
ポリシーベースルーティングを使用した

Multi-VRF 選択

ポリシーベースルーティング（PBR）を使用したMulti-VRF選択機能を使用すると、プロバイ
ダーエッジ（PE）のデバイス上の指定されたインターフェイスが、IPアクセスリストで定義さ
れているパケット長や一致基準に基づいて、バーチャルプライベートネットワーク（VPN）に
パケットをルーティングできます。

パケットのポリシールーティングによる VPNルーティングおよび転送（VRF）の選択を、ルー
トマップやグローバルルーティングテーブルを介して、または指定されたVRFにイネーブルに
できます。

setコマンドと route mapコマンドを使用して VRFインスタンスのポリシールーティングパケッ
トをイネーブルにできます。

サポートされるハードウェアでの同じインターフェイス上で、ポリシーベースルーティングを

使用したMulti-VRF選択機能と送信元 IPアドレス機能に基づいたMPLS VPN VRF選択機能の両
方を設定できます。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、プラットフォームおよびソフト

ウェアリリースの不具合の検索ツールとリリースノートを参照してください。このモジュール

に記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認す

る場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
の前提条件

•デバイスは、この機能を設定できるようにするために、ポリシーベースルーティング（PBR）
をサポートする必要があります。 PBRをサポートしないプラットフォームでは、送信元 IP
アドレス機能に基づいてMPLS VPN VRF選択を使用します。

•この機能を設定する前に、バーチャルプライベートネットワーク（VPN）の仮想ルーティ
ングおよび転送（VRF）インスタンスを定義する必要があります。 VRFが存在しない場合
は、コンソールにエラーメッセージが表示されます。

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
の制限事項

•ルーティングを支援するすべてのコマンドは、ハードウェアスイッチングもサポートしま
す。ただし、CiscoDiscoveryProtocol情報はラインカード上で使用できないため、set ipnext-hop
verify availabilityコマンドは除きます。

•プロトコル独立マルチキャスト（PIM）およびマルチキャストパケットはポリシーベース
ルーティング（PBR）をサポートしていません。また、この機能の一致基準になっている送
信元 IPアドレスには、PIMとマルチキャストパケットを設定できません。

• set vrfおよび set ip global next-hopコマンドは、set default interface、set interface、set ip
default next-hop、および set ip next-hopコマンドとともに設定できます。ただし、set vrfお
よび set ip global next-hopコマンドは、set default interface、set interface、set ip default
next-hop、および set ip next-hopコマンドより優先されます。これら 3つの setコマンドのい
ずれかとともに set vrfコマンドを設定しようとした場合、エラーメッセージは表示されませ
ん。
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•ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選択機能は IPプレフィックスリストで
は設定できません。

• set globalおよび set vrfコマンドは、ルートマップに同時に適用することはできません。

•ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選択機能は、VRF-lite、つまり、デバイ
スで実行される IPルーティングプロトコルだけをサポートします。マルチプロトコルラベ
ルスイッチング（MPLS）およびバーチャルプライベートネットワーク（VPN）は設定でき
ません。ただし、set vrfコマンドは、MPLS VPNシナリオで機能します。

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
に関する情報

一致基準に基づいた VPN トラフィックのポリシールーティング
ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選択機能は、送信元 IPアドレスに基づくMPLS
VPN VRF選択機能を拡張したものです。ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選
択機能では、一致基準に基づいて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
ポリシールーティングできます。一致基準は、IPアクセスリストに定義されるか、またはパケッ
ト長に基づいて定義されます。シスコソフトウェアがサポートする一致基準は、次のとおりで

す。

• IPアクセスリスト：IPアドレス、IPアドレスの範囲、および他の IPパケットアクセスリ
ストのフィルタリングオプションに基づいて、一致基準を定義します。サポートされるア

クセスリストは、名前付きアクセスリスト、番号付きアクセスリスト、標準アクセスリス

ト、および拡張アクセスリストです。一致基準の定義にはシスコソフトウェアのすべての

IPアクセスリスト設定オプションを使用できます。

•パケット長：パケットの長さ（バイト単位）に基づいて、一致基準を定義します。パケット
長フィルタは、match lengthルートマップコンフィギュレーションコマンドを使用してルー
トマップに定義されます。

