイマー
RIPでは、ルーティングアップデートの頻度、ルートが無効になるまでの時間、および他のパラ
メータなどの変数を決めるいくつかのタイマーを使用します。次のタイマーを調整することによ

り、インターネットワークのニーズに合うように、ルーティングプロトコルのパフォーマンスを

調整できます。

•ルーティングアップデートを送信する頻度（アップデートの秒単位の間隔）

•ルートが無効と宣言された後の間隔（秒単位）

•より適切なパスに関するルーティング情報が抑制されている間隔（秒単位）

• RIPトポロジテーブルからルートが削除する前に経過する必要がある時間（秒単位）

• RIPアップデートパケット間の遅延時間

最初の 4個のタイマーの調整は timers basicコマンドによって設定できます。 output-delayコマン
ドは、RIPアップデートパケット間の遅延時間を変更します。設定の詳細については、RIPのカ
スタマイズ, （543ページ）を参照してください。

また、ソフトウェアの IPルーティングのサポートを調整して、多様な IPルーティングアルゴリ
ズムのコンバージェンスを高速化でき、必要に応じて冗長ルータへのドロップバックが迅速にで

きます。総体的な結果として、迅速なリカバリが重要な状況で、ネットワークのエンドユーザの

作業が中断する問題が最小限に抑えられます。

RIP のルート再配布
再配布とは、異なるルーティングドメインでルーティング情報を交換できる機能のことです。異

なるルーティングドメイン間をルーティングするネットワーキングデバイスは、境界ルータと呼

ばれています。これらのデバイスが 1つのルーティングプロトコルから別のルーティングプロト
コルにルートを挿入します。ルーティングドメイン内のルータは、境界ルータに再配布が実装さ

れていないかぎり、ドメイン内部のルートのみを認識します。

ルーティングドメインで RIPを実行しているとき、インターネットワーク内で複数のルーティン
グプロトコルを使用してそれらの間でルートを再配布する必要がある場合があります。次に、一

般的な理由をいくつか示します。

•他のプロトコルからRIPにルートをアドバタイズするため（スタティック、接続済み、OSPF、
および BGPなど）。

• RIPから EIGRPなどの新しい内部ゲートウェイプロトコル（IGP）に移行するため。

•ホストシステムをサポートするために、いくつかのルータでルーティングプロトコルを保
持する一方で、他の部門グループのルータをアップグレードするため。

•多様なルータベンダー環境間で通信するため。基本的にはネットワークの一部ではシスコ
に固有のプロトコルを使用して、シスコ以外のデバイスと通信するために RIPを使用する場
合があります。
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また、ルート再配布を使用すると、企業は異なるルーティングプロトコルをそれぞれのプロトコ

ルが特に効果的な作業グループまたは領域で実行できます。 Cisco IOS XRルート再配布は、ユー
ザに対して単一ルーティングプロトコルのみを使用するように制限を加えないことにより、ダイ

バーシティによって技術的利点を最大化する一方でコストを最小化する優れた機能です。

インターネットワークへのルート再配布の実装に関しては、非常に単純にもでき、また非常に複

雑にもできます。単純な単一方向再配布の例は、RIPがイネーブルなルータにログインして、
redistribute staticコマンドを使用して、スタティック接続のみをバックボーンネットワークにア
ドバタイズして RIPネットワークをパススルーさせることです。複雑な例では、ルーティング
ループ、互換性のないルーティング情報、および不整合なコンバージェンス時間を考慮する必要

があり、複数のルーティングプロトコルが管理上のコストを実行しているときにシスコルータが

最適なパスを選択する方法を調査して、これらの問題が発生する理由を判断する必要があります。

RIP のデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス
アドミニストレーティブディスタンスは、IPルーティング情報源の信頼性の尺度として使用され
ます。RIPなどのダイナミックルーティングプロトコルが設定されているときに、ルーティング
情報の交換に再配布機能を使用する場合、適切なディスタンスの重みを設定できるように他のルー

ト送信元のデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを認識していることが大切です。

次の表に、ルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを示し

ます。

表 5：各ルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンス値ルーティングプロトコル

0接続されているインターフェイス

0インターフェイス外部のスタティックルート

1ネクストホップへのスタティックルート

5EIGRPサマリールート

20外部 BGP

90内部 EIGRP

110OSPF

115IS-IS

120RIPバージョン 1および 2

170外部 EIGRP
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アドミニストレーティブディスタンス値ルーティングプロトコル

200内部 BGP

255不明

アドミニストレーティブディスタンスは、0～ 255の整数です。通常は、値が大きいほど、信頼
性の格付けが下がります。アドミニストレーティブディスタンスが 255の場合はルーティング情
報の送信元をまったく信頼できないため、無視する必要があります。アドミニストレーティブ

ディスタンス値は主観的なものです。ルートを選択するための定量的方法はありません。

RIP のルーティングポリシーのオプション
ルートポリシーは、route-policyキーワードおよび end-policyキーワードで囲まれた一連のステー
トメントと式によって構成されます。個別のコマンド（1行に1つのコマンド）の集合ではなく、
ルートポリシー内のステートメントには相互に関連するコンテキストがあります。そのため、個

別のコマンドを各行に記すのではなく、各ポリシーまたはセットは独立した設定オブジェクトと

して、1つのユニットとして使用、入力、操作できます。

ポリシー設定の各行は論理サブユニットです。 then、else、end-policyキーワードの後ろには、少
なくとも 1つの改行が必要です。ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニティセッ
ト、またはプレフィックスセットを参照するパラメータリストと名前ストリングを閉じる括弧の

後には改行が必要です。ルートポリシー、ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニ
ティセット、またはプレフィックスセットの定義の前には、少なくとも改行が 1つ必要です。
アクションステートメントの後ろには 1つ以上の改行を続けることができます。名前付き ASパ
スセット、コミュニティセット、拡張コミュニティセット、プレフィックスセットのカンマ区

切りの後ろには 1つ以上の改行を続けることができます。改行は、ポリシー式の論理ユニットの
最後に記される必要があります。他の場所に記すことはできません。

RIP でのキーチェーンを使用した認証
Cisco IOSXRルーティング情報プロトコル（RIP）でキーチェーンを使用する認証は、キーチェー
ン認証に基づいて、RIPインターフェイスのすべての RIPプロトコルトラフィックを認証するた
めのメカニズムを提供します。このメカニズムは、Cisco IOSXRセキュリティキーチェーンのイ
ンフラストラクチャを使用して秘密キーを保存、取得し、それを使用してインターフェイス単位

で受信および送信トラフィックを認証します。

キーチェーン管理は、相互に信頼を確立する前にキーなどの秘密を交換するすべてのエンティティ

に共有秘密を設定する認証の一般的な方式です。Cisco IOSXRソフトウェアのルーティングプロ
トコルおよびネットワーク管理アプリケーションは、多くの場合、ピアと通信中のセキュリティ

を強化するために認証を使用します。
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Cisco IOS XRソフトウェアシステムのセキュリティコンポーネントは、キーチェーン管理な
ど、さまざまなシステムセキュリティ機能を実装します。キーチェーン管理の概念、設定作

業、例、およびキーチェーン管理を設定するために使用するコマンドの詳細については、次の

マニュアルを参照してください。

ヒント

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security Configuration Guide』の
『Implementing Keychain Management』モジュール

•『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security Command Reference』の
『Keychain Management Commands』モジュール

キーチェーン自体には関連性がないため、キーチェーンはピアとキーを（認証のために）使用

して通信する必要のあるアプリケーションで使用する必要があります。キーチェーンには、

存続期間に基づいてキーおよびロールオーバーを処理するセキュアなメカニズムが備えられて

います。Cisco IOSXRキーチェーンインフラストラクチャは、キーチェーンの秘密キーのヒッ
トレスロールオーバーを処理します。

（注）

IOS XRキーチェーンデータベースにキーチェーンを設定すると、特定の RIPインターフェイス
に同じキーチェーンが設定されている場合は、そのインターフェイス上のすべての着信および発

信 RIPトラフィックの認証に使用されます。認証キーチェーンが（デフォルト VRFまたは非デ
フォルト VRFの）RIPインターフェイスで設定されていないかぎり、すべての RIPのトラフィッ
クは信頼できると見なされ、受信 RIPトラフィックおよび発信 RIPトラフィックに対してセキュ
リティを保護する認証メカニズムは使用されません。

RIPは、キー付きメッセージダイジェストモードとクリアテキストモードの 2種類の認証のモー
ドを使用します。キーチェーンの機能を使用して認証を設定するには、authentication keychain
keychain-namemode {md5 | text}コマンドを使用します。

キーチェーンが RIPインターフェイスに設定されている一方で、キーチェーンがキーチェーン
データベースで実際に設定されていないか、またはキーチェーンがMD5暗号化アルゴリズムで設
定されていない場合、インターフェイスのすべての着信 RIPパケットはドロップされます。発信
パケットは認証データなしで送信されます。

インターフェイスの着信 RIP トラフィック
次は、インターフェイスにキーチェーンが設定されている場合の RIPインターフェイス上のすべ
ての受信 RIPパケットの検証基準です。

結果条件

パケットはドロップされます。コンポーネント

レベルのRIPデバッグメッセージは、認証失敗
の特定の詳細を確認できるようにログに記録さ

れます。

RIPインターフェイスで設定されたキーチェー
ンが、キーチェーンのデータベースに存在しま

せん。
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結果条件

パケットはドロップされます。コンポーネント

レベルのRIPデバッグメッセージは、認証失敗
の特定の詳細を確認できるようにログに記録さ

れます。

キーチェーンはMD5暗号化アルゴリズムを使
用して設定されていません。

パケットはドロップされます。コンポーネント

レベルのRIPデバッグメッセージは、認証失敗
の特定の詳細を確認できるようにログに記録さ

れます。

メッセージの最初の（かつ最初だけの）エント

リのアドレスファミリ識別子が 0xFFFFではな
い場合、認証は使用されません。

パケットはドロップされます。コンポーネント

レベルのRIPデバッグメッセージは、認証失敗
の特定の詳細を確認できるようにログに記録さ

れます。

「認証データ」のMD5ダイジェストが無効で
あることが検出されました。

それ以外の場合、パケットは残りの処理のために転送されます。

インターフェイスの発信 RIP トラフィック
次は、インターフェイスにキーチェーンが設定されている場合の RIPインターフェイス上のすべ
ての発信 RIPパケットの検証基準です。

結果条件

同じキーチェーンを使用してパケットを認証す

るようにもリモートルータが設定されている場

合、RIPパケットはリモート/ピアエンドの認証
チェックをパスします。

RIPインターフェイスで設定されたキーチェー
ンが、キーチェーンのデータベースに存在しま

す。

同じキーチェーンを使用してパケットを認証す

るようにもリモートルータが設定されている場

合、RIPパケットはリモート/ピアエンドの認証
チェックをパスします。

キーチェーンはMD5暗号化アルゴリズムを使
用して設定されています。

それ以外の場合、RIPパケットは認証チェックに失敗します。

RIP の実装方法
ここでは、次のタスクの手順を示します。
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設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）

RIP のイネーブル化
この作業では、RIPルーティングをイネーブルにし、RIPルーティングプロセスを確立します。

はじめる前に

IPアドレスを設定する前にRIPを設定することはできますが、IPアドレスが設定されるまで、RIP
はルーティングされません。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. neighbor ip-address
4. broadcast-for-v2
5. interface type interface-path-id
6. receive version { 1 | 2 | 1 2 }
7. send version { 1 | 2 | 1 2 }
8. 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   

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）RIPプロトコル情報を交換する隣接ルータを定義
します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
neighbor 172.160.1.2

ステップ 3   

（任意）RIP v2のマルチキャストアドレス（224.0.0.9）で
はなくブロードキャスト IPアドレスに Version 2パケット

broadcast-for-v2

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
broadcast-for-v2

ステップ 4   

のみを送信するように RIPを設定します。このコマンド
は、インターフェイスまたはグローバルコンフィギュレー

ションレベルで適用されます。

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

ステップ 5   

（任意）次のパケットを受信するようにインターフェイス

を設定します。

receive version { 1 | 2 | 1 2 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
receive version 1 2

ステップ 6   

• RIP v1のみ

• RIP v2のみ

• RIP v1および RIP v2の両方

（任意）次のパケットを送信するようにインターフェイス

を設定します。

send version { 1 | 2 | 1 2 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# send
version 1 2

ステップ 7   

• RIP v1のみ

• RIP v2のみ

• RIP v1および RIP v2の両方

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-rip-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
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
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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。

RIP のカスタマイズ
このタスクでは、ネットワークタイミングおよびルートエントリの受け入れのためにRIPをカス
タマイズする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. auto-summary
4. timers basic update invalid holddown flush
5. output-delay delay
6. nsf
7. interface type interface-path-id
8. metric-zero-accept
9. split-horizon disable
10. poison-reverse
11. 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   

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

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

ステップ 2   

（任意）ネットワークレベルルートへのサブネットルート

の自動ルートサマライズをイネーブルにします。

auto-summary

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
auto-summary

ステップ 3   

•デフォルトでは、自動集約はディセーブルになってい
ます。

サブネットを切断した場合は noキーワードを使
用して、自動ルート集約をディセーブルにし、ソ

フトウェアによるサブネットおよびホストルー

ティング情報をクラスフルネットワーク境界を越

えた送信を許可します。

（注）

（任意）RIPネットワークタイマーを調整します。timers basic update invalid holddown flush

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# timers
basic 5 15 15 30

ステップ 4   

現在のタイマー値とデフォルトのタイマー値を表

示するには、show ripコマンドの出力を参照しま
す。

（注）

（任意）送信する RIPアップデートのパケット間遅延を変
更します。

output-delay delay

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
output-delay 10

ステップ 5   

高速のレートで受信できない可能性がある低速の

ルータに向けて高速で送信しているハイエンド

ルータがある場合、このコマンドを使用します。

（注）

（任意）RIPプロセスのシャットダウンまたはリスタート後
に RIPルートに NSFを設定します。

nsf

例：

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

ステップ 6   

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネットワーキングデバイスがメトリックゼロ（0）
のアップデートパケットで受信したルートエントリを受け

metric-zero-accept

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
metro-zero-accept

ステップ 8   

入れられるようにします。受信したルートエントリがメト

リック 1（1）に設定されます。

（任意）スプリットホライズンメカニズムをディセーブル

にします。

split-horizon disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
split-horizon disable

ステップ 9   

•デフォルトでは、スプリットホライズンはイネーブル
です。

•一般に、アプリケーションで正しくルートをアドバタ
イズするために変更が必要なことが分かっている場合

を除き、split-horizonコマンドのデフォルト状態を変更
しないことを推奨します。シリアルインターフェイス

でスプリットホライズンがディセーブルで、そのイン

ターフェイスがパケットスイッチドネットワークに接

続されている場合、そのネットワークの関連マルチキャ

ストグループ内にあるすべてのネットワーキングデバ

イスに対し、スプリットホライズンをディセーブルに

する必要があります。

RIPルータアップデートのポイズンリバース処理をイネー
ブルにします。

poison-reverse

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
poison-reverse

ステップ 10   

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 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 before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# 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、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
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。
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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。

ルーティング情報の制御

このタスクでは、ルーティングアップデートの交換および伝搬を制御または防止する方法につい

て説明します。

次に、ルーティングアップデートを制御または防止するいくつかの理由を示します。

• WANリンクのアップデートトラフィックを遅くするか停止するため。オンデマンドWAN
リンクのアップデートトラフィックを制御しないと、リンクは常にアップ状態のままです。

デフォルトでは、RIPルーティングアップデートは 30秒おきに発生します。

•ルーティングループを防止するため。冗長パスがある場合、または別のルーティングドメ
インにルートを再配布している場合、いずれかのパスの伝搬をフィルタします。

•アップデートで受信されるネットワークをフィルタリングするため。特定のデバイスの 1つ
以上のルートの解釈を他のルータに学習させない必要がある場合、その情報を抑制できま

す。

•他のルータによるダイナミックなルート処理を防止するため。インターフェイスに入るルー
ティングアップデートを処理したくない場合、その情報を抑制できます。

•帯域幅を節約するため。必要のないルーティングアップデートトラフィックを削減するこ
とによって、データトラフィックに使用可能な帯域幅を最大化できます。
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手順の概要

1. configure
2. router rip
3. neighbor ip-address
4. interface type interface-path-id
5. passive-interface
6. exit
7. interface type interface-path-id
8. route-policy { in | out }
9. 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   

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

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

ステップ 2   

（任意）RIPプロトコル情報を交換する隣接ルータを定義
します。

neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
neighbor 172.160.1.2

ステップ 3   

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）明示的に設定されたネイバー宛てを除き、イン

ターフェイスの RIPアップデートの送信を抑制します。
passive-interface

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
passive-interface

ステップ 5   

（任意）ルータを次に高いコンフィギュレーションモー

ドへ戻します。

exit

例：
RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-rip-if)# exit

ステップ 6   

（任意）RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

ステップ 7   

（任意）RIPネイバーにアドバタイズするアップデート
や、RIPネイバーから受信するアップデートに、ルーティ
ングポリシーを適用します。

route-policy { in | out }

例：

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

ステップ 8   

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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:routerconfig-rip-if)# end

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#
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。

RIP のルートポリシーの作成
このタスクでは、ルートポリシーを定義して、RIPプロセスのインスタンスに付加する方法を示
します。ルートポリシーは、次の目的で使用できます。

•送受信されるルートの制御

•再配信されるルートの制御

•デフォルトルートの発生の制御

ルートポリシーの定義は、route-policyコマンドと name引数、その後に続く一連のオプションの
ポリシーステートメントで構成され、end-policyコマンドで閉じられます。

ルートポリシーはルーティングプロトコルのルートに適用されてはじめて役に立ちます。

手順の概要

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

• end

• commit

6. configure
7. router rip
8. route-policy route-policy-name { in | out }
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   

ルートポリシーを定義して、ルートポリシーコンフィギュレー

ションモードを開始します。

route-policy name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
route-policy IN-IPv4

ステップ 2   

（任意）RIPメトリック属性を設定します。set rip-metric number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#
set rip metric 42

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-rpl)#
end-policy

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-rpl)#
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-rpl)#
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。
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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。

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 6   

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

例：

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

ステップ 7   

RIPネイバーにアドバタイズされる更新または EIGRPネイバーか
ら受信する更新にルーティングポリシーを適用します。

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
route-policy rp1 in

ステップ 8   

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-rip)#
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-rip)#
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。
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RIP 認証キーチェーンの設定

デフォルト以外の VRF の IPv4 インターフェイスの RIP 認証キーチェーンの設定
RIP認証キーチェーンを非デフォルトVRFの IPv4インターフェイスに設定するには、次のタスク
を実行します。

はじめる前に

キーチェーンをRIPインターフェイス/VRFに適用するためには、『CiscoASR9000SeriesAggregation
Services Router System Security ConfigurationGuide』の「ImplementingKeychainManagement」モジュー
ルに記されているコンフィギュレーションコマンドを使用して、Cisco IOSXRキーチェーンデー
タベース内にすべてのキーチェーンを設定する必要があります。

authentication keychain keychain-nameおよびmode md5コンフィギュレーションは、IOS XRキー
チェーンデータベースにまだ設定されていないキーチェーン、またはMD5暗号アルゴリズムを
使用せずに IOS XRキーチェーンデータベースに設定されているキーチェーンの名前を受け入れ
ます。ただし、両方の場合ですべての着信パケットはインターフェイスでドロップされ、送信パ

ケットは認証データなしで送信されます。

手順の概要

1. configure
2. router rip
3. vrf vrf_name
4. interface type interface-path-id
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• authentication keychain keychain-namemode md5

• authentication keychain keychain-namemode text

6. 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   

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

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

ステップ 2   

非デフォルトの VRFを設定します。vrf vrf_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#vrf vrf_rip_auth

ステップ 3   

RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)#interface POS
0/6/0/0

ステップ 4   

RIPの認証キーチェーンモードを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• md5：キーメッセージダイジェスト（md5）
認証モード

• authentication keychain keychain-namemode md5

• authentication keychain keychain-namemode text
• text：クリアテキストの認証モード

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#authentication
keychain key1 mode md5

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#authentication
keychain key1 mode text

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 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)# 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、または

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、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。

デフォルトの VRF の IPv4 インターフェイスの RIP 認証キーチェーンの設定
RIP認証キーチェーンをデフォルトVRFの IPv4インターフェイスに設定するには、次のタスクを
実行します。

はじめる前に

キーチェーンをRIPインターフェイス/VRFに適用するためには、『CiscoASR9000SeriesAggregation
Services Router System Security ConfigurationGuide』の「ImplementingKeychainManagement」モジュー
ルに記されているコンフィギュレーションコマンドを使用して、Cisco IOSXRキーチェーンデー
タベース内にすべてのキーチェーンを設定する必要があります。

authentication keychain keychain-nameおよびmode md5コンフィギュレーションは、IOS XRキー
チェーンデータベースにまだ設定されていないキーチェーン、またはMD5暗号アルゴリズムを
使用せずに IOS XRキーチェーンデータベースに設定されているキーチェーンの名前を受け入れ
ます。ただし、両方の場合ですべての着信パケットはインターフェイスでドロップされ、送信パ

ケットは認証データなしで送信されます。

   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 4.3.x

554 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RIP の実装
RIP 認証キーチェーンの設定



手順の概要

1. configure
2. router rip
3. interface type interface-path-id
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• authentication keychain keychain-namemode md5

• authentication keychain keychain-namemode text

5. 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   

RIPルーティングプロセスを設定します。router rip

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

ステップ 2   

RIPルーティングプロトコルを実行するインター
フェイスを定義します。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#interface POS
0/6/0/0

ステップ 3   

RIPの認証キーチェーンモードを設定します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• md5：キーメッセージダイジェスト（md5）
認証モード

• authentication keychain keychain-namemode md5

• authentication keychain keychain-namemode text
• text：クリアテキストの認証モード

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#authentication
keychain key1 mode md5

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#authentication
keychain key1 mode text
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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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、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。

RIP の実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

基本的な RIP の設定：例
次に、2つのギガビットイーサネットインターフェイスを RIPを使用して設定する例を示しま
す。

interface GigabitEthernet0/6/0/0
ipv4 address 172.16.0.1 255.255.255.0
!
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interface GigabitEthernet0/6/0/2
ipv4 address 172.16.2.12 255.255.255.0
!

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
!
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
!

プロバイダーエッジでの RIP の設定：例
次に、2つの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用して PEに基本的な RIP
を設定する例を示します。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
!
vrf vpn0
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
!
vrf vpn1
interface GigabitEthernet0/6/0/3
!
!
!

各 VRF インスタンスの RIP タイマーの調整：例
次に、各VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスのRIPタイマーを調整する例を示し
ます。

VRFインスタンス vpn0の場合、timers basicコマンドは 10秒ごとにアップデートをブロードキャ
ストするように設定します。ルータから 30秒間送信がないと、そのルートは使用不能と宣言さ
れます。以降の情報はさらに 30秒間抑止されます。フラッシュ期間（45秒）の終了時に、ルー
ティングテーブルからルートがフラッシュされます。

VRFインスタンス vpn1の場合、タイマーは 20、60、60、および 70秒と異なる調整が行われま
す。

output-delayコマンドは、vpn1の RIPアップデートのパケット間遅延を 10ミリ秒に変更します。
デフォルトでは、パケット間遅延はオフになっています。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
!
vrf vpn0
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
timers basic 10 30 30 45
!
vrf vpn1
interface GigabitEthernet0/6/0/3
!
timers basic 20 60 60 70
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output-delay 10
!
!

RIP の再配布の設定：例
次に、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）およびスタティックルートを RIPに再配布す
る例を示します。

再配布されるルートで使用されるRIPメトリックは、ルートポリシーによって決まります。ルー
トポリシーが設定されていないか、ルートポリシーで RIPメトリックが設定されていない場合
は、再配布されるプロトコルに基づいてメトリックが決定されます。BGPによって再配布される
VPNv4ルートの場合、リモート PEルータで設定された RIPメトリックが有効であれば、それが
使用されます。

その他すべての場合（BGP、IS-IS、OSPF、EIGRP、接続済み、スタティック）、default-metricコ
マンドで設定されたメトリックが使用されます。有効なメトリックが決定できない場合、再配布

は起こりません。

route-policy ripred
set rip-metric 5

end-policy
!

router rip
vrf vpn0
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
redistribute connected
default-metric 3
!
vrf vpn1
interface GigabitEthernet0/6/0/3
!
redistribute bgp 100 route-policy ripred
redistribute static
default-metric 3
!
!

RIP のルートポリシーの設定：例
次に、RIPインターフェイスによって受信されるまたはRIPインターフェイスから送信されるルー
トアップデートを制御するために使用される、着信および発信ルートポリシーを設定する例を示

します。

prefix-set pf1
10.1.0.0/24

end-set
!

prefix-set pf2
150.10.1.0/24

end-set
!
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route-policy policy_in
if destination in pf1 then
pass

endif
end-policy
!

route-policy pass-all
pass

end-policy
!

route-policy infil
if destination in pf2 then
add rip-metric 2
pass

endif
end-policy
!

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
route-policy policy_in in
!
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
route-policy infil in
route-policy pass-all out

RIP のパッシブインターフェイスおよび明示的なネイバーの設定：例
次に、パッシブインターフェイスおよび明示的なネイバーを設定する例を示します。インター

フェイスがパッシブな場合は、ルーティングアップデートを受信するのみです。つまり、明示的

に設定されたネイバー宛てを除き、インターフェイスからアップデートは送信されません。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
passive-interface
!
interface GigabitEthernet0/6/0/2
!
neighbor 172.17.0.1
neighbor 172.18.0.5
!

RIP ルートの制御：例
次に、distanceコマンドを使用して、RIPルートをルーティング情報ベース（RIB）にインストー
ルする例を示します。maximum-pathsコマンドは、RIPルートごとに許可される最大パス数を制
御します。

router rip
interface GigabitEthernet0/6/0/0
route-policy polin in
!
distance 110
maximum-paths 8
!
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RIP 認証キーチェーンの設定：例
次に、RIPのデフォルト VRFインターフェイスに認証キーチェーンを適用する例を示します。

router rip
interface POS0/6/0/0
authentication keychain key1 mode md5
!
!
end

次に、RIPの非デフォルトインターフェイスに認証キーチェーンを適用する例を示します。

router rip
vrf rip_keychain_vrf
interface POS0/6/0/0
authentication keychain key1 mode md5
!
!
!
end

その他の関連資料
次の各項では、RIPの実装に関連するその他の資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

RIPコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用

に関する注意事項、および例

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

RIPのMPLS VPNサポートの機能情報

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

RIPのSite ofOrigin（SoO）サポートの機能情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Getting Started Guide』

Cisco IOS XRスタートアップガイド

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の
「Configuring AAA Services on Cisco ASR 9000シ
リーズルータ」モジュール

ユーザグループとタスク IDに関する情報
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標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの
場所を特定してダウンロードするには、次の

URLにある 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

『RIP Version 2』RFC 2453

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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第 9 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのルーティ
ングポリシーの実装

ピアから受け入れるか、ピアにアドバタイズされる、または 1個のルーティングプロトコルか
ら別のプロトコルへ再配布されるときに、ルートを検査し、フィルタリングして、属性を変更す

るように、ルーティングポリシーがルータに指示します。

このモジュールでは、ルーティングプロトコルが設定済みのルーティングポリシーに基づいて、

ルートのアドバタイズ、集約、廃棄、配布、エクスポート、保留、インポート、再配布、変更を

決定する方法について説明します。

ルーティングポリシー言語（RPL）では、すべてのルーティングポリシーのニーズを表現でき
る、単一の直接的な言語です。 RPLは、大規模なルーティング設定をサポートするように設計
されました。以前のルーティングポリシーコンフィギュレーション方式に固有の冗長性が大幅

に削減されました。 RPLでは、ルーティングポリシーの設定が簡素化され、これらの設定の保
存および処理に必要なシステムリソースが削減され、トラブルシューティングが容易になりま

した。

Cisco IOS XRソフトウェアのルーティングポリシーの詳細情報とこのモジュールに掲げられ
たルーティングポリシーコマンドの詳細については、このモジュールの関連資料, （642ペー
ジ）の項を参照してください。設定作業を実行中に表示されることのある他のコマンドのド

キュメントを検索するには、オンラインで 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Commands Master List』を検索してください。

（注）

ルーティングポリシーの実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

すべての接続点で、パラメータ化がサポートされました。リリース 3.9.0
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変更内容リリース

次の機能が追加されました。

•階層的な条件

•条件ポリシーの適用

リリース 4.2.0

次の機能が導入されました。

•拡張プレフィックス長操作。

•ネストされたワイルドカード適用ポリシー。

• XMLを使用したルーティングポリシー言語セット
要素の編集。

• bgp exportおよび bgp importの接続点の「med」属性
の有効な演算子として「set」をサポートします。

リリース 4.2.1

• ルーティングポリシー実装の前提条件, 564 ページ

• ルーティングポリシー実装の制約事項, 565 ページ

• ルーティングポリシーの実装に関する情報, 565 ページ

• ルーティングポリシーの実装方法, 635 ページ

• ルーティングポリシーの実装の設定例, 640 ページ

• その他の関連資料, 642 ページ

ルーティングポリシー実装の前提条件
次に、Cisco IOS XRソフトウェアでルーティングポリシーを実装するための前提条件を示しま
す。

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

•ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）、Integrated Intermediate System-to-Intermediate
（IS-IS）または Open Shortest Path First（OSPF）がネットワーク内で設定されている必要が
あります。
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ルーティングポリシー実装の制約事項
次の制約事項は、Cisco IOS XRソフトウェアでルーティングポリシー言語実装を使用する場合に
適用されます。

•最大 1000のステートメントのポリシー定義がサポートされています。ポリシー内のステー
トメントの総数は、階層型ポリシー構造を使用して 4000ステートメントに拡張できます。
ただし、この制限は、applyステートメントの使用に限定されます。

•接続点で直接または間接的に付加されたポリシーを変更する必要がある場合、commit操作は
次の場合に実行できません。

•接続点に直接または間接的に付加された別のポリシーによって参照されているセットま
たはポリシーを削除する。

•削除するものと同じセットまたはポリシーへの参照を削除するためにポリシーを変更す
る。

commitは次の 2つの手順で実行する必要があります。

1 ポリシーまたはセットへの参照を削除するためにポリシーを変更してから、commitを実
行します。

2 ポリシーまたはセットを削除してから、commitを実行します。

ルーティングポリシーの実装に関する情報
RPLを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

ルーティングポリシー言語

ここでは、次の内容について説明します。

ルーティングポリシー言語の概要

RPLは、大規模なルーティング設定をサポートするように開発されました。 RPLには、従来の
ルートマップ、アクセスリスト、プレフィックスリスト向けの設定の機能とは異なる、重要な

機能がいくつか備えられています。これらの機能の 1つめは、モジュラ形式でポリシーを構築す
る機能です。ポリシーの共通ブロックは、個別に定義および維持できます。次に、ポリシーのこ

れらの共通ブロックをポリシーの他のブロックから適用して完全なポリシーを構築できます。こ

の機能により、維持する必要のある設定情報の量が減ります。また、ポリシーのこれらの共通ブ

ロックはパラメータ化できます。パラメータ化により、同じ構造を共有するが、設定または一致

された特定の値が異なるポリシーをポリシーの独立したブロックとして維持できます。たとえ
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ば、ローカルプリファレンス値以外はすべて同一である 3つのポリシーは、ポリシーのパラメー
タとして異なるローカルプリファレンス値を持つ 1つの共通のパラメータ化ポリシーとして表せ
ます。

このポリシー言語では、セットという概念が導入されました。セットとは、ルート属性の一致お

よび設定演算で使用できる類似したデータのコンテナです。セットタイプには、prefix-sets、
community-sets、as-path-sets、および extcommunity-setsの 4つがあります。これらのセットはそれ
ぞれ、IPv4または IPv6プレフィックス、コミュニティ値、ASパス正規表現、および拡張コミュ
ニティ値のグループ化を保持します。セットは、データの単なるコンテナです。セットの大半は

インライン変数も保持します。インラインセットでは、名前付きセットを参照せずに、値の短い

列挙をポリシーで直接使用できます。プレフィックスリスト、コミュニティリスト、および AS
パスリストは、リストに項目が 1つか 2つしかない場合でも維持が必要です。RPLのインライン
セットを使用すると、名前付きセットを参照することなく、値の小さいセットをポリシー本体に

直接配置できます。

許可や拒否などの決定は、ポリシー定義自体で明示的に制御されます。RPLは、セットデータを
使用する可能性のある一致演算子を、従来のブール論理演算子AND、OR、およびNOTと組み合
わせて複雑な条件式にします。すべてのマッチング演算は trueまたは falseの結果を返します。
その後、これらの条件式の実行および関連するアクションは、if then、elseif、および elseの単純な
構造を使用して制御できます。これにより、ポリシーを通じて評価パスをすべて指定できます。

ルーティングポリシー言語の構造

ここでは、RPLの基本構造について説明します。

名前

ポリシー言語には、セットとポリシーの 2種類の持続的で名前を付けられるオブジェクトがあり
ます。これらのオブジェクトの定義は、開始および終了のコマンドラインとして括弧で囲まれま

す。たとえば、testという名前のポリシーを定義する設定構文は、次のようになります。

route-policy test
[ . . . policy statements . . . ]
end-policy

ポリシーオブジェクトの正規名は、任意の連続する英数字（大文字および小文字）、数字の 0～
9、および句読文字のピリオド、ハイフン、およびアンダースコアで指定できます。名前は、文
字または数字ではじまる必要があります。

セット

このコンテキストでは、セットという用語を、順序付けのない固有のエレメントの集合を意味す

る数学的な概念で使用されます。ポリシー言語は、セットをマッチング用の値のグループに対す

るコンテナとして提供します。セットは、条件式で使用されます。セットの要素はカンマで区切

ります。ヌル（空）のセットは許可されます。
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次の例で、

prefix-set backup-routes
# currently no backup routes are defined

end-set

次の条件は、

if destination in backup-routes then

すべてのルートに対して FALSEとして評価されます。これは、プレフィックスセットに一致す
る一致条件がないためです。

次の 5種類のセットがあります。as-path-set, （568ページ）、community-set, （568ページ）、
extcommunity-set, （569ページ）、prefix-set, （572ページ）、および rd-set, （574ページ）。たと
えば、2つまたは 3つのコミュニティ値のように少ない数の要素に対して比較を実行する場合が
あるとします。これらの比較を実現するため、ユーザはこれらの値を直接列挙できます。これら

の列挙はインラインセットと呼ばれます。インラインセットは、機能的には名前付きセットと

同じですが、単純なテストをインラインにできるようにします。つまり、1つや 2つだけの要素
を比較する際には、別の名前付きセットの維持を比較では必要としません。構文については、次

の項で説明するセット型を参照してください。通常、インラインセットの構文は、次のような括

弧で囲まれたカンマ区切りのリストです (element-entry, element-entry, element-entry, ...element-entry)。
ここで element-entryは、プレフィックスやコミュニティ値などの使用タイプに適切な項目のエン
トリです。

次に、インラインコミュニティセットを使用する例を示します。

route-policy sample-inline
if community matches-any ([10..15]:100) then
set local-preference 100
endif
end-policy

次に、test-communitiesという名前付きセットを使用する同等の例を示します。

community-set test-communities
10:100,
11:100,
12:100,
13:100,
14:100,
15:100
end-set

route-policy sample
if community matches-any test-communities then
set local-preference 100
endif
end-policy

これらの両方のポリシーは機能的に同等ですが、インライン形式では、6つの値を格納するだけ
のためにコミュニティセットの設定を必要としません。設定コンテキストに適切な形式を選択で

きます。次の各項では、名前付きセットバージョンとインライン形式の両方の例が必要に応じて

示されています。
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as-path-set

ASパスセットは、ASパス属性と一致させるための演算で構成されます。一致演算は、正規表現
一致だけです。

名前付きセット形式

名前付きセット形式は、ios-regexキーワードを使用して正規表現のタイプを示します。また、正
規表現を単一引用符で囲む必要があります。

次の例では、名前付き ASパスセットの定義を示します。

as-path-set aset1
ios-regex ’_42$’,
ios-regex ’_127$’
end-set

この ASパスセットは 2つの要素から構成されます。一致演算で使用する場合は、この ASパス
セットは、ASパスが自律システム（AS）番号 42または 127のいずれかで終わる任意のルートと
一致します。

名前付き ASパスセットを削除するには、no as-path-set aset1コマンドラインインターフェイス
（CLI）コマンドを使用します。

正規表現一致により、CPUの負荷が高くなります。ポリシーパフォーマンスを大幅に向上す
るには、次のいずれかを実行します。正規表現パターンをまとめて正規表現の合計呼び出し数

を減らす、または同等のネイティブ as-pathマッチング演算（「as-path neighbor-is」、「as-path
originates-from」、「as-path passes-through」など）を使用します。

（注）

インラインセット形式

インラインセットは、次のようにカンマ区切りの式のリストを括弧で囲んだ形式です。

(ios-regex '_42$', ios-regex '_127$')

このセットは、前の名前付きセットと同じ ASパスと一致させますが、ポリシーが使用する名前
付きセットとは別に名前付きセットを作成する余計な作業を必要としません。

community-set

コミュニティセットは、BGPコミュニティ属性との一致のためにコミュニティ値を保持していま
す。コミュニティは、32ビット量です。整数のコミュニティ値は半分に分けて、コロンで区切っ
た、0～ 65535の範囲内の 2つの符号なし 10進整数で表す必要があります。単一の 32ビットコ
ミュニティ値は指定できません。次に、名前付きセット形式を示します。
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名前付きセット形式

community-set cset1
12:34,
12:56,
12:78,
internet
end-set

インラインセット形式

(12:34, 12:56, 12:78)
($as:34, $as:$tag1, 12:78, internet)

コミュニティセットのインライン形式では、パラメータ化もサポートされます。コミュニティの

16ビット部分のそれぞれをパラメータ化できます。詳細については、パラメータ化, （579ペー
ジ）を参照してください。

RPLでは、標準のwell-knownコミュニティ値のシンボル名が提供されます。internetは0:0、no-export
は 65535:65281、no-advertiseは 65535:65282、local-asは 65535:65283です。

RPLでは、コミュニティの指定でワイルドカードを使用するためのファシリティも用意されてい
ます。ワイルドカードを指定するには、コミュニティ指定の 16ビット部分の 1つの代わりに、
アスタリスク（*）を挿入します。ワイルドカードはコミュニティのその部分の任意の値が一致す
ることを示します。つまり、次のポリシーが一致するすべてのコミュニティの中で、自律システ

ムが属するコミュニティは 123です。

community-set cset3
123:*

end-set

すべてのコミュニティセットに、少なくとも 1つのコミュニティ値が含まれている必要がありま
す。空のコミュニティセットは無効なため拒否されます。

extcommunity-set

拡張コミュニティセットは、通常のコミュニティ値の代わりに拡張コミュニティ値が含まれてい

る点を除き、コミュニティセットと似ています。拡張コミュニティセットは、名前付き形式お

よびインライン形式もサポートします。拡張コミュニティセットには、cost、soo、rtの 3つのタ
イプがあります。

コミュニティセットと同様に、インライン形式では、パラメータ化ポリシー内のパラメータ化が

サポートされます。拡張コミュニティ値のいずれかの部分をパラメータ化できます。

ワイルドカード（*）および正規表現は、拡張コミュニティセット要素で使用できます。

すべての拡張コミュニティセットに、少なくとも 1つの拡張コミュニティ値が含まれている必要
があります。空の拡張コミュニティセットは無効なため拒否されます。

次に、構文例を示します。
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extcommunity-set cost の名前付き形式

costセットは、コスト EIGRPコストコミュニティタイプの拡張コミュニティタイプコミュニ
ティを格納するために使用される extcommunityセットです。

extcommunity-set cost a_cost_set
IGP:1:10

end-set

次のオプションが拡張コミュニティセット Costでサポートされています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#extcommunity-set cost cost_set
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ext)#?
#-remark Remark beginning with '#'
<0-255> decimal number
abort Discard RPL definition and return to top level config
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
igp: Cost Community with IGP as point of insertion
pre-bestpath: Cost Community with Pre-Bestpath as point of insertion
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

10進数<0-255>

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

IGPを挿入ポイントとして使用するコストコミュニティigp:

Pre-Bestpathを挿入ポイントとして使用するコストコミュニティpre-bestpath:

一部の RPL設定を表示show

extcommunity-set rt の名前付き形式

rtセットは BGPルートターゲット（RT）拡張コミュニティタイプのコミュニティを格納するた
めに使用される extcommunityセットです。

extcommunity-set rt a_rt_set
1.2.3.4:666
1234:666,
1.2.3.4:777,
4567:777

end-set

Inline Set Form for Extcommunity-set RT

(1.2.3.4:666, 1234:666, 1.2.3.4:777, 4567:777)
($ipadrr:666, 1234:$tag, 1.2.3.4:777, $tag2:777)

次のオプションが拡張コミュニティセット RTでサポートされています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#extcommunity-set rt rt_set
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ext)#?
#-remark Remark beginning with '#'
* Wildcard (any community or part thereof)
<1-4294967295> 32-bit decimal number
<1-65535> 16-bit decimal number
A.B.C.D/M:N Extended community - IPv4 prefix format
A.B.C.D:N Extended community - IPv4 format
ASN:N Extended community - ASPLAIN format
X.Y:N Extended community - ASDOT format
abort Discard RPL definition and return to top level config
dfa-regex DFA style regular expression
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
ios-regex Traditional IOS style regular expression
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

ワイルドカード（任意のコミュニティまたはそ

の一部）

*

32ビットの 10進数<1-4294967295>

16ビットの 10進数<1-65535>

拡張コミュニティ：IPv4プレフィックス形式A.B.C.D/M:N

拡張コミュニティ：IPv4形式A.B.C.D:N

拡張コミュニティ：ASプレーン形式ASN:N

拡張コミュニティ：ASDOT形式X.Y:N

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort

DFAスタイルの正規表現dfa-regex

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

従来の IOSスタイルの正規表現ios-regex

一部の RPL設定を表示show

extcommunity-set soo の名前付き形式

sooセットは、BGP Site-of-Origin（SoO）拡張コミュニティタイプコミュニティを格納するため
に使用される extcommunityセットです。

extcommunity-set soo a_soo_set
1.1.1.1:100,
100:200

end-set
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次のオプションが拡張コミュニティセット sooでサポートされています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#extcommunity-set soo soo_set
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ext)#?
#-remark Remark beginning with '#'
* Wildcard (any community or part thereof)
<1-4294967295> 32-bit decimal number
<1-65535> 16-bit decimal number
A.B.C.D/M:N Extended community - IPv4 prefix format
A.B.C.D:N Extended community - IPv4 format
ASN:N Extended community - ASPLAIN format
X.Y:N Extended community - ASDOT format
abort Discard RPL definition and return to top level config
dfa-regex DFA style regular expression
end-set End of set definition
exit Exit from this submode
ios-regex Traditional IOS style regular expression
show Show partial RPL configuration

説明オプション

「#」ではじまる注記#-remark

ワイルドカード（任意のコミュニティまたはそ

の一部）

*

32ビットの 10進数<1-4294967295>

16ビットの 10進数<1-65535>

拡張コミュニティ：IPv4プレフィックス形式A.B.C.D/M:N

拡張コミュニティ：IPv4形式A.B.C.D:N

拡張コミュニティ：ASプレーン形式ASN:N

拡張コミュニティ：ASDOT形式X.Y:N

RPL定義を廃棄して、top level configに戻るabort

DFAスタイルの正規表現dfa-regex

セット定義の終了end-set

このサブモードを終了exit

従来の IOSスタイルの正規表現ios-regex

一部の RPL設定を表示show

prefix-set

prefix-setは、それぞれ 4つの部分（アドレス、マスク長、最小一致長、最大一致長）がある IPv4
または IPv6プレフィックス一致指定を保持しています。アドレスは必須ですが、他の 3つの部分
は任意です。アドレスは、標準のドット付き IPv4またはコロンで区切られた 16進数の IPv6アド
レスです。マスク長（存在する場合）は、0～ 32（IPv6の場合は 0～ 128）の範囲内の負以外の
10進整数で、その前のアドレスはスラッシュで区切ります。アドレスと任意のマスク長の後に
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は、任意の最小一致長が続き、これはキーワード ge（以上（greater than or equal to）のニーモニッ
ク）で表され、その後に 0～ 32（IPv6の場合は 0～ 128）の範囲内の負以外の 10進整数が続きま
す。最後には、任意の最大一致長が続き、これはキーワード le（以下（l ess than or equal to）の
ニーモニック）で表され、その後に 0～ 32（IPv6の場合は 0～ 128）の範囲内の負以外の別の 10
進整数が続きます。一致させるプレフィックスの正確な長さを指定するための構文ショートカッ

トは、eqキーワード（等しい（equal to）のニーモニック）です。

プレフィックス一致指定にマスク長がない場合は、デフォルトのマスク長は、IPv4では 32、IPv6
では 128です。デフォルトの最小マッチング長はマスク長です。最小一致長が指定されている場
合、デフォルトの最大一致長は、IPv4では 32、IPv6では 128です。最小と最大のいずれも指定
しない場合は、デフォルトの最大長はマスク長になります。

prefix-set自体は、プレフィックス一致指定のカンマ区切りのリストです。次に例を示します。

prefix-set legal-ipv4-prefix-examples
10.0.1.1,
10.0.2.0/24,
10.0.3.0/24 ge 28,
10.0.4.0/24 le 28,
10.0.5.0/24 ge 26 le 30,
10.0.6.0/24 eq 28,
10.0.7.2/32 ge 16 le 24,
10.0.8.0/26 ge 8 le 16

end-set

prefix-set legal-ipv6-prefix-examples
2001:0:0:1::/64,
2001:0:0:2::/64 ge 96,
2001:0:0:2::/64 ge 96 le 100,
2001:0:0:2::/64 eq 100

end-set

prefix-setの最初の要素は、唯一の有効値 10.0.1.1/32またはホストアドレス 10.0.1.1と一致します。
2番めの要素は、唯一の有効値10.0.2.0/24と一致します。3番めの要素は、10.0.3.0/28～10.0.3.255/32
の範囲のプレフィックス値と一致します。 4番めの要素は、10.0.4.0/24～ 10.0.4.240/28の範囲の
値と一致します。 5番めの要素は、10.0.5.0/26～ 10.0.5.252/30の範囲内のプレフィックスと一致
します。 6番めの要素は、10.0.6.0/28～ 10.0.6.240/28の範囲内にある長さ 28の任意のプレフィッ
クスと一致します。 7番めの要素は、10.0.[0..255].2/32（10.0.0.2/32～ 10.0.255.2）の範囲内にある
長さ 32の任意のプレフィックスと一致します。 8番めの要素は、10.[0..255].8.0/26（10.0.8.0/26～
10.255.8.0/26）の範囲内にある長さ 26の任意のプレフィックスと一致します。

次の prefix-setはすべて、無効なプレフィックス一致指定からなります。

prefix-set ILLEGAL-PREFIX-EXAMPLES
10.1.1.1 ge 16,
10.1.2.1 le 16,
10.1.3.0/24 le 23,
10.1.4.0/24 ge 33,
10.1.5.0/25 ge 29 le 28

end-set

最小長と最大長のいずれも、マスク長がないと無効です。 IPv4の場合、最小長は、IPv4プレフィッ
クスの最大長である 32未満でなければなりません。 IPv6の場合、最小長は、IPv6プレフィック
スの最大長である 128未満でなければなりません。最大長は、最小長以上でなければなりませ
ん。
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拡張プレフィックス長操作

prefix-setにおける拡張プレフィックス長操作のサポートは、プレフィックス一致指定でのgeセマ
ンティックを使用する prefix-rangeを拡張します。これは、プレフィックス 0.0.0.0/0, 0.0.0.0/1,
0.0.0.0/2, ...., 0.0.0.0/32と一致する単一のエントリを保持する要求に応えます。 prefix-lengthは、ge
セマンティックを使用して操作できます。たとえば、prefix-set（0.0.0.0/30 ge 0 le 32）は、0.0.0.0/0
～ 0.0.0.3/32の範囲内のすべてのプレフィックスと一致します。これにより、単一の prefix-setエ
ントリ 0.0.0.0/32 ge 0 le 32は、プレフィックス 0.0.0.0/0, 0.0.0.0/1, 0.0.0.0/2, ...., 0.0.0.0/32と一致し
ます。

次に、IPv4プレフィックス構文と対応するマスク長範囲を含むプレフィックス範囲を示します。

• <A.B.C.D>/<len> ge <G> le <L>

◦ <A.B.C.D>/[<len>..<G>] (if <len> is lesser than <G> )

◦ <A.B.C.D>/[<G>..<len>] (if <len> is greater than <G> )

• <A.B.C.D>/<len> ge <G>

◦ <A.B.C.D>/[<len>..<G>] (if <len> is lesser than <G> )

◦ <A.B.C.D>/[<G>..<len>] (if <len> is greater than <G> )

• <A.B.C.D>/<len> eq <E>

◦ <A.B.C.D>/[<len>..<E>] (if <len> is lesser than <E> )

◦ <A.B.C.D>/[<E>..<len>] (if <len> is greater than <E> )

rd-set

rd-setは、ルート識別子（RD）要素を含むセットを作成するために使用します。 RDセットは、
固有のボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）VPN IPv4アドレスをグローバルに作成するた
めに、IPv4アドレスが前に付いた 64ビット値です。

RD値は、次のコマンドを使用して定義できます。

• a.b.c.d:m:*：IPv4形式のBGPVPNRDとワイルドカード文字。たとえば、10.0.0.2:255.255.0.0:*
です。

• a.b.c.d/m:n：IPv4形式の BGP VPN RDとマスク。たとえば、10.0.0.2:255.255.0.0:666です。

• a.b.c.d:**：IPv4形式の BGP VPN RDとワイルドカード文字。たとえば、10.0.0.2:255.255.0.0
です。

• a.b.c.d:n：IPv4形式の BGP VPN RD。たとえば、10.0.0.2:666を指定します。

• asn:*：ASN形式のBGPVPNRDとワイルドカード文字。たとえば、10002:255.255.0.0です。

• asn:n：ASN形式の BGP VPN RD。たとえば、10002:666と指定します。

次に、rd-setの例を示します。

rd-set rdset1
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10.0.0.0/8:*,
10.0.0.0/8:777,
10.0.0.0:*,
10.0.0.0:777,
65000:*,
65000:777

end-set

ルーティングポリシー言語コンポーネント

ルーティングポリシー言語の 4種類の主要コンポーネント、設定フロントエンド、ポリシーリ
ポジトリ、実行エンジン、およびポリシークライアントそのものは、ポリシーの定義、変更、お

よび使用に関係します。

設定フロントエンド（CLI）は、ポリシーを定義し、変更する機能です。この設定は、通常の保
存方法を使用してルータに保存され、通常の設定の showコマンドを使用して表示できます。

ポリシーインフラストラクチャの 2番目のコンポーネントである、ポリシーリポジトリには複数
の役割があります。最初に、ユーザ入力設定を実行エンジンが認識可能な形式にコンパイルしま

す。 2番目に、ポリシー検証の多くを実行し、定義されたポリシーが実際に適切に実行できるこ
とを確認します。 3番目に、いずれの接続点がいずれのポリシーを使用しているかを追跡して、
ポリシーが変更された場合に適切なクライアントが適切な新しいポリシーで正常にアップデート

されるようにします。

3番目のコンポーネントは実行エンジンです。このコンポーネントは、クライアントの要求に応
じて実際にポリシーを実行する部分です。このプロセスは、ポリシークライアントのいずれかか