ポリシールーティングはルートマップで定義します。ルートマップは、ip policy route-mapイン
ターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して着信インターフェイスに適用します。

IPアクセスリストは、match ip addressルートマップコンフィギュレーションコマンドを使用し
て、ルートマップに適用されます。パケット長の一致基準は、match lengthルートマップコン
フィギュレーションコマンドを使用してルートマップに適用されます。 setアクションは、set
vrfルートマップコンフィギュレーションコマンドを使用して定義されます。一致基準が評価さ
れ、適切なVRFが setコマンドによって選択されます。この組み合わせを使用すると、着信VPN
トラフィックの一致基準を定義し、VPNパケットをポリシーに従って適切な仮想ルーティングお
よび転送（VRF）インスタンスにルーティングできます。
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ポリシーベースルーティングの set コマンド

VRF インスタンスのポリシールーティングパケット
仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスのポリシールーティングパケットをイネーブ
ルにするには、次の setコマンドとともにルートマップコマンドを使用できます。これらは、デ
バイスがパケットのルーティング中に使用する順で一覧されています。

• set tos：IPパケットのヘッダーのタイプオブサービス（TOS）ビットを設定します。

• set df：IPパケットのヘッダーの Don’t Fragment（DF）ビットを設定します。

• setvrf：指定されたインターフェイスを介してパケットをルーティングします。宛先インター
フェイスは VRFインスタンスにだけ属することができます。

• set global：グローバルルーティングテーブルを使用してパケットをルーティングします。
このコマンドは、特定の VRFに属する入力パケットをグローバルルーティングテーブルを
介してルーティングする場合に有効です。

• set ip vrf next-hop：指定された VRFの下に IPv4ネクストホップがある必要がある場合の、
ポリシールーティングのルートマップの一致基準を満たす IPv4パケットの出力先を示して
います。

• set ipv6 vrf next-hop：指定されたVRFの下に IPv6ネクストホップがある必要がある場合の、
ポリシールーティングのルートマップの一致基準を満たす IPv6パケットの出力先を示して
います。

• set ip global next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致基準を満たしたパケッ
トのうち、シスコソフトウェアでグローバルルーティングテーブルが使用されている IPv4
パケットの転送先を示しています。 globalキーワードは、IPv4ネクストホップがグローバル
ルーティングテーブル下にあることを明示的に定義します。

• set ipv6 global next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致基準を満たしたパケッ
トのうち、シスコソフトウェアでグローバルルーティングテーブルが使用されている IPv6
パケットの転送先を示しています。 globalキーワードは、IPv6ネクストホップがグローバル
ルーティングテーブル下にあることを明示的に定義します。

• set interface：パケットが VRFに入るときに、レイヤ 2書き換え情報を使用できる場合は、
set interfaceポリシーに従って同じ VRF下の出力インターフェイスからパケットをルーティ
ングします。

• set ip default vrf：IPv4継承 VRFルーティングと、VRF間ルーティングを提供します。継承
VRFルーティングでは、VRFインターフェイスに到着する IPv4パケットは、同じ出力 VRF
インターフェイスでルーティングされます。 VRF間ルーティングでは、VRFインターフェ
イスに到着する IPv4パケットは、他の出力 VRFインターフェイスのいずれかを介してルー
ティングされます。

• set ipv6 default vrf：IPv6の継承 VRFルーティングと、VRF間ルーティングを提供します。
継承 VRFルーティングでは、VRFインターフェイスに到着する IPv6パケットは、同じ出力
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VRFインターフェイスでルーティングされます。 VRF間ルーティングでは、VRFインター
フェイスに到着する IPv6パケットは、他の出力 VRFインターフェイスのいずれかを介して
ルーティングされます。

• set ip default global：グローバルルーティングに IPv4 VRFを提供します。

• set ipv6 default global：グローバルルーティングに IPv6 VRFを提供します。

• set default interface：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパケット
のうち、宛先に対する明示ルートを持っていないパケットの出力先を示します。インター