らルートを受信して、特定のルートデータに対して実際のポリシーを実行するまでと見なせま

す。

4つめのコンポーネントはポリシークライアント（ルーティングプロトコル）です。このコン
ポーネントは、適切なタイミングで実行エンジンをコールし、特定のポリシーを特定のルートに

適用し、次にいくつかのアクションを実行します。これらのアクションには、ルートをドロップ

する必要があるとポリシーに示されている場合にルートを削除する、最適なルートの候補として

プロトコル決定ツリーにルートを渡す、またはポリシーに変更されたルートを必要に応じてネイ

バーまたはピアにアドバタイズすることが含まれます。

ルーティングポリシー言語使用方法

ここでは、基本的なルーティングポリシー言語の使用方法の例について説明します。ルーティン

グポリシー言語の実装方法の詳細については、ルーティングポリシーの実装方法,（635ページ）
を参照してください。

パスポリシーパスポリシー

次に、ルートを変更せずにポリシーがすべての渡されたルートを受け入れる例を示します。

route-policy quickstart-pass
pass
end-policy
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すべてをドロップするポリシー

次に、渡されたすべてのルートをポリシーが明示的に拒否する例を示します。このタイプのポリ

シーは、特定のピアから送信されるすべてを無視するために使用されます。

route-policy quickstart-drop
drop
end-policy

パスの特定の AS 番号を使用するルートを無視する

次に、3個の部分からなるポリシー定義の例を示します。まず、as-path-setコマンドは、ASパス
とマッチングするための 3つの正規表現を定義します。 2番目に、route-policyコマンドは、ルー
トに ASパスセットを適用します。ルートの ASパス属性が as-path-setコマンドで定義された正
規表現と一致する場合、プロトコルはこのルートを拒否します。 3番めに、ルートポリシーは、
BGPネイバー 10.0.1.2に付加されます。 BGPは、ネイバー 10.0.1.2から（インポート）受信した
ルートの ignore_path_asという名前のポリシーを参照します。

as-path-set ignore_path
ios-regex '_11_',
ios-regex '_22_',
ios-regex '_33_'
end-set

route-policy ignore_path_as
if as-path in ignore_path then
drop
else
pass
endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.1.2 address-family ipv4 unicast policy ignore_path_as in

MED に基づくセットコミュニティ

次に、ポリシーがルートのMEDをテストし、MEDの値に基づいてルートのコミュニティ属性を
変更する例を示します。MED値が 127の場合、ポリシーはルートにコミュニティ 123:456を追加
します。MED値が63の場合、ポリシーはルートのコミュニティ属性に値123:789を追加します。
それ以外の場合、ポリシーはコミュニティ123:123をルートから削除します。いかなる場合でも、
ルートを受け入れるようにポリシーからプロトコルに指示します。

route-policy quickstart-med
if med eq 127 then
set community (123:456) additive
elseif med eq 63 then
set community (123:789) additive
else
delete community in (123:123)
endif
pass
end-policy
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コミュニティに基づくローカルプリファレンスの設定

次に、quickstart-communitiesという名前のコミュニティセットがコミュニティ値を定義する例を
示します。 quickstart-localprefという名前のルートポリシーは、quickstart-communitiesコミュニ
ティセットに指定されたコミュニティの存在に対してルートをテストします。ルートにいずれか

のコミュニティ値が存在する場合、ルートポリシーはルートのローカルプリファレンス属性を

31に設定します。いかなる場合でも、ルートを受け入れるようにポリシーからプロトコルに指示
します。

community-set quickstart-communities
987:654,
987:543,
987:321,
987:210
end-set

route-policy quickstart-localpref
if community matches-any quickstart-communities then
set local-preference 31
endif
pass
end-policy

持続的な注記

次に、ポリシーのセットおよびステートメントのエントリの意味を明確にするために、ポリシー

にコメントを配置する例を示します。注記は持続的なため、ポリシーに付加されたままです。た

とえば、show running-configコマンドの出力には注記が表示されます。ポリシーに注記を追加す
ると、ポリシーの理解、また後日の変更が容易になるとともに、予期しない動作が発生した場合

にトラブルシューティングが容易になります。

prefix-set rfc1918
# These are the networks defined as private in RFC1918 (including
# all subnets thereof)
10.0.0.0/8 ge 8,
172.16.0.0/12 ge 12,
192.168.0.0/16 ge 16
end-set

route-policy quickstart-remarks
# Handle routes to RFC1918 networks
if destination in rfc1918 then
# Set the community such that we do not export the route
set community (no-export) additive

endif
end-policy

ルーティングポリシーの設定の基本

ルートポリシーは、route-policyキーワードおよび end-policyキーワードとともに括弧書きされる
一連のステートメントと式によって構成されます。個別のコマンド（1行に 1つのコマンド）の
集合ではなく、ルートポリシー内のステートメントには相互に関連するコンテキストがありま

す。そのため、個別のコマンドを各行に記すのではなく、各ポリシーまたはセットは独立した設

定オブジェクトとして、1つのユニットとして使用、入力、操作できます。
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ポリシー設定の各行は論理サブユニットです。 then、else、end-policyキーワードの後ろには、少
なくとも 1つの改行が必要です。ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニティセッ
ト、またはプレフィックスセットを参照するパラメータリストと名前ストリングを閉じる括弧の

後には改行が必要です。ルートポリシー、ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニ
ティセット、またはプレフィックスセットの定義の前には、少なくとも改行が 1つ必要です。
アクションステートメントの後ろには 1つ以上の改行を続けることができます。名前付き ASパ
スセット、コミュニティセット、拡張コミュニティセット、プレフィックスセットのカンマ区

切りの後ろには 1つ以上の改行を続けることができます。改行は、ポリシー式の論理ユニットの
最後に記される必要があります。他の場所に記すことはできません。

ポリシー定義

ポリシー定義によって、ポリシーステートメントの名前付きシーケンスが作成されます。ポリ

シー定義は、CLIの route-policyキーワードと、その後に続く名前、ポリシーステートメントの
シーケンス、および end-policyキーワードで構成されます。たとえば、次のポリシーは検出され
たルートをすべてドロップします。

route-policy drop-everything
drop
end-policy

名前は、ポリシーをプロトコルにバインドするためのハンドルとして機能します。ポリシー定義

を削除するには、no route-policy nameコマンドを発行します。

ポリシーの共通ブロックを再利用できるように、ポリシーは他のポリシーを参照していることも

あります。他のポリシーの参照は、applyステートメントを使用して、次の例のように実行され
ます。

route-policy check-as-1234
if as-path passes-through ‘1234.5’ then
apply drop-everything
else
pass
endif
end-policy

applyステートメントは、検討中のルートが受信前に自律システム 1234.5を介してパススルーさ
れた場合に、ポリシー drop-everythingを実行する必要があることを示しています。 ASパスに自
律システム 1234.5があるルートが受信された場合、ルートはドロップされます。それ以外の場
合、ルートは変更なしで受け入れられます。このポリシーは、階層型ポリシーの例です。つま

り、applyステートメントのセマンティックは、適用されるポリシーを切り取って適用するポリ
シーに貼り付けた場合と同様です。

route-policy check-as-1234-prime
if as-path passes-through '1234.5' then

drop
else

pass
endif
end-policy
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必要に応じて階層レベルはいくつでも使用できます。しかし、レベルを多くすると、維持や理解

が困難になることがあります。

パラメータ化

applyステートメントを使用したポリシーの再利用サポートに加えて、属性の一部のパラメータ化
ができるようにポリシーを定義できます。次に、param-exampleという名前のパラメータ化ポリ
シーを定義する例を示します。この場合、ポリシーは $mytagという 1つのパラメータを取りま
す。パラメータは、常にドル記号ではじまり、任意の英数字で構成されます。パラメータは、パ

ラメータを取る属性に置き換えられます。

次の例では、16ビットコミュニティタグがパラメータとして使用されています。

route-policy param-example ($mytag)
set community (1234:$mytag) additive
end-policy

その後、このパラメータ化ポリシーは、次の例に示すように、別のパラメータ化で再利用できま

す。この方法で、共通の構造を共有するが、一部の個別のステートメントで別の値を使用するポ

リシーをモジュール化できます。パラメータ化できる属性の詳細については、個別の属性につい

ての項を参照してください。

route-policy origin-10
if as-path originates-from ‘10.5’ then
apply param-example(10.5)
else
pass
endif
end-policy

route-policy origin-20
if as-path originates-from ‘20.5’ then
apply param-example(20.5)
else
pass
endif
end-policy

パラメータ化ポリシー param-exampleは、applyステートメントのパラメータとして提供されてい
る値で拡張されたポリシー定義を提供します。ポリシー階層が常に維持されるため、param-example
の定義が変更されると、origin_10およびorigin_20の動作が一致するように変更されることに注意
してください。

origin-10ポリシーの効果として、このポリシーをパススルーし、自律システム 10から発信された
ルートを示す ASパスを持つすべてのルートにコミュニティ 1234:10を追加します。 origin-20ポ
リシーは同様ですが、自律システム 20から発信されたルートに対してコミュニティ 1234:20を追
加します。
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接続点でのパラメータ化

パラメータ化, （579ページ）で説明したように applyステートメントを使用したパラメータ化の
サポートに加えて、ポリシーは接続点での属性のパラメータ化ができるようにも定義できます。

すべての接続点で、パラメータ化がサポートされます。

次の例では、パラメータ化ポリシー「param-example」を定義します。この例では、ポリシーは、
「$mymed」と「$prefixset」の 2つのパラメータを取ります。パラメータは、常にドル記号では
じまり、任意の英数字で構成されます。パラメータは、パラメータを取る属性に置き換えられま

す。この例では、MED値およびプレフィックスセット名をパラメータとして渡しています。

route-policy param-example ($mymed, $prefixset)
if destination in $prefixset then
set med $mymed
endif

end-policy

その後、このパラメータ化ポリシーは、次の例に示すように、別のパラメータ化で再利用できま

す。この方法で、共通の構造を共有するが、一部の個別のステートメントで別の値を使用するポ

リシーをモジュール化できます。パラメータ化できる属性の詳細については、各プロトコルの個

別の属性を参照してください。

router bgp 2
neighbor 10.1.1.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
route-policy param-example(10, prefix_set1)
route-policy param-example(20, prefix_set2)

パラメータ化ポリシー param-exampleは、neighbor route-policy in and outステートメントのパラメー
タとして提供されている値で拡張されたポリシー定義を提供します。

グローバルパラメータ化

RPLでは、ポリシー定義内で使用できるシステム全体のグローバルパラメータの定義がサポート
されます。グローバルパラメータは、次のように設定できます。

Policy-global
glbpathtype ‘ebgp’
glbtag ‘100’

end-global

グローバルパラメータ値は、パラメータ化ポリシーのローカルパラメータと類似したポリシー定

義内で直接使用できます。次の例では、globalparam引数は、グローバルパラメータ gbpathtype
と glbtagを使用し、非パラメータ化ポリシーに対して定義されます。

route-policy globalparam
if path-type is $glbpathtype then
set tag $glbtag

endif
end-policy
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パラメータ化ポリシーのパラメータ名に、グローバルパラメータ名との「衝突」がある場合は、

ポリシー定義に対してローカルなパラメータが優先され、グローバルパラメータが効果的に隠さ

れます。さらに、特定のグローバルパラメータが任意のポリシーによって参照されている場合

は、削除されないように、検証メカニズムが実施されます。

ポリシー適用のセマンティック

ここでは、ルーティングポリシーの評価および適用方法について説明します。説明する概念は次

のとおりです。

ブール演算子優先

ブール式は、演算子優先順位に従って、左から右に評価されます。最も優先される演算子はNOT
であり、その後に AND、次に ORと続きます。次に、式の例を示します。

med eq 10 and not destination in (10.1.3.0/24) or community matches-any ([10..25]:35)

評価の順を表示するために、すべてが括弧で囲まれる場合は、次のようになります。

(med eq 10 and (not destination in (10.1.3.0/24))) or community matches-any ([10..25]:35)

内部の NOTは、宛先のテストのみに適用されます。ANDは、NOT式の結果をMulti Exit
Discriminator（MED）テストと組み合わせます。さらに、ORは、その結果をコミュニティテスト
と組み合わせます。演算の順は配列し直される場合があります。

not med eq 10 and destination in (10.1.3.0/24) or community matches-any ([10..25]:35)

その場合、すべてが括弧で囲まれた式は、次のようになります。

((not med eq 10) and destination in (10.1.3.0/24)) or community matches-any ([10..25]:35)

同じ属性の複数の変更

ポリシーが属性の値を複数回置換する場合、すべてのアクションが実行されるため、最後の割り

当てが優先されます。 BGPのMED属性は、1つの固有値であるため、それに設定された最後の
値が優先されます。つまり、次のポリシーでは、ルートのMED値は 12になります。

set med 9
set med 10
set med 11
set med 12
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この例は単純ですが、機能の場合は複雑です。属性の値を効率的に変更するポリシーを記述する

ことも可能です。次に例を示します。

set med 8
if community matches-any cs1 then
set local-preference 122
if community matches-any cs2 then
set med 12
endif
endif

結果として、ルートのMEDは 8になります。ただし、ルートのコミュニティリストが cs1と cs2
の両方と一致する場合は、結果として、ルートのMEDは 12になります。

変更している属性に1つの値だけが含められる場合は、最後のステートメントが優先されるため、
この例を理解するのは簡単です。一方、複数の値を含められる属性もいくつかあり、このような

属性における複数のアクションの結果は、置換ではなく累積します。最初の例として、コミュニ

ティおよび拡張コミュニティ評価で additiveキーワードを使用する場合があります。形式のポリ
シーを検討します。

route-policy community-add
set community (10:23)
set community (10:24) additive
set community (10:25) additive
end-policy

このポリシーは、10:23、10:24、および 10:25の 3つのコミュニティ値すべてを含めるためにルー
トにコミュニティストリングを設定します。

2番めの例として、ASパスの先頭に追加する場合があります。形式のポリシーを検討します。

route-policy prepend-example
prepend as-path 2.5 3
prepend as-path 666.5 2
end-policy

このポリシーは、ASパスの先頭に 666.5 666.5 2.5 2.5 2.5を追加します。この先頭に追加する動作
は、実行するすべてのアクションの結果であり、単一のスカラー値ではなく、値の配列を含む属

性となる ASパスに対して実行されます。

属性を変更するとき

ポリシーは、すべてのテストが完了するまでルート属性値を変更しません。つまり、比較演算子

はルートの初期データで常に実行されます。ルート属性の中間での変更は、ポリシーの評価にカ

スケード効果を与えません。次に、例を示します。

ifmed eq 12 then
set med 42
if med eq 42 then
drop
endif
endif
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このポリシーは、dropステートメントを一切実行しません。これは、2番めのテスト（medeq42）
がルートの元の変更されていないMED値を見るためです。2番めのテストに到達するには、MED
が 12である必要があるため、2番めのテストは常に falseを返します。

デフォルトのドロップ処理

すべてのルートポリシーには、評価中のルートをドロップするデフォルトアクションがありま

す。ただし、ルートがポリシーアクションによって変更された場合と明示的に渡された場合は除

きます。適用（ネスト）されるポリシーは、適用されるポイントに適用されるポリシーを貼り付

けることによってこの処理を実装します。

ネットワーク 10のすべてのルートを許可し、そのローカルプリファレンスを 200に設定して、
他のルートすべてをドロップするポリシーについて検討します。ポリシーは次のように記述でき

ます。

route-policy two
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32) then
set local-preference 200
endif
end-policy

route-policy one
apply two
end-policy

明示的な passステートメントが含まれていなく、ルート属性も変更しないため、ポリシー oneは
すべてのルートをドロップするように見える可能性があります。しかし、適用されるポリシーは

実際は一部のルートに属性を設定し、この処理はポリシー oneに渡されます。結果として、ポリ
シー oneはネットワーク 10の宛先を含むルートを渡して、その他すべてをドロップします。

制御フロー

ポリシーステートメントは、設定に表示される順に従って順番に処理されます。他のポリシー

ブロックを階層的に参照するポリシーは、参照されるポリシーブロックが直接インラインに置換

されたように処理されます。たとえば、次のポリシーが定義されているとします。

route-policy one
set weight 100
end-policy

route-policy two
set med 200
end-policy

route-policy three
apply two
set community (2:666) additive
end-policy

route-policy four
apply one
apply three
pass
end-policy
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ポリシー fourは次と同様の方法で書き換えられます。

route-policy four-equivalent
set weight 100
set med 200
set community (2:666) additive
pass
end-policy

passステートメントは必要ないため削除して、別の方法で同様のポリシーを表せます。（注）

ポリシー検証

ポリシーが定義されて使用される際には、いくつかの異なるタイプの検証が発生します。

範囲チェック

ポリシーが定義されるとき、値の範囲チェックなどのいくつかの簡単な検証が行われます。たと

えば、設定されるMEDがMED属性の適切な範囲内にあることを検証するためにチェックされま
す。しかし、この範囲チェックはパラメータ指定を対象にできません。これは、パラメータ指定

が値をまだ定義していない可能性があるためです。パラメータ指定は、ポリシーが接続点に付加

されたときに検証されます。ポリシーリポジトリでも、ポリシーの再帰定義がなく、パラメータ

の数値が正しいことが検証されます。付加時には、すべてのポリシーが正しく形成されている必

要があります。参照されるすべてのセットおよびポリシーが定義されていて、有効値を持ってい

る必要があります。同様に、パラメータ値もすべて適切な範囲内にある必要があります。

不完全なポリシーとセットの参照

指定のポリシーが接続点に付加されていないかぎり、ポリシーは存在しないセットおよびポリシー

を参照できます。これにより、ワークフローが自由になります。まだ定義されていないセットま

たはポリシーブロックを参照する設定を構築して、後からこれらの未定義のポリシーおよびセッ

トに入力できます。これにより、ポリシー定義でのより高い柔軟性を実現します。参照するポリ

シーの各部分は、ポリシーを定義しているときに設定に存在する必要はありません。つまり、

ユーザはポリシーバーが存在しない場合でも、applyステートメントを使用してポリシーバーを
参照するポリシー例を定義できます。同様に、ユーザは、存在しないセットを参照するポリシー

ステートメントを入力できます。

ただし、参照されているすべてのポリシーとセットの存在は、ポリシーが付加されたときに適用

されます。 neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast policy sample inコマンドを使用してインバ
ウンド BGPポリシーで未定義ポリシーバーを参照するポリシーサンプルをアタッチしようとす
ると、ポリシーバーが存在しないために設定が拒否されます。

同様に、接続点で現在使用中のルートポリシーまたはセットは削除できません。これは、削除の

結果、未定義参照が発生するためです。現在使用中のルートポリシーまたはセットを削除しよう

とすると、ユーザに対してエラーメッセージが表示されます。
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ポリシーバーが存在しているものの、ステートメント、アクション、ディスポジションが存在し

ないヌルポリシーと呼ばれる条件が存在します。つまり、ポリシーバーは次の場合に存在しま

す。

route-policy bar
end-policy

これは、有効なポリシーブロックです。これは、ルートを一切変更せず、passステートメントも
含まれていないポリシーブロックであるため、すべてのルートのドロップを実質的に強制しま

す。したがって、ポリシーブロックのドロップのデフォルトアクションが実行されます。

アタッチされたポリシーの変更

使用中のポリシーを変更する必要が生じる場合もあります。従来、設定変更は完全に関連する設

定を削除し、設定を再入力して行われます。しかし、これによりポリシーが付加されていないた

めにデフォルトアクションが実行される期間ができます。RPLでは、ポリシーが再び宣言された
場合、またはテキストエディタを使用して編集された場合、新しい設定がただちに適応される、

アトミック変更のメカニズムがあります。これによって、ポリシーが特定の接続点に適用されな

い期間が発生することなく、使用中のポリシーを変更できます。

属性比較とアクションの検証

ポリシーリポジトリは、各接続点で有効な属性、アクションおよび比較を認識しています。ポリ

シーが付加されたとき、これらのアクションおよび比較はその特定の接続点の機能に対して検証

されます。例として、次のポリシー定義があります。

route-policy bad
set med 100
set level level-1-2
set ospf-metric 200
end-policy

このポリシーは、BGP属性med、IS-IS属性レベル、およびOSPF属性コストを設定するアクショ
ンの実行を試行します。システムは、このようなポリシーの定義を許可しますが、このようなポ

リシーの付加は許可しません。このポリシー badを定義し、BGPコンフィギュレーションステー
トメント neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast route-policy bad inを使用してインバウンド
BGPポリシーとして接続しようとする場合、システムはこの設定の試行を拒否します。この拒否
は、ポリシーをチェックする検証プロセスの結果であり、BGPはMEDを設定できるが、レベル
およびコストがそれぞれ IS-ISおよびOSPF属性であるため、レベルまたはコストを設定する方法
がありません。実行できないアクションを黙示的に省く代わりに、システムはユーザに対してエ

ラーを生成します。同様に、存在しない属性を変更、または存在しない属性との比較の試行を発

生させる場合のように、接続点で使用中の有効なポリシーは変更できません。ベリファイアは、

存在しない属性があるかをテストして、このような設定の試行を拒否します。
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ポリシーステートメント

ポリシーステートメントには、注記、処理（dropおよび pass）、アクション（set）、および if
（比較演算子）の 4つのタイプがあります。

注記

注記は、ポリシー設定に添付されているテキストですが、それ以外の点ではポリシー言語パーサー

によって無視されるテキストです。注記は、備考はポリシーの一部を記述するのに役立ちます。

注記の構文は、各行の先頭にポンド記号（#）があるテキストです。

# This is a simple one-line remark.

# This
# is a remark
# comprising multiple
# lines.

通常、注記はセットの完全なステートメントまたは要素の間で使用されます。ステートメントの

途中、またはインラインセット定義内での注記はサポートされていません。

CLIにおける従来の !コメントとは異なり、RPLの注記は、リブートしても持続し、また設定が
ディスクまたは TFTPサーバに保存されてからルータにロードされても持続します。

処理

ポリシーがルートを変更した場合、デフォルトではポリシーは、そのルートを受け入れます。RPL
には、その反対を強制するdropステートメントがあります。ポリシーがルートに一致してドロッ
プを実行する場合、ポリシーはルートを受け入れません。ポリシーがルートを変更しない場合、

デフォルトでそのルートはドロップされます。ルートのドロップを防止するには、passステート
メントを使用します。

dropステートメントは、ルートを破棄するアクションを実行するように指示します。ルートがド
ロップされると、ポリシーはこれ以上実行されません。たとえば、ポリシーの最初の 2つのス
テートメントを実行した後で、dropステートメントが検出されると、ポリシーは停止してルート
が破棄されます。

すべてのポリシーにおいて、実行の最後にはデフォルトの dropアクションがあります。（注）

passステートメントを使用すると、ルートが変更されなかった場合でもポリシーは実行を継続で
きます。ポリシーの実行が終了すると、ポリシーで変更されたか、ポリシーで pass処理を受信し
たルートはすべてポリシーを渡し、実行は完了します。ルートポリシー B_rpがルートポリシー
A_rp内に適用されたとき、プレフィックスがポリシー B_rpによってドロップされない場合は、
実行はポリシー A_rpからポリシー B_rpへと続けられてから、ポリシー A_rpに戻ります。

route-policy A_rp
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set community (10:10)
apply B_rp

end-policy
!

route-policy B_rp
if destination in (121.23.0.0/16 le 32, 155.12.0.0/16 le 32) then
set community (121:155) additive
endif

end-policy
!

ポリシーがルート属性を変更するか、ポリシーが明示的な passステートメントによってルートを
渡さないかぎり、デフォルトでルートはポリシー処理の最後にドロップされます。たとえば、

ルートポリシーBがルートポリシーA内に適用されたとき、プレフィックスがポリシーBによっ
てドロップされない場合は、実行はポリシー Aからポリシー Bへと続けられてから、ポリシー A
に戻ります。

route-policy A
if as-path neighbor-is '123' then
apply B
policy statement N

end-policy

一方で、次のポリシーは評価するすべてのルートを渡します。

route-policy PASS-ALL
pass
end-policy

route-policy SET-LPREF
set local-preference 200
end-policy

黙示的にドロップされることに加えて、ルートは明示的なdropステートメントによってドロップ
されることもあります。dropステートメントによってルートがすぐにドロップされるため、ポリ
シー処理はこれ以上実行されません。また、dropステートメントは、それ以前に処理されたpass
ステートメントまたは属性変更をすべて上書きすることにも注意してください。たとえば、次の

ポリシーはすべてのルートをドロップします。最初のpassステートメントは実行されますが、す
ぐに dropステートメントによって上書きされます。 2番めの passステートメントが実行される
ことは決してありません。

route-policy DROP-EXAMPLE
pass
drop
pass
end-policy

1つのポリシーが別のポリシーを適用する場合、適用されるポリシーは適用するポリシーの正し
い位置にコピーされたようになり、次に、同じ drop-and-passセマンティックが施行されます。た
とえば、次のポリシー ONEおよび TWOは、ポリシー ONE-PRIMEと同等です。

route-policy ONE
apply two
if as-path neighbor-is '123' then
pass
endif
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end-policy

route-policy TWO
if destination in (10.0.0.0/16 le 32) then
drop
endif
end-policy

route-policy ONE-PRIME
if destination in (10.0.0.0/16 le 32) then
drop
endif
if as-path neighbor-is '123' then
pass
endif
end-policy

明示的な dropステートメントの効果が即時であるため、10.0.0.0/16 le 32内のルートは、これ以上
のポリシー処理なしでドロップされます。次に、その他のルートが自律システム 123によってア
ドバタイズされているかどうかを確認するために検討されます。アドバタイズされている場合、

それらのルートは渡されます。それ以外の場合は、すべてのポリシー処理の最後に黙示的にドロッ

プされます。

doneステートメントは、ポリシーの実行を停止してルートを受け入れるアクションを実行するよ
うに指示します。 doneステートメントを検出すると、ルートが渡され、ポリシーステートメン
トはこれ以上実行されません。doneステートメントの前にルートに対して行った変更はすべて、
有効なままです。

アクション

アクションとは、ルートを変更する基本操作のシーケンスです。すべてではありませんが、大部

分のアクションは setキーワードによって区別されます。ルートポリシーでは、アクションはグ
ループ化できます。次に、3つのアクションから構成される 1つのルートポリシーの例を示しま
す。

route-policy actions
set med 217
set community (12:34) additive
delete community in (12:56)
end-policy

If
最も単純な形式では、ifステートメントは、条件式を使用して、指定のルートで行う必要がある
アクションまたは処理を決定します。次に例を示します。

if as-path in as-path-set-1 then
drop
endif

この例では、ASパスがセット as-path-set-1にあるすべてのルートがドロップされることを示して
います。 then句の内容には、ポリシーステートメントの任意のシーケンスが指定できます。
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次の例では、2つのアクションステートメントが含まれています。

if origin is igp then
set med 42
prepend as-path 73.5 5
endif

CLIでは、endifコマンドに代わる、exitコマンドがサポートされています。

ifステートメントでは、if条件が falseの場合に実行される else句も使用できます。

if med eq 8 then
set community (12:34) additive
else
set community (12:56) additive
endif

ポリシー言語では、テストのシーケンスをつなぎ合わせるために、elseifキーワードを使用した構
文も用意されています。

if med eq 150 then
set local-preference 10
elseif med eq 200 then
set local-preference 60
elseif med eq 250 then
set local-preference 110
else
set local-preference 0
endif

次の例に示すように、ifステートメント内のステートメント自体が ifステートメントになること
があります。

if community matches-any (12:34,56:78) then
if med eq 150 then
drop
endif
set local-preference 100
endif

このポリシーの例では、コミュニティ値 12:34または 56:78が関連付けられたすべてのルートで、
ローカルプリファレンス属性の値が 100に設定されます。ただし、これらのルートのいずれかで
MED値が 150になっている場合は、コミュニティ値 12:34または 56:78のいずれかおよびMED
150が指定されたこれらのルートはドロップされます。

ブール条件

ifステートメントについて説明した前の項では、すべての例で trueまたは falseを評価する単純な
ブール条件を使用しています。RPLには、ブール演算子を使用して、単純条件から複合条件を構
築する方法もあります。

ブール演算子には、否定（not）、論理積（and）、および論理和（or）の 3つがあります。ポリ
シー言語では、否定が最も優先され、その後に論理積、次に論理和と続きます。優先を上書きす

る、または可読性を高める目的で複合条件をグループ化するために括弧を使用できます。
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次に、単純条件の例を示します。

med eq 42

ルートのMEDの値が 42の場合は true、それ以外の場合は falseです。

単純条件は、not演算子を使用しても否定できます。

not next-hop in (10.0.2.2)

括弧で囲まれているブール条件は、それ自体がブール条件です。

(destination in prefix-list-1)

複合条件は次の 2つの形式のいずれかになります。複合条件は、単純式の後に and演算子が続く
か、それ自体の後に単純条件が続きます。

med eq 42 and next-hop in (10.0.2.2)

複合条件は、単純式の後に or演算子、またその後に別の単純条件が続くこともできます。

origin is igp or origin is incomplete

複合条件全体を括弧で囲むこともできます。

(med eq 42 and next-hop in (10.0.2.2))

括弧は、サブ条件のグループの可読性を高めるために使用される場合、またはサブ条件を 1つの
ユニットとして評価するように強制する場合があります。

次の例では、最優先の not演算子は、宛先のテストのみに適用されます。and演算子は、not式の
結果をコミュニティテストと組み合わせます。また、or演算子は、その結果をMEDテストと組
み合わせます。

med eq 10 or not destination in (10.1.3.0/24) and community matches-any ([12..34]:[56..78])

優先を表すために一連の括弧を使用すると、次のようになります。

med eq 10 or ((not destination in (10.1.3.0/24)) and community matches-any
([12..34]:[56..78])

次に、複雑な式の別の例を示します。

(origin is igp or origin is incomplete or not med eq 42) and next-hop in (10.0.2.2)

左の論理積は、括弧で囲まれた複合条件です。複合条件内部の最初の単純条件は、送信元属性の

値をテストします。値が内部ゲートウェイプロトコル（IGP）の場合、複合条件内部は trueです。
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それ以外の場合、評価は再び送信元属性の値のテストに進み、これが不完全な場合は複合条件内

部は trueです。それ以外の場合、評価は次の成分条件（単純条件の否定）のチェックに進みま
す。

apply
ポリシー定義およびポリシーのパラメータ化の項で説明したように、applyコマンドは別のポリ
シー（パラメータ化または未パラメータ化のいずれか）を別のポリシー内から実行します。これ

により、ポリシーの共通ブロックの再利用が可能になります。ポリシーの共通ブロックのパラ

メータ化機能と併用した場合、applyコマンドは、設定の繰り返しを軽減するための強力なツール
になります。

接続点

ポリシーはルートに適用されるまで有用になりません。ルーティングプロトコルがルートに適用

されるポリシーを知る必要があります。たとえば、BGPではポリシーが使用されるいくつかの状
況がありますが、最も一般的なのはインポートおよびエクスポートポリシーの定義です。ポリ

シー接続点は、特定のプロトコルエンティティ（この場合BGPネイバー）と特定の名前付きポリ
シーとのアソシエーションが形成されるポイントです。検証手順がこのポイントで発生すること

に留意してください。あるポリシーがアタッチされるたびに、そのポリシーとそれが適用される

可能性があるすべてのポリシーについて、そのポリシーを接続点で有効に使用できるか確かめら

れます。たとえば、ユーザが IS-ISレベル属性を設定するポリシーを定義し、このポリシーをイ
ンバウンド BGPポリシーとしてアタッチしようとする場合、BGPルートは IS-IS属性を持たない
ため、この操作は拒否されます。同様に、使用中のポリシーが変更される場合、そのポリシーの

現在の使用すべてについて、変更内容が現在の使用と互換性があるかどうかが検証されます。

各プロトコルは、それぞれルートを構成する属性（コマンド）のセットの定義を持っています。

たとえば、BGPルートにOSPFで未定義のコミュニティ属性が存在する場合があります。 IS-IS内
のルートには、BGPには未知のレベル属性があります。RIBで内部的に保持されるルートは、タ
グ属性を持つ場合があります。

あるプロトコルにポリシーがアタッチされると、プロトコルはそのポリシーがプロトコルにとっ

て既知のルート属性を使用して動作するものであるか確認します。プロトコルが未知の属性を使

用している場合、プロトコルはアタッチを拒否します。たとえば、OSPFは BGPコミュニティの
値をテストするポリシーのアタッチを拒否します。

各プロトコルは最低 2つの異なるルートタイプにアクセスできるため、状況はさらに複雑になり
ます。ネイティブプロトコルルートに加え、BGPまたは IS-ISを例にすると、一部のプロトコル
ポリシー接続点はRIBルート上で動作し、これは共通の中心的表現です。BGPを例にすると、プ
ロトコルはRIBからBGPに再配布されたルートへポリシーを適用する接続点を提供します。 2つ
の異なる種類のルートを処理する接続点では、マッチングにはRIB属性の動作、設定にはBGP属
性の動作というように、動作の混在が許可されます。
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プロトコルコンフィギュレーションは、サポートされていない動作を実行するポリシーの付

加を拒否します。

（注）

続く項では、プロトコル接続点について、各接続点で有効な属性（コマンド）および動作に関す

る情報を含めて説明します。

属性および動作の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Command Reference』を参照してください。

BGP ポリシー接続点
この項では、それぞれのBGPポリシー接続点について説明し、BGP属性と演算子の概要を示しま
す。

Additional-Path

additional-path接続点を使用して、さまざまな属性のマッチング演算に基づいた、いっそう詳細な
制御が行えます。この接続点は、BGPスピーカーがプレフィックスに対して複数のパスを送信で
きるように追加パスを選択するために、ルートポリシーを使用するかどうかを決定するために使

用されます。

追加パスにより、エッジルータでの BGPプレフィックス独立コンバージェンス（PIC）が可能に
なります。

次に、追加パス選択のイネーブル化に使用するルートポリシー「add-path-policy」を設定する例を
示します。
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
additional-paths selection route-policy add-path-policy

Aggregation

aggregation接続点は、その集約のサブコンポーネントの条件付き存在に基づいてアドバタイズさ
れる集約ルートを生成します。この接続点で付加されるポリシーでは、有効なBGP属性であれば
どれでも集約ルートに設定できます。たとえば、生成される集約にポリシーによってコミュニ

ティ値やMEDを設定できます。名前付きポリシーによって評価されるルートのいずれかがポリ
シーをパスする場合、指定された集約が生成されます。集約の詳細は、suppress-routeキーワー
ドを使用してフィルタ処理されます。ルート内の属性を設定するアクションは、すべて集約上の

属性に影響します。

ポリシー言語では、コンフィギュレーションはポリシーをパスするルートによって制御されます。

summary-onlyフラグが設定されていない場合、抑制マップを使用して集約の特定のコンポーネン
トに対する選択的なフィルタリングや抑制を行います。つまり、集約およびさらに特定のコン

ポーネントが送出される場合、さらに特定のコンポーネントの一部を抑制マップを使用してフィ

ルタできます。ポリシー言語では、ルートの選択と suppressフラグの設定によってこれを制御し
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ます。 attribute-mapを使用して、ユーザは集約されたルート上で特定の属性を設定できます。ポ
リシー言語では、集約されたルート上の属性設定は通常のアクション操作によって制御されます。

次の例では、範囲 10.0.0.0/8 ge 8 le 25（10.2.0.0/24を除く）にルーティングされたコンポーネント
がある場合、集約アドレス 10.0.0.0/8が生成されます。 summary-onlyが設定されていないため、
集約のコンポーネントすべてがアドバタイズされます。しかし、特定のコンポーネント 10.1.0.0
は抑制されます。

route-policy sample
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
set community (10:33)

endif
if destination in (10.2.0.0/24) then
drop

endif
if destination in (10.1.0.0/24) then
suppress-route

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4
aggregate-address 10.0.0.0/8 route-policy sample
.
.
.

集約の属性上の集約ポリシーの効果は累積します。集約ポリシーがより具体的なルートにマッチ

するたびに、ポリシー内の設定動作が集約を修正します。次の例の集約は、集約を構成する、よ

り具体的なルートの数に応じて、異なるMED値を持ちます。

route-policy bumping-aggregation
set med +5

end-policy

3種類のより具体的なルートにマッチした場合、集約のMEDはデフォルトに 15を加算したもの
になります。17種類のより具体的なルートの場合、MEDはデフォルトに 85を加算したものにな
ります。

集約ポリシーがプレフィックスパスに適用される順序は決定論的ですが、未指定です。つまり、

あるルートのセットはいつでも同様の順序で出現しますが、順序を予測する方法はありません。

集約ポリシーのドロップが集約の生成を妨げることはありませんが、現在のより具体的なルート

が集約に寄与できなくなります。別のより具体的なルートがルートにパスを渡す場合、集約が生

成されます。集約の生成に必要なのは、より具体的なパス 1つだけです。

Dampening

dampening接続点はBGP内でデフォルトのルートダンプニングの動作を制御します。関連するピ
アの特定のポリシーによって上書きされないかぎり、BGPのすべてのルートが関連するポリシー
を適用して、ダンプニング属性を設定します。
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次のポリシーは、BGPの IPv4ユニキャストルートのダンプニング値を設定します。 /25より具体
的なこれらのルートは、/25より具体性の低いルートに比べて、ダンプ後の回復に長い時間がかか
ります。

route-policy sample_damp
if destination in (0.0.0.0/0 ge 25) then
set dampening halflife 30 others default

else
set dampening halflife 20 others default

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
bgp dampening route-policy sample_damp
.
.
.

Default Originate

default originate接続点により、デフォルトルート（0.0.0.0/0）を条件に応じて生成し、他のルート
の存在に基づいてピアにアドバタイズできます。このコンフィギュレーションは、Routing
InformationBase（RIB）に対して関連付けられたポリシーの評価によって実行されます。ポリシー
をパスするルートがある場合、デフォルトルートが生成され、関連ピアに送られます。

次のポリシーでは、RIB内に 10.0.0.0/8 ge 8 le 32にマッチするルートが存在する場合に、デフォル
トルートを生成して BGPネイバー 10.0.0.1に送ります。

route-policy sample-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32) then

pass
endif

end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.0.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
default-originate policy sample-originate
.
.
.

Neighbor Export

neighbor export接続点は、特定のピアまたはピアのグループに送信するBGPルートを選択します。
このルートは、関連するポリシー全体に考えられるBGPルートのセットを実行することによって
選択されます。ポリシーをパスするすべてのルートが、ピアまたはピアグループにアップデート

として送信されます。送信されるルートは、適用されているポリシーによってそのBGP属性が変
更されている場合があります。

次のポリシーは、すべての BGPルートをネイバー 10.0.0.5に送ります。 2:100から 2:200までの
範囲内の任意のコミュニティタグが付けられたルートは、MEDの値が 100、コミュニティの値が
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2:666で送信されます。その他のルートは、MEDの値が 200、コミュニティの値が 2:200で送信
されます。

route-policy sample-export
if community matches-any (2:[100-200]) then
set med 100
set community (2:666)

else
set med 200
set community (2:200)

endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.0.5
remote-as 3

address-family ipv4 unicast
route-policy sample-export out
.
.
.

Neighbor Import

neighbor import接続点は、指定ピアからのルートの受け入れを制御します。ピアから受け取るす
べてのルートは、アタッチされたポリシーについて実行されます。付加されたポリシーを渡す

ルートは、最適なパスルート選択の候補としてBGP Routing Information Base（BRIB）に渡されま
す。

BGPインポートポリシーが変更されると、そのピアから受け取ったルートすべてを新しいポリ
シーに対して再実行することが必要になります。変更されたポリシーは、それまで全体に許可さ

れていたルートを廃棄し、それまで廃棄されていたルートを全体に許可します。または、ルート

が修正された方法を変更します。 BGPの新しいコンフィギュレーションオプション（bgp
auto-policy-soft-reset）によって、ソフト再設定が実行されるか BGPルートリフレッシュ機能が
ネゴシエートされた場合に、この変更を自動的に発生させられます。

次の例は、ネイバー 10.0.0.1からルートを受け取る方法を示しています。コミュニティ 3:100で
受け取ったルートは、ローカルプリファレンスが 100に設定され、コミュニティタグは 2:666に
設定されます。このピアからのその他のルートはすべて、ローカルプリファレンスが 200に、コ
ミュニティタグが 2:200に設定されます。

route-policy sample_import
if community matches-any (3:100) then
set local-preference 100
set community (2:666)

else
set local-preference 200
set community (2:200)

endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.0.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
route-policy sample_import in
.
.
.
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Network

network接続点は RIBから BGPへのルートの挿入を制御します。このポイントでアタッチされる
ルートポリシーは、挿入されるルートのどの有効な BGP属性でも設定できます。

次の例では、/24よりも具体的なすべてのルートに対して well-knownコミュニティ no-exportを設
定するネットワーク接続点にアタッチされたルートポリシーを表示します。

route-policy NetworkControl
if destination in (0.0.0.0/0 ge 25) then
set community (no-export) additive

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
network 172.16.0.5/27 route-policy NetworkControl

Redistribute

redistribute接続点は、他のソースからのルートをBGPがアドバタイズできるようにします。この
ポイントでアタッチされるポリシーは、再配布されるルートのどの有効なBGP属性でも設定でき
ます。同様に、ユーザは選択演算子によって再配布されるルート送信元およびそれら送信元から

のルートを制御できます。

次の例に、OSPFインスタンス 12から BGPへのすべてのルートを再配布する方法を示します。
デフォルトのルートを持つ OSPFはドロップされます。タグ 10を持つルートは、ローカルプリ
ファレンスが 300に、コミュニティ値が 2:666に設定され、no-advertiseがアタッチされます。他
のルートはすべて、ローカルプリファレンスが 200に、コミュニティ値が 2:100にセットされま
す。

route-policy sample_redistribute
if destination in (0.0.0.0/0) then
drop

endif
if tag eq 10 then

set local-preference 300
set community (2:666, no-advertise)

else
set local-preference 200
set community (2:100)

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
redistribute ospf 12 route-policy sample_redistribute
.
.

Show BGP

show bgp接続点を使用して、指定のポリシーを渡す、選択した BGPルートを表示できます。ア
タッチされたポリシーによってドロップされていないルートが、show bgpコマンドによる出力に
似た形式で表示されます。
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次の例では、show bgp route-policyコマンドを使用して、MEDの値が 5の BGPルートを表示しま
す。

route-policy sample-display
if med eq 5 then
pass

endif
end-policy
!
show bgp route-policy sample-display

show bgp policy route-policyコマンドも存在しており、RIBがアウトバウンド BGPポリシーであ
るかのようにして、名前付きポリシーを通過したRIB内のすべてのルートを実行します。このコ
マンドは、次の例に示すように、各ルートが変更の前と後にどのようになったかを表示します。

RP/0/RSP0
/CPU0:router# show rpl route-policy test2

route-policy test2
if (destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32)) then
set med 333

endif
end-policy
!
RP/0/RSP0

/CPU0:router# show bgp

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 2
BGP main routing table version 11
BGP scan interval 60 secs
Status codes:s suppressed, d damped, h history, * valid, > best

i - internal, S stale
Origin codes:i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.0.0.0 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/9 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/10 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/11 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.1.0.0/16 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.3.30.0/24 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.3.30.128/25 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.128.0.0/9 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.255.0.0/24 10.0.101.2 1000 555 0 100 e
*> 10.255.64.0/24 10.0.101.2 1000 555 0 100 e
....

RP/0/RSP0
/CPU0:router# show bgp policy route-policy test2

10.0.0.0/8 is advertised to 10.0.101.2

Path info:
neighbor:10.0.1.2 neighbor router id:10.0.1.2
valid external best

Attributes after inbound policy was applied:
next hop:10.0.1.2
MET ORG AS
origin:incomplete neighbor as:3 metric:10
aspath:3

Attributes after outbound policy was applied:
next hop:10.0.1.2
MET ORG AS
origin:incomplete neighbor as:3 metric:333
aspath:2 3

...
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Table Policy

table policy接続点を使用して、グローバルルーティングテーブルにインストールされるときの
ルートのトラフィック索引の値を設定できます。この接続点は、BGPポリシーアカウンティング
機能をサポートします。BGPポリシーアカウンティングは、BGPルートに設定されたトラフィッ
ク索引を使用してさまざまなカウンタをトラックします。このように、ルータ演算子は、マッチ

ング演算を使用して、BGPルート属性の複数の異なるセットを選択し、トラッキング対象のルー
トのクラスそれぞれに異なるトラフィックインデックスを設定できます。

次に、自律システム 10.33を始点とする IPv4ユニキャストルートでトラフィック索引を 10に設
定する例を示します。同様に、自律システム 11.60を始点とする IPv4ユニキャストルートのトラ
フィック索引は、FIBにインストールされるときに 11に設定されます。これらトラフィック索引
は、対象インターフェイス上で BGPポリシーアカウンティングカウンタを有効にすることで、
ルートインラインカード上で転送されるトラフィックをカウントするために使用されます。

route-policy sample-table
if as-path originates-from ‘10.33’ then
set traffic-index 10

elseif as-path originates-from ‘11.60’ then
set traffic-index 11

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
table-policy sample-table
.
.
.

Import

import接続点を使用して、グローバル VPN IPv4テーブルから特定の VPNルーティングおよび転
送（VRF）インスタンスへのルートのインポートを制御できます。

レイヤ 3 VPNネットワークの場合、Provider Edge（PE）ルータは他の PEルータからMultiprotocol
Internal Border Gateway Protocol（MP-iBGP）を通じてVPN IPv4ルートを学習し、そのVRFのイン
ポートルートターゲットにマッチするルートターゲットを含まないルート通知を自動的にフィ

ルタリングして除外します。

この自動ルートフィルタリングはRPLコンフィギュレーションなしで発生します。ただし、VRF
でのルートのインポートをより詳細に制御するために、VRFインポートポリシーを設定できま
す。

次の例に、ルートターゲット拡張コミュニティに基づいたマッチングおよびそれに続くネクスト

ホップ設定の実行方法を示します。ルートのルートターゲット値が 10:91が設定されている場
合、ネクストホップは 172.16.0.1に設定されます。ルートのルートターゲット値が 11:92が設定
されている場合、ネクストホップは 172.16.0.2に設定されます。ルートの Site of Origin（SoO）
値が 10:111111または 10:111222の場合、ルートはドロップされます。一致しないすべてのルー
トはドロップされます。

route-policy bgpvrf_import
if extcommunity rt matches-any (10:91) then
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set next-hop 172.16.0.1
elseif extcommunity rt matches-every (11:92) then
set next-hop 172.16.0.2

elseif extcommunity soo matches-any (10:111111, 10:111222) then
pass

endif
end-policy

vrf vrf_import
address-family ipv4 unicast
import route-policy bgpvrf_import
.
.
.

bgp import接続点では、「Set」は「med」属性の有効な演算子です。（注）

Export

export接続点は、特定の VRFからグローバル VPN IPv4テーブルへのルートのエクスポート全体
を制御します。

レイヤ 3 VPNネットワークでは、VRF IPv4ルートが VPN IPv4ルートに変換されMP-iBGP経由
で他の PEルータへアドバタイズされる場合（またはある VRFから PEルータ内の他の VRFへ流
れる場合）、エクスポートルートターゲットは VPN IPv4ルートに追加されます。

エクスポートルートターゲットのセットは RPLコンフィギュレーションなしで VRFに設定され
ます。ただし、条件に応じてルートターゲットを設定するために、VRFエクスポートポリシーを
設定できます。

エクスポートルートポリシー用にサポートされているマッチングと設定の操作例を次に示しま

す。あるルートが 172.16.1.0/24にマッチした場合、ルートターゲット拡張コミュニティは 10:101
に、重みは 211に設定されます。ルートが 172.16.1.0/24にマッチしないもののその始点が egpで
ある場合、ローカルプリファレンスが 212に、ルートターゲット拡張コミュニティは 10:101に
設定されます。指定された条件にマッチしないルートの場合、ルートターゲット拡張コミュニ

ティ 10:111222がルートに追加されます。さらに、前記の条件のいずれかにマッチするルートに
も RT 10:111222が追加されます。

route-policy bgpvrf_export
if destination in (172.16.1.0/24) then
set extcommunity rt (10:101)
set weight 211

elseif origin is egp then
set local-preference 212
set extcommunity rt (10:101)

endif
set extcommunity rt (10:111222) additive

end-policy

vrf vrf-export
address-family ipv4 unicast
export route-policy bgpvrf-export
.
.
.
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bgp export接続点では、「Set」は「med」属性の有効な演算子です。（注）

Retain Route-Target

BGP内の retain route target接続点を使用して、ルートターゲット拡張コミュニティだけに基づい
たマッチング条件を指定できます。この接続点は、RouteReflector（RR）またはAutonomousSystem
Boundary Router（ASBR）で役立ちます。

通常、RRはその PEルータとのピアのためにすべての IPv4 VPNルートを保持しておく必要があ
ります。これら PEは、異なるルートターゲット IPv4 VPNルートでタグ付けされたルータを要
求する場合があり、結果として RRが拡張不能になります。ルートターゲット拡張コミュニティ
の定義済みセット、およびサービスする VPNの特定のセットを持つルートを RRが保持するよう
設定することで、拡張性が得られます。

この接続点を使用する別の理由は、ASBRのためです。ASBRではVRFを設定する必要はありま
せんが、このコンフィギュレーションによって IPv4VPNプレフィックス情報を保持する必要があ
ります。

次の例に、ルートポリシーリテイナーを設定し、retain route target接続点に適用する方法を示し
ます。ルートターゲット拡張コミュニティ 10:615、10:6150、15.15.15.15.15:15を含むルートが受
け入れられます。一致しないすべてのルートはドロップされます。

extcommunity-set rt rtset1
0:615,
10:6150,
15.15.15.15.15:15
end-set

route-policy retainer
if extcommunity rt matches-any rtset1 then
pass

endif
end-policy

router bgp 2
address-family vpnv4 unicast
retain route-target route-policy retainer
.
.
.

Allocate-Label

allocate-label接続点を使用して、さまざまな属性のマッチング演算に基づいた、いっそう詳細な制
御が行えます。この接続点は、IPv4ラベル付きユニキャストアドレスファミリ用にアップデー
トをネイバーに送信するときに、inter-ASオプション C内のラベル割り当てが必要かどうか判断
するために使用されます。サポートされている属性設定アクションは、パスとドロップです。

次の例に、プレフィックス 0.0.0.0をプレフィックス長 0でパスするルートポリシーの設定方法を
示します。ラベル割り当てが発生するのはプレフィックス 0.0.0.0が存在する場合だけです。

route-policy label_policy
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if destination in (0.0.0.0/0) then
pass

endif
end-policy

router bgp 2
vrf vrf1
rd auto

address-family ipv4 unicast
allocate-label route-policy label-policy
.
.
.

Neighbor-ORF

neighbor-orf接続点によって、プレフィックスベースのマッチングだけを使用した着信 BGPルー
トアップデートのフィルタリングが行えます。インバウンドフィルタとしての使用に加え、フィ

ルタリングを実行できるよう、OutboundRouteFilter（ORF）としてプレフィックスと処理内容（ド
ロップまたはパス）が上流ネイバーに送られます。

次の例に、ルートポリシーorf-presetを設定し、ネイバーORF接続点に適用する方法を示します。
orf-presetで指定されたプレフィックス（172.16.1.0/24、172.16.5.0/24、172.16.11.0/24）にマッチし
た場合、ルートのプレフィックスはドロップされます。ネイバーが宛先に送信する前にフィルタ

更新を行うことができるように、BGPも、このインバウンドフィルタリングのほかに、許可また
は拒否とともにこれらのプレフィックスエントリをアップストリームネイバーに送信します。

prefix-set orf-preset
172.16.1.0/24,
172.16.5.0/24,
172.16.11.0/24

end-set

route-policy policy-orf
if orf prefix in orf-preset then
drop

endif
if orf prefix in (172.16.3.0/24, 172.16.7.0/24, 172.16.13.0/24) then
pass

endif

router bgp 2
neighbor 1.1.1.1
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
orf route-policy policy-orf

.