フェイスは任意の VRFに属することができます。

• set ip default next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパケッ
トのうち、シスコソフトウェアが宛先に対する明示ルートを持っていない IPv4パケットの
出力先を指定します。

• set ipv6 default next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパ
ケットのうち、シスコソフトウェアが宛先に対する明示ルートを持っていない IPv6パケッ
トの出力先を指定します。

通常のルーティングおよび転送動作の変更

ポリシーベースルーティング（PBR）を設定するときに、標準のルーティングおよび転送動作を
変更するために次の 6種類の setコマンドを使用できます。 set ip next-hopコマンドの潜在的な例
外を除き、これらの setコマンドを設定すると、パケットが仮想ルーティングおよび転送（VRF）
インスタンスに属していない場合は、インターフェイスに入るパケットのルーティング動作がオー

バーライドされます。パケットはグローバルルーティングテーブルを介して出力インターフェ

イスからルーティングされます。

• set default interface：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパケット
のうち、宛先に対する明示ルートを持っていないパケットの出力先を示します。

• set interface：パケットが VRFインターフェイスに入るときに、レイヤ 2書き換え情報を使
用できる場合は、set interfaceポリシーに従って同じ VRF下の出力インターフェイスからパ
ケットをルーティングします。

インターフェイスはピアツーピア（P2P）インターフェイスである必要があり
ます。

（注）

• set ip default next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパケッ
トのうち、シスコソフトウェアが宛先に対する明示ルートを持っていない IPv4パケットの
出力先を指定します。

• set ipv6 default next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパ
ケットのうち、シスコソフトウェアが宛先に対する明示ルートを持っていない IPv6パケッ
トの出力先を指定します。
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• set ip next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たした IPv4パケット
の出力先を指定します。 IPv4パケットがVRFインターフェイスで受信され、同じVPN内の
別のインターフェイスから送信されている場合、着信パケットのVRFのコンテキストはイン
ターフェイスから継承されます。

• set ipv6 next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たした IPv6パケッ
トの出力先を指定します。 IPv6パケットがVRFインターフェイスで受信され、同じバーチャ
ルプライベートネットワーク（VPN）内の別のインターフェイスから送信されている場合、
着信パケットの VRFのコンテキストはインターフェイスから継承されます。

継承 VRF、VRF 間、および VRF からグローバルへのルーティングのサポート
ポリシーベースルーティング（PBR）を使用したMulti-VRF選択機能は、継承 VRFおよび VRF
間ルーティングをサポートします。継承 VRFルーティングでは、仮想ルーティングおよび転送
（VRF）インターフェイスに到着するパケットは、同じ出力VRFインターフェイスによってルー
ティングされます。VRF間ルーティングでは、VRFインターフェイスに到着するパケットは、他
の出力 VRFインターフェイスのいずれかを介してルーティングされます。

VRFからグローバルへのルーティングによって、任意のVRFインターフェイスに入るパケットが
グローバルルーティングテーブルを介してルーティングされます。パケットがVRFインターフェ
イスに到着すると、宛先のルックアップは、通常、対応するVRFテーブルでのみ実行されます。
パケットがグローバルインターフェイスに到着した場合、宛先のルックアップはグローバルルー

ティングテーブルで実行されます。

ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選択機能は、継承VRF、VRF間、およびVRF
からグローバルへのルーティングをサポートするために、次の setコマンドを変更します。これ
らのコマンドは、デバイスがパケットのルーティング中に使用する順で示されています。

• set global：グローバルルーティングテーブルを使用してパケットをルーティングします。
このコマンドは、特定の VRFに属する入力パケットをグローバルルーティングテーブルを
介してルーティングする場合に有効です。

• set ip global next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致基準を満たしたパケッ
トのうち、シスコソフトウェアでグローバルルーティングテーブルが使用されている IPv4
パケットの転送先を示しています。

• set ipv6 global next-hop：ポリシールーティングのルートマップの一致基準を満たしたパケッ
トのうち、シスコソフトウェアでグローバルルーティングテーブルが使用されている IPv6
パケットの転送先を示しています。