.

.

Next-hop

next-hop接続点を使用して、より詳細なプロトコルベースの制御とプレフィックスベースのマッ
チング演算が行えます。この接続点は通常、ネクストホップ通知（アップまたはダウン）イベン

トで実行するかどうか決定するために使用されます。

ネクストホップのトラッキングにより、BGPは BGPプレフィックスに直接影響を与える Routing
Information Base（RIB）内のルートの到達可能性をモニタできます。 BGPネクストホップ接続点
でのルートポリシーは、特定のプレフィックス向けにBGPに配信される通知を抑制するのに役立
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ちます。ルートポリシーは RIBルートに割り当てられます。通常、非 BGPルート監視のため、
ルートポリシーはネクストホップトラッキングとともに使用されます。

次の例に、プレフィックス 10.0.0.0およびプレフィックス長 8を持つスタティックルートまたは
接続ルートを監視するための、ルートポリシーを使用した BGPネクストホップトラッキング機
能の設定方法を示します。

route-policy nxthp_policy_A
if destination in (10.0.0.0/8) and protocol in (static, connected) then
pass

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
nexthop route-policy nxthp_policy_A
.
.
.

Clear-Policy

clear-policy接続点によって、clear bgpコマンドを使用するときに、さまざまな ASパスマッチン
グ演算に基づいたより詳細な制御が行えます。この接続点は、通常、ASパスベースのマッチン
グ演算に基づいて BGPフラップ統計情報をクリアするかどうか判断するときに使用します。

次の例に、セットmy-as-set内でマッチングを行う 1つ以上の正規表現がルートに関連付けられた
ASパスにマッチした場合に in演算子が真となるルートポリシーの設定方法を示します。マッチ
した場合、clearコマンドは関連付けられたフラップ統計情報をクリアします。

as-path-set my-as-set
ios-regex '_12$',
ios-regex '_13$'

end-set

route-policy policy_a
if as-path in my-as-set then
pass

else
drop

endif
end-policy

clear bgp ipv4 unicast flap-statistics route-policy policy_a

Debug

debug接続点を使用して、より詳細なプレフィックスベースのマッチング演算が行えます。この
接続点、通常、ルートのプレフィックスに基づいてさまざまな BGPコマンドのデバッグ出力を
フィルタリングするために使用されます。

次に、プレフィックス長が 8のプレフィックス 20.0.0.0だけをパスするルートポリシーを設定す
る例を示します。デバッグ出力はそのプレフィックスに対してだけに表示されます。

route-policy policy_b
if destination in (10.0.0.0/8) then
pass
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else
drop

endif
end-policy

debug bgp update policy_b

BGP 属性と演算子

この表では、接続点ごとの BGP属性と演算子をまとめます。

表 6：BGP 属性と演算子

セット一致属性接続点

set—path-selectionadditional-paths

—matches-every

is-empty

matches-any

community
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathaggregation

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

set

set additive

delete in

delete not in

delete all

is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set

set additive

—extcommunity cost

setis、ge、le、eqlocal-preference

setset +set -is、eg、ge、lemed

setinnext-hop

setisorigin

—insource

suppress-route—suppress-route

set—weight
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathallocate-label

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set—label

—is、ge、le、eqlocal-preference

—is、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

—insource

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathclear-policy

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathdampening

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

set dampening

（ダンプニングを制御

する値の設定について

は、Dampening, （593
ページ）を参照してく

ださい）

—/dampening

—indestination

—is、ge、le、eqlocal-preference

—is、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

—insource

—indestinationdebug

set

set +

set -

—meddefault originate

—inrib-has-route
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathexport（VRF）

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

set

set additive

delete in

delete not in

delete all

is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

set

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity soo

setis、ge、le、eqlocal-preference

setis、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

—insource

set—weight
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathimport（VRF）

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity soo

—is、ge、le、eqlocal-preference

setis、eg、ge、lemed

set

set peer address

set destination vrf

innext-hop

—isorigin

—insource
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セット一致属性接続点

prepend

prepend most-recent

replace

in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathneighbor-in

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

set

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

communitycommunity
with ‘peeras’

—indestination

set

set additive

—extcommunity cost

set

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity soo

setis、ge、le、eqlocal-preference

set

set +

set -

is、eg、ge、lemed

innext-hop
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セット一致属性接続点

set

set peer address

setisorigin

—insource

set—weight
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セット一致属性接続点

prepend

prepend most-recent

replace

in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathneighbor-out

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

set

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

communitycommunity
with ‘peeras’

—indestination

set

set additive

—extcommunity cost

set

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity soo

setis、ge、le、eqlocal-preference

set

set +

set -

set max-unreachable

set igp-cost

is、eg、ge、lemed
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セット一致属性接続点

next-hop set

set self

in

setisorigin

—ispath-type

—inrd

—insource

unsuppress-route—unsuppress-route

set—vpn-distinguisher

n/ainorf-prefixneighbor-orf
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セット一致属性接続点

prepend—as-pathnetwork

set

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

—community

—indestination

set

set additive

—extcommunity cost

—route-has-labelmpls-label

set—local-preference

set

set+

set-

—med

setinnext-hop

set—origin

—isroute-type

—is、ge、le、eqtag

set—weight

—indestinationnext-hop

—is、inprotocol

—insource

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 613

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのルーティングポリシーの実装
接続点



セット一致属性接続点

prepend—as-pathredistribute

set

set additive

delete in

delete not in

delete all

—community

—indestination

setset additive—extcommunity cost

set—local-preference

set

set+

set-

—med

setinnext-hop

set—origin

—route-has-labelmpls-label

—isroute-type

—is、eq、ge、letag

set—weight

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity rtretain-rt
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathshow

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

extcommunity soo

—is、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

—insource
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セット一致属性接続点

—in

is-local

length

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathtable-policy

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

—is-empty

matches-any

matches-every

community

—is、ge、le、eqlocal-preference

—indestination

—is、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

set—rib-metric

—insource

set—tag

set—traffic-index

一部の BGPルート属性は、さまざまな理由のため一部の BGP接続点からアクセスできません。
たとえば、set med igp-cost onlyコマンドは、設定された IGPコストがあり、ソース値を示す場合
に意味があります。

次の表では、どの操作が有効であるか、およびどの場合に有効であるかをまとめます。
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表 7：接続点により制限された BGP 動作

再配布集約エクスポートインポートコマンド

n/an/aeBGPのみeBGPのみprepend as-path
most-recent

n/an/aeBGPのみeBGPのみreplace as-path

forbiddenforbiddeneBGPのみforbiddenset med igp-cost

n/an/aforbiddenn/aset weight

forbiddenn/aforbiddenforbiddensuppress

OSPF ポリシー接続点
この項では、それぞれのOSPFポリシー接続点について説明し、OSPF属性と演算子の概要を示し
ます。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0.0.0.0/0をOSPF
リンクステートデータベースに挿入できます。これはアタッチされたポリシーの評価によって実

行されます。ローカルRIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトのルートがリン
クステートデータベースに挿入されます。

次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートがRIBに存在する場合に、デフォルトのルート
を生成する方法を示します。

route-policy ospf-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
default-information originate policy ospf-originate
.
.
.

Redistribute

OSPF内の redistribute接続点は、他のルーティングプロトコルソースから OSPFリンクステート
データベースにルートを挿入します。各プロトコルからインポートするルートを選択することで

実行されます。その後、コストとメトリックタイプのOSPFパラメータを設定します。ポリシー
は、set metric-typeまたは set ospf-metricコマンドを使用して OSPFへのルート挿入を制御できま
す。
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次の例に、ポリシー OSPF-redistを使用して IS-IS instance_10から OSPFインスタンス 1にルート
を再配布する方法を示します。ポリシーは再配布されたすべてのルートでメトリックタイプを

type-2に設定します。タグ 10を持つ IS-ISルートはコストが 100に設定され、タグ 20を持つ IS-IS
ルートは OSPFコストが 200に設定されます。タグが 10と 20のいずれでもない IS-ISルートは
OSPFリンクステートデータベースに再配布されません。

route-policy OSPF-redist
set metric-type type-2
if tag eq 10 then
set ospf cost 100

elseif tag eq 20 then
set ospf cost 200

else
drop

endif
end-policy
router ospf 1
redistribute isis instance_10 policy OSPF-redist
.
.
.

Area-in

OSPF内の area-in接続点では、受信OSPFタイプ 3サマリーリンクステートアドバタイズメント
（LSA）をフィルタリングできます。この接続点ではプレフィックスベースのマッチングが行え
るため、より詳細なタイプ 3サマリー LSAのフィルタリングが実現します。

次の例では、OSPFサマリー LSAのプレフィックスの設定方法を示します。プレフィックスが 10
.105.3.0/24、10 .105.7.0/24、10 .105.13.0/24のいずれかに一致する場合、受け入れられます。プレ
フィックスが 10 .106.3.0/24、10 .106.7.0/24、10 .106.13.0/24のいずれかに一致する場合、ドロップ
されます。

route-policy OSPF-area-in
if destination in (10

.105.3.0/24, 10

.105.7.0/24, 10

.105.13.0/24) then
drop

endif
if destination in (10

.106.3.0/24, 10

.106.7.0/24, 10

.106.13.0/24) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
area 1
route-policy OSPF-area-in in

Area-out

OSPF内の area-in接続点では、発信 OSPFタイプ 3サマリー LSAをフィルタリングできます。こ
の接続点ではプレフィックスベースのマッチングが行えるため、より詳細なタイプ 3サマリー
LSAのフィルタリングが実現します。
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次の例では、OSPFサマリー LSAのプレフィックスの設定方法を示します。プレフィックスが 10
.105.3.0/24、10 .105.7.0/24、10 .105.13.0/24のいずれかに一致する場合、通知されます。プレフィッ
クスが 10.105.3.0/24、10 .105.7.0/24、10 .105.13.0/24のいずれかに一致する場合、ドロップされ、
通知はされません。

route-policy OSPF-area-out
if destination in (10

.105.3.0/24, 10

.105.7.0/24, 10

.105.13.0/24) then
drop

endif
if destination in (10

.105.3.0/24, 10

.105.7.0/24, 10

.105.13.0/24) then
pass

endif
end-policy

router ospf 1
area 1
route-policy OSPF-area-out out

SPF Prefix-priority

OSPF内の spf-prefix-priority接続点を使用して、OSPFv2プレフィックスのプライオリティ付けに
適用するルートポリシーを定義できます。

OSPF 属性と演算子

この表では接続点ごとの OSPF属性と演算子をまとめます。

表 8：OSPF 属性と演算子

セット一致属性接続点

set—ospf-metricdefault-information
originate

set—metric-type

set—tag

—inrib-has-route
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セット一致属性接続点

—indestinationredistribute

set—metric-type

set—ospf-metric

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

—isroute-type

setis、eq、ge、letag

—indestinationarea-in

—indestinationarea-out

n/aindestinationspf-prefix-priority

setn/aspf-priority

n/ais、le、ge、eqtag

OSPFv3 ポリシー接続点
この項では、それぞれのOSPFv3ポリシー接続点について説明し、OSPFv3属性と演算子の概要を
示します。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0::/0を OSPFv3
リンクステートデータベースに挿入できます。これはアタッチされたポリシーの評価によって実

行されます。ローカルRIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトのルートがリン
クステートデータベースに挿入されます。

次の例では、2001::/96に一致するルートが RIBに存在する場合に、デフォルトのルートを生成す
る方法を示します。

route-policy ospfv3-originate
if rib-has-route in (2001::/96) then
pass

endif
end-policy

router ospfv3 1
default-information originate policy ospfv3-originate
.
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.

Redistribute

OSPFv3内の redistribute接続点は、他のルーティングプロトコルソースからOSPFv3リンクステー
トデータベースにルートを挿入します。各プロトコルからインポートするルートタイプを選択す

ることで実行されます。その後、コストとメトリックタイプの OSPFv3パラメータを設定しま
す。ポリシーは、metric typeコマンドを使用して OSPFv3へのルート挿入を制御できます。

次の例に、ポリシー OSPFv3-redistを使用して BGPインスタンス 15から OSPFインスタンス 1に
ルートを再配布する方法を示します。ポリシーは再配布されたすべてのルートでメトリックタイ

プを type-2に設定します。タグ 10を持つ BGPルートはコストが 100に設定され、タグ 20を持
つ BGPルートは OSPFv3コストが 200に設定されます。タグが 10と 20のいずれでもない BGP
ルートは OSPFv3リンクステートデータベースに再配布されません。

route-policy OSPFv3-redist
set metric-type type-2
if tag eq 10 then
set extcommunity cost 100

elseif tag eq 20 then
set extcommunity cost 200

else
drop

endif
end-policy

router ospfv3 1
redistribute bgp 15 policy OSPFv3-redist
.
.
.

OSPFv3 属性と演算子

この表では、接続点ごとの OSPFv3属性と演算子をまとめます。

表 9：OSPFv3 属性と演算子

セット一致属性接続点

set—ospf-metricdefault-information
originate

set—metric-type

set—tag

—inrib-has-route
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セット一致属性接続点

—indestinationredistribute

set—ospf-metric

set—metric-type

—isroute-type

—is、eq、ge、letag

IS-IS ポリシー接続点
この項では、それぞれの IS-ISポリシー接続点について説明し、IS-IS属性と演算子の概要を示し
ます。

Redistribute

IS-IS内の redistribute接続点を使用して、他のプロトコルからのルートを IS-ISによって再アドバ
タイズできます。ポリシーは IS-ISに再配布するルートの種類を選択するための制御構造のセッ
トです。ポリシーでは、ルートを挿入する IS-ISレベルおよびそのときのメトリック値も制御可
能です。

次の例に、ポリシー ISIS-redistを使用してルートを IS-ISインスタンス 1から IS-ISインスタンス
instance_10へ再配布する方法を示します。このポリシーは、再配布されるルートすべてのレベル
を level-1-2に設定します。タグ 10を持つ OSPFルートはメトリックが 100に設定され、タグ 20
を持つ IS-ISルートは IS-ISメトリックが 200に設定されます。タグが 10と 20のいずれでもない
IS-ISルートは IS-ISデータベースに再配布されません。

route-policy ISIS-redist
set level level-1-2
if tag eq 10 then
set isis-metric 100

elseif tag eq 20 then
set isis-metric 200

else
drop

endif
end-policy

router isis instance_10
address-family ipv4 unicast
redistribute ospf 1 policy ISIS-redist
.
.
.
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Default-Information Originate

IS-IS内の default-information originate接続点を使用して、デフォルトのルート 0.0.0.0/0を条件に応
じて IS-ISルートデータベースに挿入できます。

次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートが RIBに存在する場合に、IPv4ユニキャスト
のデフォルトルートを生成する方法を示します。 IS-ISデータベースに挿入されるデフォルトルー
ト上で、IS-ISルートのコストは 100に、レベルは level-1-2に設定されます。

route-policy isis-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
set metric 100
set level level-1-2

endif
end-policy

router isis instance_10
address-family ipv4 unicast
default-information originate policy isis_originate
.

Inter-area-propagate

IS-IS内の inter-area-propagate接続点を使用して、プレフィックスをあるレベルから同じ IS-ISイン
スタンス内の別のレベルへと条件に応じてプロパゲートできます。

次の例に、プレフィックスのいずれかが 10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致した場合に、プレフィックスを
レベル 1 LSPからレベル 2 LSPへリークさせる方法を示します。

route-policy isis-propagate
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router isis instance_10
address-family ipv4 unicast
propagate level 1 into level 2 policy isis-propagate
.

IS-IS 属性と演算子

この表では、接続点ごとの IS-IS属性と演算子をまとめます。
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表 10：IS-IS 属性と演算子

セット一致属性接続点

setis、eq、ge、letagredistribution

—isroute-type

—indestination

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

set—level

set—isis-metric

set—metric-type

—inrib-has-routedefault-information
originate

set—level

set—isis-metric

set—tag

—indestinationinter-area-propagate

EIGRP ポリシー接続点
この項では、それぞれのEIGRPポリシー接続点について説明し、EIGRP属性と演算子の概要を示
します。

Default-Accept-In

default-accept-in接続点を使用すると、付加されたポリシーの評価によってEIGRPルートの条件付
きデフォルトフラグの設定とリセットが行えます。

次の例に、10.0.0.0/8にマッチするルートと最大 10.0.0.0/25までの長いプレフィックスすべてに条
件付きデフォルトフラグを設定するポリシーを示します。

route-policy eigrp-cd-policy-in
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy
!
router eigrp 100
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address-family ipv4
default-information allowed in route-policy eigrp-cd-policy-in
.
.
.

Default-Accept-Out

default-accept-out接続点を使用すると、付加されたポリシーの評価によって EIGRPルートの条件
付きデフォルトフラグの設定とリセットが行えます。

次の例に、10 .10.0.0/16に一致するすべてのルートに条件付きデフォルトフラグを設定するポリ
シーを示します。

route-policy eigrp-cd-policy-out
if destination in (10

.10.0.0/16) then
pass

endif
end-policy
!
router eigrp 100
address-family ipv4
default-information allowed out route-policy eigrp-cd-policy-out
.
.
.

Policy-In

policy-in接続点を使用して、インバウンドEIGRPルートのフィルタリングと修正が行えます。こ
のポリシーは、インターフェイスインバウンドルートポリシーを持たないすべてのインターフェ

イスに適用されます。

次の例に、EIGRPでのコマンドを示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
route-policy global-policy-in in
.
.
.

Policy-Out

policy-out接続点を使用して、アウトバウンドEIGRPルートのフィルタリングと修正が行えます。
このポリシーは、インターフェイスアウトバウンドルートポリシーを持たないすべてのインター

フェイスに適用されます。

次の例に、EIGRPでのコマンドを示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
route-policy global-policy-out out
.
.
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.

If-Policy-In

if-policy-in接続点を使用して、特定の EIGRPインターフェイス上で受け取るルートのフィルタリ
ングが行えます。次の例に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/2/0/3のインバ
ウンドポリシーを示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
interface POS0/2/0/3
route-policy if-filter-policy-in in

.

.

.

If-Policy-Out

if-policy-out接続点を使用して、特定のEIGRPインターフェイス上で送出するルートのフィルタリ
ングが行えます。次の例に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/2/0/3のアウト
バウンドポリシーを示します。

router eigrp 100
address-family ipv4
interface POS0/2/0/3
route-policy if-filter-policy-out out

.

.

.

Redistribute

EIGRP内の redistribute接続点によって、他のルーティングプロトコルから再配布されたルートの
フィルタリングや、ルートをEIGRPデータベースにインストールする前に一部のルーティングパ
ラメータを変更することが可能です。次の例に、RIPルートの EIGRPへの再配布をフィルタする
ポリシーを示します。

router-policy redistribute-rip
if destination in (100.1.1.0/24) then
set eigrp-metric 5000000 4000 150 30 2000

else
set tag 200

endif
end-policy

router eigrp 100
address-family ipv4
redistribute rip route-policy redistribute-rip
.
.
.
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EIGRP 属性と演算子

この表では、接続点ごとの EIGRP属性と演算子をまとめます。

表 11：EIGRP 属性と演算子

セット一致属性接続点

—indestinationdefault-accept-in

—indestinationdefault-accept-out

—indestinationif-policy-in

—innext-hop

add、set—eigrp-metric

setis、eq、ge、letag

—indestinationif-policy-out

—innext-hop

—is、inprotocol

add、set—eigrp-metric

setis、eq、ge、letag

—indestinationpolicy-in

—innext-hop

add、set—eigrp-metric

setis、eq、ge、letag

—indestinationpolicy-out

—innext-hop

—is、inprotocol

add、set—eigrp-metric

setis、eq、ge、letag
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セット一致属性接続点

—indestinationredistribute

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

add、set—eigrp-metric

—isroute-type

setis、eq、ge、letag

RIP ポリシー接続点
この項では、それぞれの RIPポリシー接続点について説明し、RIP属性と演算子の概要を示しま
す。

Default-Information Originate

default-information originate接続点を使用して、条件に応じてデフォルトのルート 0.0.0.0/0を RIP
アップデートに挿入できます。これは付加されたポリシーの評価によって実行されます。ローカ

ル RIBの任意のルートがポリシーをパスすると、デフォルトのルートが挿入されます。

次の例では、10.0.0.0/8 ge 8 le 25に一致するルートがRIBに存在する場合に、デフォルトのルート
を生成する方法を示します。

route-policy rip-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 25) then
pass

endif
end-policy

router rip
default-information originate route-policy rip-originate

Redistribute

RIP内の redistribute接続点を使用して、他のルーティングプロトコルソースから RIPデータベー
スにルートを挿入できます。

次の例は、RIPに OSPFルートを挿入する方法を示しています。

route-policy redist-ospf
set rip-metric 5

end-policy

router rip
redistribute ospf 1 route-policy redist-ospf
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Global-Inbound

RIP用 global-inbound接続点を使用して、ルートポリシーに一致するインバウンド RIPルートの
フィルタリングや更新が行えます。

次の例に、rip-inという名前のルートポリシーに一致するインバウンド RIPルートをフィルタす
る方法を示します。

router rip
route-policy rip-in in

Global-Outbound

RIP用 global-outbound接続点を使用して、ルートポリシーに一致するアウトバウンド RIPルート
のフィルタリングや更新が行えます。

次の例に、rip-outという名前のルートポリシーに一致するアウトバウンド RIPルートをフィルタ
する方法を示します。

router rip
route-policy rip-out out

Interface-Inbound

interface-inbound接続点を使用して、特定のインターフェイス向けルートポリシーに一致するイン
バウンド RIPルートのフィルタリングや更新が行えます。

次の例に、インターフェイス 0/1/0/1向けルートポリシーに一致するインバウンド RIPルートを
フィルタする方法を示します。

router rip
interface GigabitEthernet0/1/0/1
route-policy rip-in in

Interface-Outbound

interface-outbound接続点を使用して、特定のインターフェイス向けルートポリシーに一致するア
ウトバウンド RIPルートのフィルタリングや更新が行えます。

次の例に、インターフェイス 0/2/0/1向けルートポリシーに一致するアウトバウンドRIPルートを
フィルタする方法を示します。

router rip
interface GigabitEthernet0/2/0/1
route-policy rip-out out

RIP 属性と演算子

この表では、接続点ごとの RIP属性と演算子をまとめます。
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表 12：RIP 属性と演算子

セット一致属性接続点

setnanext-hopdefault-information
originate

setnarip-metric

setnarip-tag

nainrib-has-route

naindestinationglobal-inbound

nainnext-hop

addnarip-metric

naindestinationglobal-outbound

nais、inprotocol

addnarip-metric

naindestinationinterface-inbound

nainnext-hop

addnarip-metric

naindestinationinterface-outbound

nais、inprotocol

addnarip-metric

naindestinationredistribute

setinnext-hop

setnarip-metric

setnarip-tag

naroute-has-labelmpls-label

naisroute-type

setis、eq、ge、letag
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PIM ポリシー接続点
この項では、PIMポリシー rpf-topology接続点について説明し、PIM属性と演算子の概要を示し
ます。

アタッチされたポリシーの変更

使用中のポリシーを変更する必要が生じる場合もあります。従来のコンフィギュレーションモデ

ルでのポリシーの変更では、いったんポリシーを完全に削除してから再入力していました。しか

し、このモデルではポリシーがアタッチされずデフォルトのアクションが使用される時間帯が生

じてしまうため、不一致が発生する可能性がありました。この時間帯をなくすためには、接続点

で使用中のポリシーを再指定することで変更を行います。使用中の変更対象ポリシーを、接続点

にどのポリシーも適用されない時間帯をつくらずに変更できます。

接続点で使用中のルートポリシーまたはセットは削除できません。削除によって未定義の参

照が生じるからです。接続点で使用中のルートポリシーまたはセットを削除しようとした場

合、ユーザにはエラーメッセージが表示されます。

（注）

アタッチされないポリシーの変更

ポリシーは、接続点にアタッチされていないのであれば、存在していないセットやポリシーを参

照することが許可されます。未定義のセットやポリシーブロックを参照する設定を作成してお

き、後から未定義のポリシーやセットを埋めることが可能です。この設定の定義方法を使用すれ

ば、ポリシー定義はずっと柔軟になります。参照するポリシーの各部分は、ポリシーを定義して

いるときに設定に存在する必要はありません。このため、ポリシー sample2が存在しない場合で
も、applyステートメントよってポリシー sample2を参照するポリシー sample1を定義できます。
同様に、存在しないセットを参照するポリシーステートメントを入力できます。

ただし、参照されているすべてのポリシーとセットの存在は、ポリシーが付加されたときに適用

されます。このため、ステートメント neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast policy sample1
inを使用してインバウンド BGPポリシーで未定義ポリシー sample2を参照するポリシー sample1
をアタッチしようとすると、ポリシー sample2が存在しないために設定が拒否されます。

ルーティングポリシー設定要素の編集

RPLは、行ではなくステートメントをベースにしています。つまり、CLIからのポリシーステー
トメントをはさむbeginと endのペアの内部では、改行はセパレータでしかなく、スペース文字も
同様です。

CLIによってルートポリシーステートメントの入力や削除が行えます。 RPLでは、beginと end
の間にはさまれたポリシーの内容をテキストエディタで編集する手順が準備されています。Cisco
IOS XRでは、RPLポリシーの編集に次のテキストエディタを利用できます。
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• Nano（デフォルト）

• Emacs

• Vim

Nano エディタを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

Nanoエディタを使用してルーティングポリシーの内容を編集するには、EXECモードで次の CLI
コマンドを使用します。

edit route-policy

name

nano

ルートポリシーのコピーが一時ファイルにコピーされ、エディタが起動します。編集後、Ctrl-X
を入力してファイルを保存し、エディタを終了します。利用可能なエディタのコマンドは画面上

に表示されます。

Nanoエディタの使用について詳しくは、次のURLを参照してください。http://www.nano-editor.org/

Cisco IOS XRソフトウェアでは、Nanoエディタの機能の一部がサポートされていません。

Emacs エディタを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

Emacsエディタを使用してルーティングポリシーの内容を編集するには、EXECモードで次のCLI
コマンドを使用します。

edit

route-policy

name

emacs

ルートポリシーのコピーが一時ファイルにコピーされ、エディタが起動します。編集後に、Ctrl+X
およびCtrl+Sのキーストロークを使用して編集バッファを保存します。エディタを保存して終了
するには、Ctrl+Xおよび Ctrl+Cのキーストロークを使用します。エディタを終了すると、バッ
ファがコミットされます。解析エラーがなければ、コンフィギュレーションがコミットされま

す。

RP/0/RSP0
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/CPU0:router# edit route-policy policy_A
----------------------------------------
== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.139281 ==
if destination in (2001::/8) then
drop

endif
end-policy
!

== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.139281 ==
Parsing.
83 bytes parsed in 1 sec (82)bytes/sec
Committing.
1 items committed in 1 sec (0)items/sec
Updating.
Updated Commit database in 1 sec

RP/0/RSP0
/CPU0:router#

解析エラーがある場合は、編集を続行するかどうかを尋ねられます。

RP/0/RSP0
/CPU0:router#edit route-policy policy_B
== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.141738
route-policy policy_B
set metric-type type_1
if destination in (2001::/8) then

drop
endif

end-policy
!
== MicroEMACS 3.8b () == rpl_edit.141738 ==
Parsing.
105 bytes parsed in 1 sec (103)bytes/sec

% Syntax/Authorization errors in one or more commands.!! CONFIGURATION
FAILED DUE TO SYNTAX/AUTHORIZATION ERRORS
set metric-type type_1
if destination in (2001::/8) then

drop
endif

end-policy
!

Continue editing? [no]:

yesと答えると、エディタは、中断した場所からテキストバッファを続行します。 noと答える
と、実行コンフィギュレーションは変更されず、編集セッションは終了します。

Vim エディタを使用したルーティングポリシー設定要素の編集

Vim（Vi IMproved）を使用したルーティングポリシーの要素の編集は、保存や終了のキースト
ロークといった一部機能の違いを除き、Emacsでの編集に似ています。現在のファイルに書き込
んで終了するには、:wq、:x、または ZZのキーストロークを使用します。終了して確認するに
は、:qキーストロークを使用します。終了して変更を廃棄するには、:q!キーストロークを使用
します。

Vimの詳細なオンラインマニュアルは、次の URLから参照できます。 http://www.vim.org/
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CLI を使用したルーティングポリシー設定要素の編集

CLIを使用して、ルートポリシーステートメントの入力や削除が行えます。ポリシーコンフィ
ギュレーションブロックは、end-policyや end-setといった適用可能なコマンドの入力によって完
了できます。または、CLIインタープリタでは exitコマンドでポリシーコンフィギュレーション
ブロックを完了させることも可能です。現在のポリシーコンフィギュレーションを廃棄してグ

ローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、abortコマンドを使用します。

XML を使用したルーティングポリシー設定要素の編集

RPLは、XMLを使用した設定要素の編集をサポートしています。 XML経由で、既存のセットを
置き換えることなくエントリの後方追加、前方追加、削除が行えます。

ネストされたワイルドカード適用ポリシー

ルーティングポリシー言語（RPL）の階層構造では、ポリシーが異なるポリシーを参照できます。
参照されている、または呼び出されているポリシーは、子ポリシーと呼ばれます。別のポリシー

を参照するまたは呼び出すポリシーは、親ポリシーと呼ばれます。呼び出すポリシーまたは親ポ

リシーは、BGPネイバーの共通セットとの接続用の複数の子ポリシーをネストできます。ネスト
されたワイルドカード適用ポリシーでは、適用のネスティングに基づくワイルドカード（*）が可
能です。ワイルドカード操作では、ルータ上に定義される、特定の定義済み英数字セットを含む

ポリシーすべてを呼び出す一般的な applyステートメントを宣言することが許されています。

ワイルドカードは、applyステートメントにポリシー名の最後にアスタリスク（*）を配置するこ
とによって指定されます。ワイルドカードポリシーに、パラメータを渡すことはサポートされて

いません。ワイルドカードは、適用ポリシーのその部分が任意の値と一致することを示します。

ネストされたワイルドカード適用ポリシーの例として、次のようなポリシー階層を考えてみます。
route-policy Nested_Wilcard
apply service_policy_customer*
end-policy

route-policy service_policy_customer_a
if destination in prfx_set_customer_a then
set extcommunity rt (1:1) additive
endif
end-policy

route-policy service_policy_customer_b
if destination in prfx_set_customer_b then
set extcommunity rt (1:1) additive
endif
end-policy

route-policy service_policy_customer_c
if destination in prfx_set_customer_c then
set extcommunity rt (1:1) additive
endif
end-policy

ここで、単一の親 applyステートメント（apply service_policy_customer*）が、指定された文字列
「service_policy_customer」を含むすべての子ポリシーを呼び出して（継承して）います。それぞ
れの子ポリシーをグローバルに定義されると、親ポリシーは動的にポリシー名に基づいて子ポリ

シーをネストします。親ポリシーを設定すると、各子ポリシーをオンデマンドで継承します。親
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ポリシーと子ポリシーの間に、ワイルドカード一致ステートメント以上の直接的な関連付けはあ

りません。

ルーティングポリシーの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

ルートポリシーの定義

ここでは、ルートポリシーを定義する方法について説明します。

Command-Line Interface（CLI）を使用して既存のルーティングポリシーを変更する場合、この
タスクを実行してポリシーを再定義する必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. route-policy name [ parameter1 , parameter2 , . . . , parameterN ]
3. end-policy
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   

ルートポリシーコンフィギュレーションモードを開始します。route-policy name [ parameter1 ,
parameter2 , . . . , parameterN ]

ステップ 2   

•ルートポリシーの開始後、ルートポリシーを定義する一連の
コマンドを入力できます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
route-policy sample1
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目的コマンドまたはアクション

ルートポリシーの定義を終了して、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 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
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。

ルーティングポリシーの BGP ネイバーへのアタッチ
このタスクでは、ルーティングポリシーの BGPネイバーへのアタッチ方法を説明します。

はじめる前に

ルーティングポリシーは、接続点に適用される前に、設定を済ませよく定義しておく必要があり

ます。ポリシーが事前に設定されていない場合、ポリシーが定義されていないことを示すエラー

メッセージが生成されます。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast | ipv4 labeled-unicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt |

ipv6 unicast | ipv6 multicast | ipv6 labeled-unicast | vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }
5. route-policy policy-name { in | out }
6. 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し、ルータコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

router bgp as-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 125

ステップ 2   

• as-number引数は、ルータが存在する自律システム
を識別します。有効値は、0～ 65535です。内部
ネットワークで使用できるプライベート自律シス

テム番号の範囲は、64512～ 65535です。

ネイバー IPアドレスを指定します。neighbor ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
10.0.0.20

ステップ 3   

アドレスファミリを指定します。address-family { ipv4 unicast | ipv4 multicast |
ipv4 labeled-unicast | ipv4 tunnel | ipv4 mdt |

ステップ 4   

ipv6 unicast | ipv6multicast | ipv6 labeled-unicast
| vpnv4 unicast | vpnv6 unicast }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#
address-family ipv4 unicast
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目的コマンドまたはアクション

ルートポリシーをアタッチします。事前に作成と定義

を済ませておく必要があります。

route-policy policy-name { in | out }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy example1 in

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
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。

テキストエディタを使用したルーティングポリシーの変更

このタスクでは、テキストエディタを使用して既存のルーティングポリシーを変更する方法を説

明します。テキストエディタの詳細については、ルーティングポリシー設定要素の編集, （631
ページ）を参照してください。
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手順の概要

1. edit { route-policy | prefix-set | as-path-set | community-set | extcommunity-set { rt | soo } |
policy-global | rd-set } name [ nano | emacs | vim | inline { add | prepend | remove } set-element
]

2. show rpl route-policy [ name [ detail ] | states | brief ]
3. show rpl prefix-set [ name | states | brief ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

変更するルートポリシー、プレフィックスセット、ASパスセット、
コミュニティセット、または拡張コミュニティセットの名前を指定し

ます。

edit { route-policy | prefix-set |
as-path-set | community-set |
extcommunity-set { rt | soo } |
policy-global | rd-set } name [ nano

ステッ

プ 1   

•ルートポリシー、プレフィックスセット、ASパスセット、コ
ミュニティセット、または拡張コミュニティセットのコピーが

一時ファイルとして作成され、エディタが起動します。

| emacs | vim | inline { add |
prepend | remove } set-element ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# edit
route-policy sample1

• Nanoでの編集後に、エディタバッファを保存し、Ctrl+Xキース
トロークを使用してエディタを終了します。

• Emacsでの編集後に、Ctrl+XおよびCtrl+Sのキーストロークを使
用して編集バッファを保存します。エディタを保存して終了する

には、Ctrl+Xおよび Ctrl+Cのキーストロークを使用します。

• Vimでの編集後に、現在のファイルに書き込んで終了するに
は、:wq、:x、またはZZのキーストロークを使用します。終了し
て確認するには、:qキーストロークを使用します。終了して変更
を廃棄するには、:q!キーストロークを使用します。

（任意）特定の名前付きルートポリシーのコンフィギュレーションを

表示します。

show rpl route-policy [ name [ detail
] | states | brief ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show rpl
route-policy sample2

ステッ

プ 2   

•ポリシーが使用するすべてのポリシーとセットを表示するには
detailキーワードを使用します。

•未使用、非アクティブ、アクティブ状態のものをすべて表示する
には statesキーワードを使用します。

•コンフィギュレーションは表示せずに拡張コミュニティセットす
べての名前をリストするには briefキーワードを使用します。

（任意）名前付きプレフィックスセットの内容を表示します。show rpl prefix-set [ name | states |
brief ]

ステッ

プ 3   •名前付き ASパスセット、コミュニティセット、拡張コミュニ
ティセットの内容を表示するには prefix-setキーワードを
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show rpl
prefix-set prefixset1

as-path-set、community-set、または extcommunity-setにそれぞれ
置き換えます。

ルーティングポリシーの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

ルーティングポリシー定義：例

次の例では、route-policy nameコマンドを使用して、sample1という BGPルートポリシーが定義
されます。ポリシーはネットワーク層到達可能性情報（NLRI）をプレフィックスセット test内
の要素と比較します。真と評価されると、ポリシーは then句の中の操作を実行します。偽と評
価されると、ポリシーは else句の中の操作を実行します。つまり、MED値を 200とし、ルートに
コミュニティ2:100を追加します。例の最終段階では、コンフィギュレーションをルータにコミッ
トし、コンフィギュレーションモードを終了してルートポリシー sample1の内容を表示します。

configure
route-policy sample1
if destination in test then
drop
else
set med 200
set community (2:100) additive
endif
end-policy
end
show config running route-policy sample1
Building configuration...
route-policy sample1
if destination in test then
drop
else
set med 200
set community (2:100) additive
endif
end-policy

シンプルインバウンドポリシー：例

次のポリシーは、ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）が /24よりも長いプレフィックスを指
定するルート、およびNLRIがRFC 1918によって予約されているアドレス空間の宛先を指定する
ルートを廃棄します。残りのルートすべてに対しては、MEDとローカルプリファレンスを設定
し、ルートのリストにコミュニティを追加します。
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コミュニティリストに 101:202～106:202の範囲の値を含み、値 202を含む 16ビットタグ部分を
持つルートの場合、ポリシーは、自律システム番号 2を先頭に 2回追加し、ルートのリストにコ
ミュニティ 2:666を追加します。これらのルートに対して、MEDが 666または 225のいずれかで
ある場合、ポリシーはルートの送信元を不完全に設定し、それ以外の場合は IGPに設定します。

コミュニティリストが範囲 101:202～ 106:202内の値を含まない場合、ポリシーはルート内のリ
ストにコミュニティ 2:999を追加します。

prefix-set too-specific
0.0.0.0/0 ge 25 le 32
end-set

prefix-set rfc1918
10.0.0.0/8 le 32,
172.16.0.0/12 le 32,
192.168.0.0/16 le 32
end-set

route-policy inbound-tx
if destination in too-specific or destination in rfc1918 then
drop
endif
set med 1000
set local-preference 90
set community (2:1001) additive
if community matches-any ([101..106]:202) then
prepend as-path 2.30 2
set community (2:666) additive
if med is 666 or med is 225 then
set origin incomplete
else
set origin igp
endif
else
set community (2:999) additive
endif
end-policy

router bgp 2
neighbor 10.0.1.2 address-family ipv4 unicast route-policy inbound-tx in

モジュール型インバウンドポリシー：例

次のポリシーの例に、2つの異なるピア向けに 2つのインバウンドポリシー in-100と in-101の作
成方法を示します。それらのピアに特定のポリシーを作成するとき、ポリシーは複数のピアに共

通する可能性があるポリシーの共通ブロックを再利用します。いくつかの基本的な構築ブロック

として、policies common-inbound、filter-bogons、set-lpref-prependが作成されます。

filter-bogons構築ブロックは、RFC 1918アドレス空間からのルートといった不要なルートをフィ
ルタするシンプルなポリシーです。 set-lpref-prependポリシーは、渡されるパラメータ化された値
に応じてローカルプリファレンスの設定と ASパスの先頭への追加が行える、ユーティリティポ
リシーです。common-inboundポリシーは、インバウンドポリシーの共通ブロック作成に filter-bogons
構築ブロックを使用します。 common-inboundポリシーは、in-100と in-101作成の構築ブロックと
して、set-lpref-prepend構築ブロックとともに使用されます。

これは、ポリシー言語のモジュール化機能を示すシンプルな例だといえます。

prefix-set bogon
10.0.0.0/8 ge 8 le 32,
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0.0.0.0,
0.0.0.0/0 ge 27 le 32,
192.168.0.0/16 ge 16 le 32

end-set
!
route-policy in-100
apply common-inbound
if community matches-any ([100..120]:135) then
apply set-lpref-prepend (100,100,2)
set community (2:1234) additive

else
set local-preference 110

endif
if community matches-any ([100..666]:[100..999]) then
set med 444
set local-preference 200
set community (no-export) additive

endif
end-policy
!
route-policy in-101
apply common-inbound
if community matches-any ([101..200]:201) then
apply set-lpref-prepend(100,101,2)
set community (2:1234) additive

else
set local-preference 125

endif
end-policy
!
route-policy filter-bogons
if destination in bogon then

drop
else
pass
endif

end-policy
!
route-policy common-inbound
apply filter-bogons
set origin igp
set community (2:333)

end-policy
!
route-policy set-lpref-prepend($lpref,$as,$prependcnt)
set local-preference $lpref
prepend as-path $as $prependcnt

end-policy

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

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』の「Routing
Policy Language Commands on Cisco ASR 9000シ
リーズルータ」モジュール

ルーティングポリシー言語コマンド：コマンド

構文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、

デフォルト設定、使用に関する注意事項、およ

び例
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Getting Started Guide』の付録
「Understanding Regular Expressions, Special
Characters and Patterns」

正規表現の構文

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの
場所を特定してダウンロードするには、次の

URLにある Cisco MIB Locatorを使用して、
[Cisco Access Products]メニューからプラット
フォームを選択します。 http://cisco.com/public/
sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

RFC

タイトルRFC

『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』RFC 1771

『BGP Extended Communities Attribute』RFC 4360
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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第 10 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのスタ
ティックルートの実装

このモジュールでは、スタティックルートの実装方法について説明します。

スタティックルートは、指定のパスを通るように発信元と宛先の間でパケットを移動させるユー

ザ定義のルートです。スタティックルートは、Cisco IOSXRソフトウェアが特定の宛先へのルー
トを確立できない場合に重要になることがあります。また、ルーティングできないすべてのパ

ケットを送るラストリゾートゲートウェイを指定する場合にも役立ちます。

Cisco IOS XRソフトウェアのスタティックルートの詳細情報とこのモジュールに掲げられた
スタティックルートコマンドの詳細については、このモジュールの関連資料, （663ページ）
の項を参照してください。設定タスクの実行中に現れる他のコマンドのマニュアルを見つけ

るには、オンラインで『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router CommandsMaster List』
を検索してください。

（注）

スタティックルート実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

変更なし。リリース 3.9.0

IPスタティック機能の拡張オブジェクトトラッキングが
追加されました。

リリース 4.2.1

• スタティックルートの実装の前提条件, 646 ページ

• スタティックルートの実装に関する制約事項, 646 ページ

• スタティックルートの実装に関する情報, 646 ページ
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• スタティックルートの実装方法, 650 ページ

• 設定例, 662 ページ

• その他の関連資料, 663 ページ

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

スタティックルートの実装に関する制約事項
次の制約事項は、スタティックルートの実装時に適用されます。

•ローカルサブネットの一部である間接ネクストホップへのスタティックルーティング（RIB
によって学習されたプレフィックス。AIBではより具体的である可能性がある）では、出力
インターフェイスを示すグローバルテーブルで、スタティックルートをネクストホップと

して設定する必要があります。転送のドロップを避けるには、ネクストホップ IPアドレス
を示すグローバルテーブルで、スタティックルートがネクストホップになるように設定し

ます。

•通常、ルートは、グローバルテーブルのAIBから学習され、FIBにインストールされます。
ただし、この動作はリークされたプレフィックスには繰り返されません。グローバルテー

ブルの AIBが VRFにないため、リークされた FIBエントリは、AIBに依存するグローバル
テーブルと同じビューではなく、RIBから参照を取得します。これは、転送動作の不整合の
原因となることがあります。

スタティックルートの実装に関する情報
スタティックルートを実装するには、次の概念を理解しておく必要があります。

スタティックルート機能の概要

スタティックルートは、すべてユーザが設定であり、ネクストホップインターフェイス、ネク

ストホップ IPアドレス、またはその両方を指示できます。 Cisco IOS XRソフトウェアでは、イ
ンターフェイスが指定された場合、そのインターフェイスが到達可能であれば、スタティック

ルートがルーティング情報ベース（RIB）にインストールされます。インターフェイスが指定さ
れていない場合、ネクストホップアドレスが到達可能であれば、そのルートはインストールされ

ます。このコンフィギュレーションの唯一の例外は、スタティックルートに permanent属性が設
定されている場合です。このときは到達可能性にかかわらず RIBにインストールされます。
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ネットワーキングデバイスでは、手動で設定したルート情報、またはルーティングプロトコルを

使用してダイナミックに学習したルート情報を使用して、パケットを転送します。スタティック

ルートは、手動で設定され、2つのネットワークデバイス間の明示パスを定義します。ダイナ
ミックルーティングプロトコルとは異なり、スタティックルートは動的に更新されず、ネット

ワークトポロジが変更された場合は手動で再設定する必要があります。スタティックルートを

使用する利点は、セキュリティが高まり、リソースが効率化されることです。スタティックルー

トでは、ダイナミックルーティングプロトコルよりも少ない帯域幅を使用し、ルートの計算およ

び通信に CPUサイクルが使用されません。スタティックルートを使用する場合の主なデメリッ
トは、ネットワークトポロジが変更された場合に自動的に再設定されないことです。

スタティックルートはダイナミックルーティングプロトコルに再配布できますが、ダイナミッ

クルーティングプロトコルによって生成されたルートは、スタティックルーティングテーブル

に再配布できません。スタティックルートを使用するルーティングループの設定を回避するア

ルゴリズムはありません。

スタティックルートは、外部ネットワークへのパスが 1つしかない小規模ネットワークでは有用
です。また、大規模ネットワークの場合は、より厳格な制御が必要な、他のネットワークへの特

定のタイプのトラフィックやリンクにセキュリティを提供します。一般に、大半のネットワーク

では、ダイナミックルーティングプロトコルを使用してネットワーキングデバイス間の通信を

行いますが、特殊なケース用として 1つまたは 2つのスタティックルートを設定している場合が
あります。

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）レイヤ 3バーチャルプライベートネット
ワーク（VPN）情報を配信するようにスタティックルートを設定する方法については、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

（注）

デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

スタティックルートのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは 1です。小さい数
値は、優先ルートを示します。デフォルトでは、スタティックルートは、ルーティングプロト

コルで学習したルートよりも優先されます。したがって、ダイナミックルートでスタティック

ルートを上書きさせる場合、スタティックルートとともにアドミニストレーティブディスタンス

を設定できます。たとえば、Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルで追加される、アドミニ
ストレーティブディスタンスが 120のルートを設定できます。 OSPFダイナミックルートで上書
きされるスタティックルートにするには、120よりも大きいアドミニストレーティブディスタン
スを指定します。

直接接続されたルート

ルーティングテーブルは、インターフェイスをポイントするスタティックルートが「直接接続さ

れている」と見なします。直接接続されたネットワークは、対応する interfaceコマンドがこのプ
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ロトコルのルータ設定スタンザに含まれている場合、IGPルーティングプロトコルによってアド
バタイズされます。

直接接続されたスタティックルートでは、出力インターフェイスだけが指定されます。宛先は、

出力インターフェイスに直接接続されていると想定されるため、パケットの宛先はネクストホッ

プアドレスとして使用されます。次の例に、アドレスプレフィックス 2001:0DB8::/32を持つ宛
先すべてをインターフェイス GigabitEthernet 0/5/0/0経由で直接到達可能と指定する方法を示しま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 gigabitethernet 0/5/0/0

直接接続されたスタティックルートは、有効なインターフェイス（つまり、アップ状態にあり、

かつ IPv4または IPv6がイネーブルになっているインターフェイス）を示している場合にかぎり、
ルーティングテーブルに挿入される候補となります。

再帰スタティックルート

再帰スタティックルートでは、ネクストホップだけが指定されます。出力インターフェイスは

ネクストホップから取得されます。次の例に、アドレスプレフィックス 2001:0DB8::/32を持つ
宛先すべてをアドレス 2001:0DB8:3000::1のホスト経由で到達可能と指定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1

再帰スタティックルートが有効である（つまり、ルーティングテーブルに挿入される候補であ

る）のは、指定したネクストホップが直接的または間接的に有効な出力インターフェイスに解決

され、ルートが自己再帰型ではなく、再帰深度が IPv6転送の最大再帰深度を超えていない場合だ
けです。

自身のネクストホップ解決に使用されるのがそのルート自身である場合、ルートは自己再帰しま

す。スタティックルートが自己再帰型になった場合、RIBは再帰ルートを除外するようスタティッ
クルートに通知を送ります。

BGPルート 2001:0DB8:3000::0/16のネクストホップが 2001:0DB8::0104と仮定すると、次のスタ
ティックルートは IPv6 RIBに挿入されません。BGPルートネクストホップがそのスタティック
ルートを介して解決される一方で、そのルートもBGPルートを介して解決され、自己再帰型にな
るからです。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)# 001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1

このスタティックルートは、自己再帰型であるため、IPv6ルーティングテーブルには挿入されま
せん。スタティックルートのネクストホップ2001:0DB8:3000:1は、自身が再帰ルートである（つ
まり、ネクストホップだけを指定する）BGPルート2001:0DB8:3000:0/16を介して解決されます。
BGPルートのネクストホップ 2001:0DB8::0104は、スタティックルートを介して解決されます。
したがって、スタティックルートは、スタティックルート自身のネクストホップを解決するた

めに使用されることになります。
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一般に、自己再帰型スタティックルートの手動設定は禁止されていませんが、有用ではありませ

ん。ただし、ルーティングテーブルに挿入された再帰スタティックルートが、ダイナミックルー

ティングプロトコルを介して学習された、ネットワークでの何らかの一時的変更の結果として自

己再帰になる場合があります。このような状況が発生すると、スタティックルートが自己再帰に

なった事実が検出され、そのスタティックルートはルーティングテーブルから削除されます（設

定からは削除されません）。以降のネットワーク変更によって、スタティックルートが自己再帰

でなくなる場合があります。この場合、そのスタティックルートはルーティングテーブルに再挿

入されます。

完全指定のスタティックルート

完全指定のスタティックルートでは、出力インターフェイスとネクストホップの両方が指定され

ています。この形式のスタティックルートは、出力インターフェイスがマルチアクセスインター

フェイスであり、ネクストホップを明示的に識別する必要がある場合に使用されます。ネクスト

ホップは、指定した出力インターフェイスに直接接続されている必要があります。次の例に、完

全指定のスタティックルートの定義を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 Gigethernet0/0/0/0 2001:0DB8:3000::1

完全指定のルートが有効である（つまり、ルーティングテーブルに挿入される候補である）の

は、指定された IPv4または IPv6インターフェイスがイネーブルで、アップ状態の場合です。

フローティングスタティックルート

フローティングスタティックルートは、設定されたルーティングプロトコルを介して学習され

たダイナミックルートのバックアップに使用されるスタティックルートです。フローティング

スタティックルートには、バックアップしているルーティングプロトコルよりも大きなアドミニ

ストレーティブディスタンスが設定されています。このため、ルーティングプロトコルを介し

て学習されたダイナミックルートは、フローティングスタティックルートよりも常に優先して

使用されます。ルーティングプロトコルを介して学習されたダイナミックルートが失われると、

フローティングスタティックルートが代わりに使用されます。次の例に、フローティングスタ

ティックルートの定義方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 210

3つのタイプのスタティックルートのいずれも、フローティングスタティックルートとして使用
できます。フローティングスタティックルートは、ダイナミックルーティングプロトコルより

も大きいアドミニストレーティブディスタンスを使用して設定する必要があります。これは、小

さいアドミニストレーティブディスタンスが設定されたルートの方が優先されるためです。
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デフォルトでは、スタティックルートはダイナミックルートよりアドミニストレーティブ

ディスタンスが小さいため、スタティックルートがダイナミックルートに優先されます。

（注）

デフォルト VRF
スタティックルートは常に VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスに関連付けられます。
VRFには、デフォルト VRFまたは指定の VRFを設定できます。 vrf vrf-nameコマンドを使用し
てVRFを指定することで、指定のVRFのVRFコンフィギュレーションモードに入り、スタティッ
クルートを設定できます。 VRFが指定されない場合、デフォルトの VRFスタティックルートが
設定されます。

IPv4 および IPv6 スタティック VRF ルート
IPv4または IPv6スタティックVRFルートは、デフォルトVRF用に設定されたスタティックルー
トと同じです。 IPv4および IPV6アドレスファミリがそれぞれの VRFでサポートされます。

スタティックルートの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

スタティックルートの設定

ここでは、スタティックルートを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-instance } [ distance ] [ description

text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. 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
ガイドリリース 4.3.x

650 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのスタティックルートの実装
デフォルト VRF



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   

スタティックルートコンフィギュレーション

モードを開始します。

router static

例：

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

ステッ

プ 2   

（任意）VRFコンフィギュレーションモード
を開始します。

vrf vrf-name

例：

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

ステッ

プ 3   

VRFが指定されていない場合、スタティック
ルートはデフォルトの VRFで設定されます。

アドレスファミリモードを開始します。address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

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

ステッ

プ 4   

アドミニストレーティブディスタンス 110を
設定します。

prefix mask [vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type
interface-instance } [ distance ] [ description text ] [ tag tag ] [
permanent ]

ステッ

プ 5   

•次に、アドミニストレーティブディスタ
ンスが 110より小さいダイナミック情報例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 10.0.0.0/8
172.20.16.6 110

が使用できない場合、172.20.16.6のネク
ストホップを介してネットワーク10.0.0.0
のパケットをルーティングする方法の例

を示します。

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

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 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保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# commit れ、コンフィギュレーションセッ

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 651

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのスタティックルートの実装
スタティックルートの設定



目的コマンドまたはアクション

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。

フローティングスタティックルートの設定

ここでは、フローティングスタティックルートを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-instance } [ distance ] [ description

text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. 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   

スタティックルートコンフィギュレー

ションモードを開始します。

router static

例：

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

ステッ

プ 2   

（任意）VRFコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

vrf vrf-name

例：

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

ステッ

プ 3   

VRFが指定されていない場合、スタティッ
クルートはデフォルトのVRFで設定され
ます。

アドレスファミリモードを開始します。address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

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

ステッ

プ 4   

アドミニストレーティブディスタンス201
を設定します。

prefix mask [vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type
interface-instance } [ distance ] [ description text ] [ tag tag ] [
permanent ]

ステッ

プ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32
2001:0DB8:3000::1 201

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

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# commit 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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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。

PE-CE ルータ間でのスタティックルートの設定
このタスクでは、PE-CEルータ間でのスタティックルーティングの設定方法について説明しま
す。

6VPE（IPv6 VPN Provider Edge）では、VRFフォールバックはサポートされていません。（注）

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface- path-id } [ distance ] [ description

text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. 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
ガイドリリース 4.3.x

654 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのスタティックルートの実装
PE-CE ルータ間でのスタティックルートの設定



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   

スタティックルートコンフィギュレー

ションモードを開始します。

router static

例：

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

ステッ

プ 2   

（任意）VRFコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

vrf vrf-name

例：

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

ステッ

プ 3   

VRFが指定されていない場合、スタティッ
クルートはデフォルトのVRFで設定され
ます。

アドレスファミリモードを開始します。address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

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

ステッ

プ 4   

アドミニストレーティブディスタンス201
を設定します。

prefix mask [vrf vrf-name ] { ip-address | interface-type interface-
path-id } [ distance ] [ description text ] [ tag tag ] [ permanent ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32
2001:0DB8:3000::1 201

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-static-vrf-afi)# 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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# commit 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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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。

許可できるスタティックルートの最大数の変更

このタスクでは、スタティックルートの許容される最大数の変更方法について説明します。

はじめる前に

あるルータ上で特定のアドレスファミリに設定できるスタティックルートの数は、デフォル

トで 4000に制限されています。 maximum pathコマンドを使用して、この上限を増大または
減少させることが可能です。 maximum pathコマンドを使用して、指定されたアドレスファ
ミリのスタティックルートの設定済み最大許容数を、現在設定されているスタティックルー

トの数よりも少なくした場合、この変更は拒否されることに注意してください。さらに、グ

ループ化されている場合にルートのバッチをコミットした結果、設定されるスタティックルー

トの数が許可された最大数を超えたときは、バッチ内の最初の n個のルートが受け入れられ
る、という挙動も理解しておく必要があります。以前に設定されていた数が受け入れられ、

残りは拒否されます。引数 nは、最大許容数と以前設定された数との差です。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router static
3. maximum path { ipv4 | ipv6 } 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   

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開

始します。

router static

例：

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

ステッ

プ 2   

許可できるスタティックルートの最大数を変更します。maximum path { ipv4 | ipv6 } value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# maximum
path ipv4 10000

ステッ

プ 3   • IPv4または IPv6アドレスプレフィックスを指定し
ます。

•指定したアドレスファミリのスタティックルートの
最大数を指定します。範囲は 1～ 140000です。

•この例では、スタティック IPv4ルートの最大数を
10000に設定します。

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-static)# 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-static)# 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。

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 657

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのスタティックルートの実装
許可できるスタティックルートの最大数の変更



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。

スタティックルートを使用した VRF の関連付け
ここでは、VRFをスタティックルートと関連付ける方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrf vrf-name
4. address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }
5. prefix mask [vrf vrf-name ] {next-hop ip-address | interface-name } {path-id } [ distance ] [ description

text ] [ tag tag ] [ permanent ]
6. 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

スタティックルートコンフィギュレー

ションモードを開始します。

router static

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

ステッ

プ 2   

VRFコンフィギュレーションモードを開
始します。

vrf vrf-name

例：

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

ステッ

プ 3   

アドレスファミリモードを開始します。address-family { ipv4 | ipv6 } { unicast | multicast }

例：

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

ステッ

プ 4   

アドミニストレーティブディスタンス201
を設定します。

prefix mask [vrf vrf-name ] {next-hop ip-address | interface-name
} {path-id } [ distance ] [ description text ] [ tag tag ] [ permanent
]

ステッ

プ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32
2001:0DB8:3000::1 201

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

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# commit 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。

スタティックルートのオブジェクトトラッキングのイネーブル化

次のタスクを実行して、スタティックルートのオブジェクトトラッキングを有効化します。

手順の概要

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

• address-family {ipv4 | ipv6} unicast

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

4. ip-address / length [vrf vrf-name] {next-hop | type interface-path-id} track object-name
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   

スタティックルートコンフィギュレーション

モードを開始します。

router static

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

ステッ

プ 2   

アドレスファミリまたは VRFアドレスファミ
リコンフィギュレーションモードに入ります。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 3   • address-family {ipv4 | ipv6} unicast

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

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#vrf vrf_1
address-family ipv6 unicast

指定したオブジェクトのトラッキングを有効化

します。

ip-address / length [vrf vrf-name] {next-hop | type
interface-path-id} track object-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)#2001:db8::/32
1080::8:800:200c:417a track objetc2

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)# 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、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。

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

トラフィック廃棄の設定：例

インターフェイス null 0をポイントするようにスタティックルートを設定することで、特定のプ
レフィックスへのトラフィックを廃棄できます。たとえば、プレフィックス 2001:0DB8:42:1/64
へのすべてのトラフィックを廃棄する必要がある場合は、次のスタティックルートが定義されま

す。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8:42:1::/64 null 0
end

デフォルトの固定ルートの設定：例

デフォルトのスタティックルートは、多くの場合、単純なルータトポロジで使用されます。次

の例では、アドミニストレーティブディスタンス 110でルートが設定されます。

configure
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1 110
end
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フローティングスタティックルートの設定：例

フローティングスタティックルートは、しばしば接続失敗時のバックアップパスの準備として

使用されます。次の例では、アドミニストレーティブディスタンス 201でルートが設定されま
す。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201
end

PE-CE ルータ間のスタティックルートの設定：例
次の例では、PEルータと CEルータ間のスタティックルートが設定され、VRFがスタティック
ルートに関連付けられます。

configure
router static
vrf vrf_A
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.2 120
end

その他の関連資料
ここでは、スタティックルートの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』の「Static
Routing Commands」

スタティックルート管理コマンド：コマンド構

文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デ

フォルト設定、使用上の注意事項、および例

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

MPLSレイヤ 3 VPNコンフィギュレーション：
コンフィギュレーションの概念、設定作業、お

よび例
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標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBを
検索およびダウンロードするには、http://
cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
にある Cisco MIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。

—

RFC

タイトルRFC

—この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。

   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 4.3.x

664 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへのスタティックルートの実装
その他の関連資料

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


第 11 章

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RCMD の
実装

このモジュールでは、RCMDの実装方法について説明します。

RCMD の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 4.2.0

• ルート収束モニタリングおよび診断, 666 ページ

• ルート収束モニタリングおよび診断の設定, 666 ページ

• ルート収束モニタリングおよび診断のプレフィックスモニタリング, 670 ページ

• ルート収束モニタリングおよび診断の OSPFタイプ 3/5/7リンクステートアドバタイズメン
トのモニタリング, 670 ページ

• IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化, 671 ページ

• OSPFのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化, 673 ページ

• タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネーブル化, 675 ページ

• IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例, 677 ページ

• OSPFのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例, 677 ページ

• タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネーブル化：例, 677 ページ
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ルート収束モニタリングおよび診断
Route Convergence Monitoring and Diagnostics（RCMD）は、OSPFと ISISのコンバージェンスイベ
ントをモニタし、SPFの実行とルートおよびルータ上のすべての LCの LDPラベルのプロビジョ
ニングにかかる時間についての詳細情報を収集します。

RCMDはルートの収束に関するデータを収集およびレポートするツールです。RCMDメカニズム
の主な機能は次のとおりです。

•ルーティングコンポーネント間でルートフローマーカーを使用する Lightweightおよび常時
接続（すべてのノードおよびMC）。

•ほとんどの収束イベントと影響を受けるすべてのルートを追跡。

•各コンバージェンスイベントベースの統計情報とタイムラインを含むルータ内ビューを装
備。

•タイムライン/SLAを測定し、指定した EEMアクションを超過時にトリガー。

• CLI/XMLインターフェイスによる「ルータ上」レポート。

•各 RCMD対応ルータは収束に関するデータのダイジェストを提供。

RCMDで監視およびレポートされるイベントは、次のとおりです。

• OSPFおよび IS-IS SPFイベント（デフォルト VRFのみ）。

•特定の外部またはエリア間のレベルのプレフィックスの追加/削除。

• LSA/LSPの変更に対する IGPフラッディングの伝搬遅延。

RCMDは次の 2種類のモードで動作します。

•モニタリング：イベントを検出し、収束を測定します。

•診断：「異常な」イベントの詳細（デバッグ）情報収集

ルート収束モニタリングおよび診断の設定
ルート収束モニタリングおよび診断を設定するには、次の作業を行います。
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手順の概要

1. configure
2. router-convergence
3. collect-diagnostics location
4. event-buffer-size number
5. max-events-stored number
6. monitoring-interval minutes
7. node node-name
8. protocol
9. priority
10. disable
11. leaf-network number
12. threshold value
13. storage-location
14. diagnostics directory-path-name
15. diagnostics-size
16. reports directory-path-name
17. reports-size

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   

ルータの収束モニタリング診断（rcmd）
のコンフィギュレーションモードを開始

します。

router-convergence

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

ステップ 2   

指定したノードの診断を収集するように設

定します。

collect-diagnostics location

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#collect-diagnostics
0/3/CPU0

ステップ 3   

イベントトレースを保存するためにイベ

ントバッファサイズを（イベント数とし

て）設定します。

event-buffer-size number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#event-buffer-size 100

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

サーバに保存されるイベントの最大数を設

定します。

max-events-stored number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#max-events-stored 10

ステップ 5   

ログを収集する間隔（分）を設定します。monitoring-interval minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#monitoring-interval 120

ステップ 6   

指定したノードにパラメータを設定しま

す。

node node-nameステップ 7   

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

RCMDパラメータを設定するプロトコル
を指定します。

protocol

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#protocol ISIS
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto)#

ステップ 8   

• ISIS：ISISプロトコルに関連するパ
ラメータを設定するには、ISISを設
定します。

• OSPF：OSPFプロトコルに関連する
パラメータを設定するには、OSPFを
設定します。

指定したプロトコルのルート収束モニタリ

ングのプライオリティを設定します。

priority

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto)#priority critical

ステップ 9   

• Critical：プライオリティが「critical」
のルートのルートコンバージェンス

を監視するよう設定RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#

• High：プライオリティが「high」の
ルートのルートコンバージェンスを

監視するよう設定

• High：プライオリティが「medium」
のルートのルートコンバージェンス

を監視するよう設定

• Low：プライオリティが「low」の
ルートのルートコンバージェンスを

監視するよう設定
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目的コマンドまたはアクション

指定したプライオリティのルートコンバー

ジェンスのモニタリングをディセーブルに

します。

disable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#disable

ステップ 10   

リーフネットワークのモニタリングをイ

ネーブルにします。監視するリーフネッ

leaf-network number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#leaf-network
100

ステップ 11   

トワークの最大数を指定します。最大数

の範囲は 10～ 100です。

コンバージェンスのしきい値をミリ秒で指

定します。しきい値は範囲内から選択し

threshold value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#threshold
1000

ステップ 12   

ます。範囲は 0～ 4294967295ミリ秒で
す。

診断レポートを格納するディレクトリの絶

対パスを指定します。

storage-location

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#storage-location
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#

ステップ 13   

診断レポートを格納するディレクトリの絶

対パスを指定します。 directory-path-name
diagnostics directory-path-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#diagnostics
/disk0:/rcmd

ステップ 14   

を設定します。例：/disk0:/rcmd/または
<tftp-location>/rcmd/

診断ディレクトリの最大サイズを指定しま

す。サイズを%で設定します。範囲は 5
%～ 80 %です。

diagnostics-size

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)# diagnostics-size
8

ステップ 15   

レポートを格納するディレクトリの絶対パ

スを指定します。 directory-path-nameを設
reports directory-path-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#reports
/disck0:/rcmd

ステップ 16   

定します。例：/disk0:/rcmd/または
<tftp-location>/rcmd/

レポートディレクトリの最大サイズを指

定します。サイズを%で設定します。範
囲は 5 %～ 80 %です。

reports-size

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#reports-size 8

ステップ 17   
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ルート収束モニタリングおよび診断のプレフィックスモ

ニタリング
ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）のプレフィックスモニタリング機能を使用すると、
Open Shortest Path First（OSPF）および Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）の内部
ゲートウェイプロトコル（IGP）の特定のプレフィックスの収束をモニタできます。 IGPでは、
ルート情報が作成されると、設定されているプレフィックスリストと照合してプレフィックスが

確認されます。モニタするプレフィックスが見付かった場合は、モニタ対象としてマークされ、

各プレフィックスの変更イベントに関する情報がキャプチャされます。RCMDのプレフィックス
モニタリングでは、ネットワーク内のRCMD対応の各ルータで特定のプレフィックスを個別にモ
ニタします。最大で 10個のプレフィックスをモニタできます。個々のプレフィックスのモニタ
リングは、特定のサービスエンドポイントの接続および可用性をモニタするためにカスタマー

ネットワークのエッジで有効にされているプローブを補完するものです。

IS-ISのプレフィックスに対する RCMDプレフィックスモニタリングをイネーブルにするには、
ルータの IS-IS収束モニタリングコンフィギュレーションモードで、prefix-listコマンドを設定し
ます。OSPFのプレフィックスに対するRCMDプレフィックスモニタリングをイネーブルにする
には、ルータの OSPF収束モニタリングコンフィギュレーションモードで、prefix-listコマンド
を設定します。

個別のプレフィックスモニタリングの場合、モニタリングによってOSPFまたは ISISルートの収
束に影響が生じないように、プレフィックスはルート計算のために表示される前にマークされま

す。

ルート収束モニタリングおよび診断の OSPF タイプ 3/5/7
リンクステートアドバタイズメントのモニタリング

ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）のOSPFタイプ 3/5/7のリンクステートアドバタイ
ズメント（LSA）のモニタリング機能では、LSAのモニタリング中にLSAにフラグを付けて区別
します。タイプ 3/5/7 LSAに対するルートの変更は、モニタする必要があります。ルート計算の
際に、ルートの送信元がタイプ3/5/7LSAのようであり、ルート変更が追加または削除アクション
である場合は、それらのプレフィックスをモニタする必要があります。RCMDでは、タイプ3/5/7
LSAのすべてを対象として、利用可能なパスの削除（パージ操作）と最初のパスの追加（復元操
作）をすべてモニタします。OSPFタイプ 3/5/7 LSAは個々のプレフィックスごとにモニタされ、
報告されます。ただし、パスの変更に関連する変更操作は全体としての到達可能性に影響を与え

ないため、モニタされません。レポート用にすべてのプレフィックスがログに記録されますが、

収束のトラッキングはSPFの実行で影響を受ける最初の10個のプレフィックスにレート制限され
ます。

RCMDOSPFタイプ 3/5/7 LSAのモニタリングをイネーブルにするには、ルータの OSPF収束モニ
タリングコンフィギュレーションモードで、track-external-routesと track-summary-routesを設
定します。
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IS-IS のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化

IS-ISのプレフィックスに対する個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、
次の作業を実行します。

はじめる前に

個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、最初に {ipv4 | ipv6} prefix-listコ
マンドを使用して、プレフィックスのリストを作成します。次に、prefix-listコマンドでこのプレ
フィックスリストを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family {ipv4 {unicast |multicast} | ipv6 {unicast |multicast}}
4. monitor-convergence
5. prefix-list prefix-list-name
6. 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   

指定したルーティングインスタンスの IS-IS
ルーティングをイネーブルにし、ルータを

router isis instance-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router isis isp

ステッ

プ 2   
ルータコンフィギュレーションモードにし

ます。

IS-ISアドレスファミリのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

address-family {ipv4 {unicast |multicast} | ipv6 {unicast |
multicast}}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#address-family ipv6
multicast

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

IS-ISプロトコルのルート収束モニタリング
をイネーブルにします。

monitor-convergence

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-isis-af)#monitor-convergence

ステッ

プ 4   

IS-ISのプレフィックスの個々のプレフィッ
クスモニタリングを有効にします。

prefix-list prefix-list-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af-rcmd)#prefix-list
isis_monitor

ステッ

プ 5   

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 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

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。

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーショ
ンファイルに保存し、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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OSPF のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化

OSPFのプレフィックスに対する個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、
次の作業を実行します。

はじめる前に

個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、最初に {ipv4 | ipv6} prefix-listコ
マンドを使用して、プレフィックスのリストを作成します。次に、prefix-listコマンドでこのプレ
フィックスリストを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf ospf-process-name
3. monitor-convergence
4. prefix-list prefix-list-name
5. 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   

指定したルーティングプロセスに OSPFルー
ティングをイネーブルにし、ルータコンフィ

ギュレーションモードでルータを配置します。

router ospf ospf-process-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router ospf 1

ステッ

プ 2   

OSPFルート収束モニタリングをイネーブルに
します。

monitor-convergence

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#monitor-convergence

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFのプレフィックスの個々のプレフィック
スモニタリングを有効にします。

prefix-list prefix-list-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#prefix-list
ospf_monitor

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)# 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、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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タイプ 3/5/7 の OSPF LSA の RCMD モニタリングのイネー
ブル化

タイプ 3/5/7 OSPF LSAに対する RCMDのモニタリングをイネーブルにするには、次の作業を実
行します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf 100
3. track-external-routes
4. track-summary-routes
5. 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   

指定したルーティングプロセスにOSPF
ルーティングをイネーブルにし、ルー

router ospf 100

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

ステッ

プ 2   
タコンフィギュレーションモードで

ルータを配置します。

外部の（タイプ 3/5/7）LSAプレフィッ
クスモニタリングの追跡を有効にしま

す。

track-external-routes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#track-external-routes

ステッ

プ 3   

サマリー（エリア間）ルートのモニタ

リングの追跡を有効にします。

track-summary-routes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#track-summary-routes

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   
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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,

• end

• commit

例：

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

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレー
ションファイルに保存し、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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IS-IS のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化：例

この例では、個々の IS-ISプレフィックスに対する RCMDプレフィックスモニタリングを実行す
る例を示します。

ipv6 prefix-list isis_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router isis isp
address-family ipv6 unicast
monitor-convergence
prefix-list isis_monitor

OSPF のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化：例

この例では、個々の OSPFプレフィックスに対する RCMDモニタリングをイネーブルにする例を
示します。

ipv6 prefix-list ospf_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router ospf 100
monitor-convergence
prefix-list ospf_monitor

タイプ 3/5/7 の OSPF LSA の RCMD モニタリングのイネー
ブル化：例

この例では、OSPF外部 LSAとサマリールートに対するプレフィックスモニタリングの追跡をイ
ネーブルにする例を示します。

router ospf 100
monitor-convergence
track-external-routes
track-summary-routes

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J 677

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RCMD の実装
IS-IS のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブル化：例



   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 4.3.x

678 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RCMD の実装
タイプ 3/5/7 の OSPF LSA の RCMD モニタリングのイネーブル化：例



索引

A

ABR（エリア境界ルータ） 395
additional-path接続点 592
address-family ipv4コマンド 223, 224
address-family（IS-IS）コマンド 330, 332
address-familyコマンド 522
address familyコマンド 18, 314
aggregate-addressコマンド 89, 138, 140
aggregation 592
AiGPによるプレフィックスの生成：例 187
allocate label 600
allowas-inコマンド 138, 142
applyコマンド 591
area-in 618
area-out 618
areaコマンド（BFD） 218, 219, 221, 222
areaコマンド 417, 418
関連項目：router ospfv3コンフィギュレーションサブ
モード

as-overrideコマンド 138, 141
as-path-set、インラインセット形式 568
as-path-set、名前付きセット形式 568
ASBR（自律システム境界ルータ） 395
authentication message-digestコマンド 437, 439
authenticationコマンド（OSPFv2） 430, 431
auto-summaryコマンド 543, 544

B

bandwidth-percentコマンド 282, 284
BFD 197, 199, 201, 208, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 235, 

237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
BFDコンフィギュレーションモード 235, 237, 238, 239, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
BGPコンフィギュレーションモード 216
IPv6 208

BFD (続き)
IPv6チェックサム、イネーブル化およびディセーブル
化 247, 249
IPv6チェックサム、イネーブル化およびディセーブル
化 247, 249
OSPF 218
コンフィギュレーションモード 218

OSPFv3コンフィギュレーションモード 221
VLANバンドル 208
イネーブル化 215, 218, 220, 223
インターフェイス 218, 220
スタティックルート 223
ネイバー 215

エコーモード、ディセーブル化 242, 244
エコーモード、ディセーブル化 242, 244
概要 199
カウンタ 251
クリア 251
表示 251

迅速な検出、設定 221, 222
スタティックルート、設定 223, 224
設定 216, 218, 219, 221, 222
最小間隔 216, 221

設定 216, 218, 219, 221, 222
係数 218, 219, 221, 222
最小間隔 216, 221

前提条件 197
送信元および宛先ポート 201

BFD 216, 217, 218, 219, 223, 224, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 250

ipv6チェックサム、イネーブル化またはディセーブル
化 247, 248, 249, 250
VPN VRFインスタンス、指定 223, 224
イネーブル化 216, 217, 223, 224
迅速な検出 223, 224

イネーブル化 216, 217, 223, 224
迅速な検出 223, 224

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 4.3.x    

   OL-28384-01-J IN-1



BFD (続き)
イネーブル化 (続き)
ローカルデバイスとピア、間 216, 217

エコーモード、送信元アドレスの指定 235, 236, 237, 242, 
243
エコーモード、ディセーブル化 244
迅速な検出、設定 218, 219
設定 216, 218, 219

BFD係数 216
最小間隔 218, 219

ダンプニング、設定 245, 246
遅延検出、設定 238, 239

bfd fast-detectコマンド 216, 217, 218, 219, 221, 222
bfd minimum-intervalコマンド 216, 218, 219, 221
bfd multiplierコマンド 216, 218, 219, 221, 222
bfdコマンド 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250
BGP 3107 PIC 67
bgp add path 58
BGP ASパスからプライベート ASNを削除する 61
BGP ASパスからプライベート ASNを置換する 61
bgp bestpath as-path ignoreコマンド 85, 86
bgp bestpath compare-routeridコマンド 85, 86
bgp bestpath med alwaysコマンド 85, 86
bgp bestpath med confedコマンド 85, 86
bgp bestpath med missing-as-worstコマンド 85, 86
bgp confederation identifierコマンド 76
bgp confederation peersコマンド 76
bgp dampeningコマンド 95
bgp default local-preferenceコマンド 80
bgp dmzリンク帯域幅 66
bgp multi-as 66
bgp multi-instance 66
bgp neighborコマンド 19
bgp nsr設定の例 186
bgp router-idコマンド 130, 131, 138, 139
bgp routerサブモード 17

router bgpコマンド 17
bgp VPNv4アドレスファミリのサブモード 19
bgp vrfアドレスファミリのサブモード 18
bgp vrfサブモード 18
bgp VRFネイバーアドレスファミリサブモード 19
bgp VRFネイバーサブモード 18
BGPアップデートグループの例 183
BGPアップデートの生成 34
BGPおよびその他のプロトコルでのデータ構造体 515
BGPキーチェーン 55

bgpグローバルアドレスファミリのサブモード 18
address familyコマンド 18

BGPコストコミュニティ 34
BGP上の BFD 257
例 257

bgpセッショングループサブモード 20
BGP追加パスの設定 163
BGP追加パスの設定：例 187
bgpネイバーアドレスファミリサブモード 18, 315
ネイバーアドレスファミリコマンド 18

bgpネイバーグループサブモード 20
neighbor-groupコマンド 20

bgpネイバーサブモード 18, 19, 314
bgp neighborコマンド 19
neighborコマンド 18, 314

BGPネイバーへのアタッチ 636
BGPの BFDマルチホップサポート 66
BGPの設定 34
BGPノンストップルーティング 55, 158
設定 158

BGPプレフィックス独立コンバージェンス 57
BGPプレフィックスの発信元検証 67
BGP（ボーダーゲートウェイプロトコル） 9, 11, 12, 13, 16, 

17, 19, 20, 22, 26, 31, 33, 40, 46, 53, 54, 55, 183, 592, 593, 594, 595, 
596, 598, 599, 600, 601, 602

bgp routerサブモード 17
router bgpコマンド 17

BGPキーチェーン 55
MPLS VPN Carrier Supporting Carrier 54
アップデートグループ 33, 183
説明 33
例 183

機能の概要 11
継承、モニタリング 26
最適パスアルゴリズム 40
自律システム番号形式 16
設定 19, 22
グループ化 19
継承 22
テンプレートの継承 22

説明 9
双方向フォワーディング検出 11
デフォルトのアドレスファミリ 53
ネイバー、上限 13
ポリシー接続点 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602

aggregation 592
allocate label 600
clear policy 602
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BGP（ボーダーゲートウェイプロトコル） (続き)
ポリシー接続点 (続き)

dampening 593
debug 602
default originate 594
export 599
import 598
neighbor-orf 601
neighbor export 594
neighbor import 595
network 596
next-hop 601
redistribute 596
retain route-target 600
show bgp 596
table policy 598

ポリシー接続点、aggregation 592
マルチプロトコル 46
ルータ bgpネイバーグループアドレスファミリのコ
ンフィギュレーションモード、アドレスファミリコ

マンド 20
ルータ ID 12
ルーティングポリシー、強制適用 31

broadcast-for-v2コマンド 541, 542

C

ceごとのラベル 59
CIDR 534
Cisco IOS XR OSPFv3と OSPFv2の相違 391
Cisco IOSおよび Cisco IOS XRソフトウェアの相違、設

定 314
グループ化 314

clear eigrp neighborsコマンド" 300, 302
clear eigrp topologyコマンド 300, 302
clear ospfコマンド 494, 495
関連項目：clear ospfv3コマンド

clear policy 602
CLI継承 392
CLI（コマンドラインインターフェイス）継承 392
community-set、インラインセット形式 568
community-set、名前付きセット形式 568
csnp-intervalコマンド 344, 346

D

dampening 593
dampening（BFD）コマンド 245, 246

dead intervalコマンド 424, 426
関連項目：ospfv3 areaコンフィギュレーションサブ
モード

debug 602
default-accept-in 624
default-accept-out 625
default-costコマンド 420, 422
関連項目：ospfv3 areaコンフィギュレーションサブ
モード

default-information originate 628
default-information originateコマンド 365, 366
default-metricコマンド 282, 283
default originate 594, 617, 620, 623
distance bgpコマンド 103, 104
distanceコマンド 282, 283

E

ebgp-multihopコマンド 138, 141
echo disableコマンド 244
echo ipv4 sourceコマンド 235, 236, 237, 242, 243
echo latency detectコマンド 238, 239
editコマンド 639
EIGRP 281, 303
キーチェーンを使用した認証 281
認証キーチェーンの設定 303

EIGRP（） 624
ポリシー接続点 624

default-accept-in 624
EIGRP（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol） 269, 

277, 279, 292, 624, 625, 626
hello間隔と保留時間 277
概要 269
機能 269
スタブルーティング 277
スプリットホライズン 277
制約事項 292
ポリシー接続点 625, 626

default-accept-out 625
if-policy-in 626
if-policy-out 626
policy-in 625
policy-out 625
redistribute 626

ポリシー接続点、default-accept-in 624
ルーティングポリシーのオプション 279

elseif 588
end-policyコマンド 72, 73
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exaibgpマルチパス負荷共有設定 187
EXECモード 26, 27, 28, 29

show bgp af-groupコマンド 27
show bgp inheritanceコマンド 26
show bgp neighbor-groupコマンド 29
show bgp neighborコマンド 26

export 599
export route-policyコマンド 128, 129
export route-targetコマンド 128, 129

G

global-inbound 629
global-inbound、ポリシー接続点 629
graceful-restart helperコマンド 409
graceful-restart intervalコマンド 409
graceful-restart lifetimeコマンド 409

H

hello-interval（IS-IS）コマンド 359, 360
hello-interval（OSPF）コマンド 424, 426
関連項目：ospfv3 areaコンフィギュレーションサブ
モード

hello-multiplierコマンド 359, 360
hello-paddingコマンド 359, 360
hello-passwordコマンド 351, 352, 359, 360
hello間隔と保留時間 277
holdtimeコマンド 282, 283

I

iBGPマルチパスロードシェアリング 58, 166
if 588
if-policy-in 626
if-policy-out 626
ignore-lsp-errorsコマンド 344, 345
import 598
import route-policyコマンド 128, 129
import route-targeコマンド 128, 129
inter-area-propagate 623
interface-inbound 629
interface-outbound 629
interfaceコマンド 282, 283, 417, 418, 541, 542
関連項目：router ospfv3コンフィギュレーションサブ
モード

ipv4 bgpポリシーアカウンティング 60
IPv4および IPv6サポート 516
IPv6 316, 317, 516

IS-ISサポート 317
single-topology 317
マルチトポロジ 317

RIBサポート 516
ルーティング 316

ipv6 checksumコマンド 247, 248, 249, 250
IPv6 uRPF 61
IPv6および IPv6 VPNプロバイダーエッジ転送 517
IPv6サポート 317
IPv6ユニキャストルーティング 60
IPv6ルーティング 316
IP高速再ルーティング 325, 377
IS-IS 321
IS-IS（Intermediate System-to-Intermediate System） 311, 312, 

314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 326, 329, 343, 348, 350, 353, 358, 
362, 365, 368, 370, 372, 375, 377, 622, 623

Cisco IOSおよび Cisco IOS XRソフトウェアの相違、
設定 314

グループ化 314
IPv6ルーティング 316
IP高速再ルーティング 377
IS-ISインターフェイスルートのタギング 372
LSPフラッディング 316, 317, 343
制御 343
制限 316
ライフタイム最大 317

MPLS LDP IS-IS同期 368
MPLS TE 320
説明 320

multicast-intactのイネーブル化 370
RIBに追加されるプレフィックスのプライオリティ 375
SPF間隔の設定 362
イネーブル化 326
インスタンスの attechedビット 322
過負荷ビット 320, 321
設定 321
ルータ 320

機能の概要 312
グループ化された設定 314
シングルトポロジ、IPv6サポート 317
シングルトポロジ、設定 329
制約事項、設定 312
設定 312, 314, 326, 329, 343
グループ化された設定 314
シングルトポロジ 329
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IS-IS（Intermediate System-to-Intermediate System） (続き)
設定 (続き)
制約事項 312
マルチトポロジ 343
レベル 1またはレベル 2のルーティング 326

設定、グループ化 314
説明 311
デフォルトルート 321
認証、設定 350
認証の設定 353
ノンストップフォワーディング 319, 348
設定 348

ポリシー接続点 622, 623
default originate 623
inter-area-propagate 623
redistribute 622

マルチインスタンス IS-IS 320
マルチトポロジ、設定 343
隣接関係、調整 358
ルートのカスタマイズ 365
レベル 1またはレベル 2のルーティング、設定 326

IS-ISアドレスファミリサブモード 314
IS-ISインスタンスの attachedビット 322
IS-ISインターフェイスルートのタギング 372
IS-IS過負荷ビット無効化 321
IS-ISサポート 317

single-topology 317
マルチトポロジ 317

（IS-IS）のカスタマイズ 365
is-typeコマンド 326, 327
ispfコマンド 363, 364

K

keychainコマンド 146, 147

L

label-allocation-mode per-ceコマンド 138, 139
LDP IGP同期 323
LDP IS-IS同期 368
log-neighbor-changesコマンド 300, 301
log-neighbor-warningsコマンド 300, 301
log adjacency changesコマンド 417, 418, 491, 492
関連項目：ospfv3 interfaceコンフィギュレーションサ
ブモード

LSA 399, 400, 433, 441
OSPF ABR上 441
タイプ 399, 400
頻度の制御 433

lsp-check-intervalコマンド 344, 345
lsp-gen-intervalコマンド 344, 345
lsp-mtuコマンド 344, 345
lsp-passwordコマンド 351
LSPフラッディング 316, 317, 343
制御 343
制限 316
特定のインターフェイス 316
メッシュグループの設定 317
ライフタイム最大 317

M

max-lsp-lifetimeコマンド 344, 345
maximum-pathsコマンド 171, 172
maximum-prefixコマンド 287, 288
maximum pathsコマンド 287, 288
maximum pathコマンド 657
maximum prefixコマンド 128
MD5 397
MD5（OSPFv2） 397
MD5認証 397
mesh-groupコマンド 344, 346
message-digest-keyコマンド 430, 431
Message Digest 5（MD5）認証。 414
metric-style wideコマンド 373, 375, 376
metric-zero-acceptコマンド 543, 545
MPLS 323, 517

IPv6および IPv6 VPNプロバイダーエッジ転送 517
LDP IGP同期 323

MPLS layer 3 VPN 646
MPLS LDP IGP 323
MPLS LDP IGP同期 323
MPLS LDP IS-IS同期 368
MPLS TE 320, 454
説明 320

MPLS TEエリア間トンネル 325
MPLS TE、設定 454
MPLS TE転送隣接 325
MPLS TE（マルチプロトコルラベルスイッチングトラ

フィックエンジニアリング）設定 454
OSPFv2 454

mpls traffic-engareaコマンド 455, 456
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mpls traffic-engineering multicast-intactコマンド 371
mpls traffic-eng router-idコマンド 455
mpls traffic-engコマンド 356, 357
MPLS VPN Carrier Supporting Carrier 54
MPLSを介する IPv6および IPv6 VPNプロバイダーエッジ
転送 517
multicast-intact 322, 412

OSPFv2 412
multicast-intactのイネーブル化 370, 472

N

NBMAネットワーク 396
neighbor-groupコマンド 20
neighbor-orf 601
neighbor export 594
neighbor import 595
neighborコマンド 18, 314, 541, 542
neighborコマンド（BFD） 216
neighborコマンド（OSPFv2） 424, 426

OSPFv3 424, 426
関連項目：ospfv3 interfaceコンフィギュレーショ
ンサブモード

network 596
networkコマンド 424, 425
関連項目：ospfv3 areaコンフィギュレーションサブ
モード

netコマンド 326, 327
next-hop 601
next-hop-selfコマンド 116, 117
Not So Stubby Area 394
nsf interface-expiresコマンド 348, 349
nsf interface-timerコマンド 348, 349
nsf intervalコマンド 452, 453
nsfコマンド 348, 349, 543, 544
nssaコマンド 420, 421
関連項目：ospfv3 areaコンフィギュレーションサブ
モード

O

OSPF ABR上 441
OSPFv2 322, 399, 412, 454

multicast-intact 322

OSPFv2（Open Shortest Path First Version 2） 387, 389, 391, 
392, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 406, 407, 417, 419, 423, 429, 433, 
436, 441, 444, 448, 451, 454, 462, 472, 494, 617, 618, 621

Cisco IOS XR OSPFv3と OSPFv2の相違 391
CLI（コマンドラインインターフェイス）継承 392
LSA 399, 433, 441

OSPF ABR上 441
タイプ 399
頻度の制御 433

MD5認証 397
MPLS TE、設定 454
multicast-intactのイネーブル化 472
sham-link 462
Shortest Path First（SPF）スロットリング 406
説明 406

Shortest Path First (SPF)スロットリング、設定 448
SPFスロットリング、設定 448
イネーブル化 417
インスタンスおよびルータ ID 395
仮想リンク 401, 436
作成 436
中継エリア 401

機能の概要 389
サポート対象 OSPFネットワークタイプ 396

NBMAネットワーク 396
ポイントツーポイントネットワーク 396

スタブエリアおよび Not-So-Stubby Areaタイプ、設
定 419
設定 423, 454, 462

MPLS TE 454
sham-link 462
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外 423

設定および操作、検証 494
説明 387
デフォルトルート 399
認証、設定 429
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外、設

定 423
ネイバー、隣接関係 398
ノンストップフォワーディング 407, 451
説明 407

ポリシー接続点 617, 618, 621
area-in 618
area-out 618
default originate 617
redistribute 617, 621

ルータを指定（DR） 398
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OSPFv2（Open Shortest Path First Version 2） (続き)
ルート再配布 406, 444
設定 444
説明 406

ルート認証方法 397, 398
MD5 397
キーロールオーバー 398
プレーンテキスト 397
方法 397

OSPFv2のMPLS TE（マルチプロトコルラベルスイッチ
ングトラフィックエンジニアリング）設定 454
OSPFv2への PCE拡張機能 415
OSPFv3 400, 408, 410
グレースフルリスタート 408

OSPFv3（Open Shortest Path First Version 3） 387, 389, 391, 
392, 395, 399, 400, 401, 410, 412, 417, 419, 423, 433, 441, 444, 448, 
459, 494, 617, 620, 621

Cisco IOS XR OSPFv3と OSPFv2の相違 391
CLI継承 392
LSA 400, 433, 441

OSPF ABR上 441
タイプ 400
頻度の制御 433

SPF（Shortest Path First）スロットリングの設定 448
イネーブル化 417
インスタンスおよびルータ ID 395
仮想リンク、説明 401
機能の概要 389
スタブエリアおよび Not-So-Stubby Areaタイプ、設
定 419
設定 448, 459

SPFスロットリング 448
グレースフルリスタート 459

設定および操作、検証 494
説明 387
デフォルトルート 399
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外の設

定 423
ポリシー接続点 617, 620, 621

default originate 620
redistribute 617, 621

リンクステートアドバタイズメント（LSA） 410
ルート、再配布 444
ロードバランシング 412

OSPFv3 SPF 404
OSPFv3グレースフルリスタート機能 408, 410, 461, 462
情報の表示 461, 462
隣接関係 410

OSPF上の BFD 257
例 257

output-delayコマンド 543, 544

P

passive-interfaceコマンド 547, 548
passwordコマンド 133, 134, 138, 141
PE-CEルータ間での設定 654
PIM 322
poison-reverseコマンド 543, 545
policy-in 625
policy-out 625
prefix-set 572

R

rangeコマンド 442, 443
関連項目：router ospfv3コンフィギュレーションサブ
モード

rdコマンド 130, 131
receive versionコマンド 541, 542
redistribute 596, 617, 621, 622, 626, 628
redistribute connectedコマンド 143, 144
redistribute isisコマンド 365, 366
redistribute maximum-prefix 287, 288
redistributeコマンド 287, 288, 295, 296, 298
remote-asコマンド（BFD） 216, 217
retain route-target 600
retain route-targetコマンド 136, 137
retransmit-intervalコマンド 344, 346
retransmit-throttle-intervalコマンド 344, 346
RFC 2328『OSPF Version 2』 390
RFC 2453『RIP Version 2』 534
RFC 2740 OSPFv3 390
RFC 3682 414
一般 TTLセキュリティメカニズム（GTSM）、TTL
値 414

RIB 517, 518
隔離 518
統計情報 517

RIB隔離 518
RIBサポート 516
RIB統計情報 517
RIBに追加されるプレフィックスのプライオリティ 375
RIB（ルーティング情報ベース） 513, 514, 515, 516, 519, 527

BGPおよびその他のプロトコルでのデータ構造体 515
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RIB（ルーティング情報ベース） (続き)
IPv4および IPv6サポート 516
アドミニストレーティブディスタンス 515
機能の概要 515
説明 513
前提条件 514
導入 519
モニタリング 519
例 527

RIP v2のサポートされる機能 534
RIPでのキーチェーンを使用した認証 538
RIP（ルーティング情報プロトコル） 534, 535, 536, 537, 538, 

546, 549, 628, 629
CIDR 534
global-inbound、ポリシー接続点 629
VLSM（可変長サブネットマスク） 534
WANリンク 546
アドミニストレーティブディスタンス 537
再配布 536
スプリットホライズン、IPのイネーブル化 535
帯域幅 546
ネットワークアップデートのフィルタ 546
ホップカウント 534
ポリシー接続点 628, 629

default-information originate 628
global-inbound 629
interface-inbound 629
interface-outbound 629
redistribute 628

メトリック 534
利点 534
ルーティングアップデートの制御または防止 546
ルーティングポリシーのオプション 538
ルーティングループ 546
ルートタイマー 536
ルートポリシー作成 549

route-policy（BGP）コマンド 111, 112
route-policy pass-allコマンド 31
route policyコマンド 72, 111, 112, 133, 135, 138, 142, 285, 286, 290, 
547, 548, 549, 550, 635
route-reflector-clientコマンド 109, 110
router-idコマンド 417, 418
関連項目：router ospfv3コンフィギュレーションサブ
モード

router bgpコマンド 17, 216
router eigrpコマンド 282, 283
router isisアドレスファミリサブモード 365, 367

router isisインターフェイスコンフィギュレーションサブ
モード 330, 331
router ospfv3コマンド 417, 418
router ospfv3コマンド（BFD） 221
router ospfコマンド 417, 418
router ospfコマンド（BFD） 218
router ribコマンド 522
router ripコマンド 541
router staticコマンド 657
router staticコマンド（BFD） 223, 224
RPL（ルーティングポリシー言語） 565, 566, 568, 569, 572, 

575, 577, 578, 579, 581, 583, 584, 586, 589
概要 565
構造 566, 568, 569, 572

as-path-set、インラインセット形式 568
as-path-set、名前付きセット形式 568
community-set、インラインセット形式 568, 569
community-set、名前付きセット形式 568
prefix-set 572
拡張コミュニティセット、インライン形式 569
拡張コミュニティセット、名前付き形式 569
セット 566
名前 566

コンポーネント 575
ブール演算子、タイプ 589
ポリシー 577, 578, 579, 581, 583, 584, 586
検証 584
ステートメント処理 583
ステートメント、タイプ 586
設定の基本 577
属性 579, 581
定義 578
デフォルトのドロップ処理 583
ブール演算子優先 581

ポリシー属性 579, 581
パラメータ化 579
変更箇所 581

S

security ttlコマンド 491, 492
send versionコマンド 541, 542
set-attached-bitコマンド 365, 367
set-overload-bitコマンド 365, 366
set eigrp-metricコマンド 290
sham-link 462
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Shortest Path First（SPF）スロットリング 406
説明 406

Shortest Path First (SPF)スロットリング、設定 448
show bgp 596
show bgp af-groupコマンド 27
show bgp cidr-onlyコマンド 153, 154
show bgp communityコマンド 153, 154
show bgp inheritanceコマンド 26
show bgp ipv4 unicast summaryコマンド 155, 156
show bgp neighbor-groupコマンド 29, 153, 155
show bgp neighborsコマンド 153, 154
show bgp neighborコマンド 26
show bgp pathsコマンド 153, 155
show bgp process detailコマンド 155, 156
show bgp processコマンド 155, 156
show bgp session-groupコマンド 28
show bgp summaryコマンド 153, 155, 156
show bgp vpnv4 unicast summaryコマンド 155, 156
show bgp vrfコマンド 155, 156
show bgpコマンド 153, 154
show eigrp accountingコマンド 300, 302
show eigrp interfacesコマンド 300, 302
show eigrp neighborsコマンド 293, 294, 300, 302
show eigrp topologyコマンド 300, 302
show eigrp trafficコマンド 300, 303
show isis database-logコマンド 344, 348
show isis databaseコマンド 344, 347
show isis interfaceコマンド 359, 362
show isis lsp-logコマンド 344, 347
show isis mpls traffic-eng adjacency-logコマンド 356, 358
show isis mpls traffic-eng advertisementsコマンド 356, 358
show isis mplsコマンド 356, 358
show isis neighborsコマンド 359, 362
show isis spf-logコマンド 363, 365
show isis topologyコマンド 330, 334
show isisコマンド 326, 328
show ospfv3コマンド 437, 438
show ospfコマンド 437, 438
show placement program bgpコマンド 155, 156
show placement program bribコマンド 155, 157
show protocols eigrpコマンド 300, 302
show rpl route-policyコマンド 639
show running-configコマンド 348, 350
shutdownコマンド 133, 134, 148
single-topology 317, 362, 382

IPv6サポート 317
SPF間隔の設定 362

single-topology (続き)
設定（例） 382

single-topologyコマンド 330, 332
site-of-originコマンド 138, 141
soft-reconfiguration inboundコマンド 125, 126
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VRFコマンド 18
vrfコマンド（BFD） 223, 224
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アタッチ 631
アタッチされていない 631
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説明 33
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インターフェイスの属性と制限 413

え
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概要 269, 565
概要 413
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隔離 518
仮想リンク 401, 436
作成 436
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キーロールオーバー 398
機能 269
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グループ化 19, 314
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community-set、インラインセット形式 568
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再配布 536
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作成 436
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実装 564
前提条件 564

指定 649
指定ルータ（DR） 398
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情報の表示 461
処理 586
自律システム 393
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シングルトポロジ 329
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シングルトポロジ、設定 329
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スタティックルート 646, 647, 648, 649, 652, 654, 656, 658
MPLS layer 3 VPN 646
PE-CEルータ間での設定 654
VRFとの関連付け 658
アドミニストレーティブディスタンス 647
再帰 648
指定 649
接続 647
定義 646
フローティング 649, 652, 654
フローティングコンフィギュレーション 652
ルートの最大数 656

スタティックルートのオブジェクトトラッキング 660
スタブエリア 394
スタブエリアおよび Not-So-Stubby Areaタイプ、設定 419
スタブエリアタイプ、設定（OSPFv3） 419
スタブルーティング 277
ステートメント 586, 588

elseif 588
if 588
アクション 588
処理 586
注記 586

ステートメント処理 583
ステートメント、タイプ 586
スプリットホライズン 277
スプリットホライズン、IPのイネーブル化 535

せ

制御 343
制限 316
制約事項 292, 312
制約事項、設定 312
接続 647
設定 19, 22, 158, 312, 314, 321, 326, 329, 343, 348, 423, 444, 448, 454, 459, 
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SPFスロットリング 448
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グレースフルリスタート 459
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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
ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J IN-11

索引



設定 (続き)
制約事項 312
テンプレートの継承 22
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外 423
マルチトポロジ 343
レベル 1またはレベル 2のルーティング 326

設定 481
設定（BGP） 22
設定（OSPFv2） 429
設定および操作、検証 494
設定、グループ化 314
設定の基本 577
設定要素、編集 631
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説明 9, 33, 311, 320, 387, 406, 407, 513
選択的 VRFダウンロード 62
選択的 vrfダウンロードでのラインカードのロールとフィ
ルタ 63
前提条件 514, 564
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双方向フォワーディング検出 11
属性 579, 581
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帯域幅 546
タイプ 399, 400
ダンプニング、ルート 48
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中継エリア 401
中継エリア（OSPFv2） 401
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定義 578, 635, 646
デフォルト 321, 399

IS-IS 321
OSPFv2 399

デフォルトのアドレスファミリ 31, 53

デフォルトのドロップ処理 583
デフォルトルート 321, 399
転送隣接 325
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と

同期 323
MPLS LDP IGP 323

統計情報 517
導入 519
特定のインターフェイス 316

な

内部ルータ 395
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に

認証 397, 398, 429
MD5（OSPFv2） 397
設定（OSPFv2） 429
方法 397
ルート、ロールオーバー（OSPFv2） 398

認証キーチェーンの設定 303
認証、設定 350, 429
認証の設定 353

ね

ネイバー 13, 398
上限（BGP） 13
隣接（OSPFv2） 398

ネイバー、上限 13
ネイバーアドレスファミリコマンド 18, 315
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外 423
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外、設定 423
ネイバー、ブロードキャストネットワーク以外の設定 423
ネイバー、隣接関係 398
ネットワークアップデートのフィルタ 546
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説明 407
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頻度の制御 433
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OSPFv2 SPF 404
フローティング 649, 652, 654
フローティングコンフィギュレーション 652
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検証 584
ステートメント処理 583
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export 599
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interface-inbound 629
interface-outbound 629
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show bgp 596
table policy 598
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ポリシー接続点、default-accept-in 624
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ポリシーの変更 631
アタッチ 631
アタッチされていない 631
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マルチインスタンス IS-IS 320
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マルチエリアの隣接関係 (続き)
概要 413
設定 481

マルチキャストトポロジ 323
マルチトポロジ 317, 343, 382
設定 343
（例） 382

マルチトポロジ、設定 343
マルチトポロジルーティング 334
マルチプロトコル 46
マルチプロトコル BGP 46
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS） 368

LDP IS-IS同期 368
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利点 534
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OSPFv2 399
OSPFv3 400, 410
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隣接関係 410
隣接関係、調整 358
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ルータ 320
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ド 20
ルータ ID 12
ルータを指定（DR） 398
ルーティング 316
ルーティングアップデートの制御または防止 546
ルーティングコンポーネント 393, 394, 395, 398

ABR（エリア境界ルータ） 395
ASBR（自律システム境界ルータ） 395
Not So Stubby Area 394
エリア境界ルータ（ABR） 395
指定ルータ（DR） 398
自律システム 393
スタブエリア 394
内部ルータ 395
バックボーンエリア 394

ルーティングドメインコンフェデレーション 49
ルーティングポリシー 31, 564, 565, 586, 588, 631, 635, 636, 638, 

640, 641
BGPネイバーへのアタッチ 636
インバウンド（例） 640
強制適用、BGP 31
実装 564
前提条件 564

ステートメント 586, 588
elseif 588
if 588
アクション 588
処理 586
注記 586

制約事項、ルーティングポリシーの設定 565
設定要素、編集 631
定義 635
定義（例） 640
変更 638
モジュール型インバウンド（例） 641

ルーティングポリシー、強制適用 31
ルーティングポリシーのオプション 538
ルーティングポリシーのオプション 279
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ルート 321, 365, 382, 399, 444
（IS-IS）のカスタマイズ 365
IS-ISルートの再配布の例 382
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OSPFv2 399
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ルート、再配布 444
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ルートタイマー 536
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