• set ip vrf next-hop：デバイスが VRFテーブルの IPv4ネクストホップをルックアップするよ
うにします。 IPv4パケットが VRFに属するインターフェイスに到着し、パケットが別の
VRF経由でルーティングされる必要がある場合は、set ip vrf next-hopコマンドを使用できま
す。

• set ipv6 vrf next-hop：デバイスが VRFテーブルの IPv6ネクストホップをルックアップする
ようにします。 IPv6パケットが VRFに属するインターフェイスに到着し、パケットが別の
VRF経由でルーティングされる必要がある場合は、set ipv6 vrf next-hopコマンドを使用でき
ます。
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• set ip default vrf：IPv4継承 VRFルーティングと、VRF間ルーティングを提供します。 IPv4
継承 VRFルーティングでは、VRFインターフェイスに到着する IPv4パケットは、同じ出力
VRFインターフェイスでルーティングされます。 VRF間ルーティングでは、VRFインター
フェイスに到着する IPv4パケットは、他の出力 VRFインターフェイスのいずれかを介して
ルーティングされます。

• set ipv6 default vrf：IPv6の継承 VRFルーティングと、VRF間ルーティングを提供します。
IPv6継承 VRFルーティングでは、VRFインターフェイスに到着する IPv6パケットは、同じ
出力 VRFインターフェイスでルーティングされます。 VRF間ルーティングでは、VRFイン
ターフェイスに到着する IPv6パケットは、他の出力 VRFインターフェイスのいずれかを介
してルーティングされます。

• set interface：パケットが VRFに入るときに、レイヤ 2書き換え情報を使用できる場合は、
set interfaceポリシーに従って同じ VRF下の出力インターフェイスからパケットをルーティ
ングします。

• set default interface：ポリシールーティングのルートマップの一致条件を満たしたパケット
のうち、宛先に対する明示ルートを持っていないパケットの出力先を示します。インター

フェイスは任意の VRFに属することができます。

• set ip next-hop：IPv4パケットを、グローバルルーティングテーブルを介して IPv4間のルー
ティングおよび転送環境でルーティングします。

• set ipv6 next-hop：IPv6パケットを、グローバルルーティングテーブルを介して IPv6間の
ルーティングおよび転送環境でルーティングします。

• setvrf：ルートマップでマッチングが適切に行われた後で、適切なVRFを選択します。VRS
対応 PSVでは、VRF間（または VRFから VRFへの）スイッチングが許可されます。

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
の設定方法

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択の一致基準の
定義

デフォルトのルーティングと転送を使用する代わりに選択的にパケットをルーティングするため

に、ポリシーベースルーティング（PBR）を使用したMulti-VRF選択機能の一致基準を定義しま
す。

ポリシーベースルーティング（PBR）を使用したMulti-VRF選択の一致基準は、アクセスリスト
で定義します。標準アクセスリスト、名前付きアクセスリスト、および拡張アクセスリストが

サポートされています。

match lengtルートマップコンフィギュレーションコマンドを設定して、パケット長に基づいて
一致基準を定義できます。この設定オプションはすべてルートマップの中だけで定義されます。

IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
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ここでは、PBRルート選択を設定する方法について説明します。

標準アクセスリストとともにポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選
択の設定

はじめる前に

ここでは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンス、および関連する IPアドレスがす
でに定義されていると見なされます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. access-list access-list-number {deny | permit} [source source-wildcard] [log]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

アクセスリストを作成し、ルートマップの一致基準を定義します。access-list access-list-number {deny
| permit} [source source-wildcard]
[log]

ステップ 3   

•一致基準は、IPアドレス、IPアドレスの範囲、および他の IP
パケットアクセスリストのフィルタリングオプションに基づ

例：

Device(config)# access-list 40

いて定義できます。サポートされるアクセスリストは、名前

付きアクセスリスト、番号付きアクセスリスト、標準アクセ

スリスト、および拡張アクセスリストです。一致基準を定義permit source 10.1.1.0/24
0.0.0.255 するために、すべての IPアクセスリスト設定オプションを使

用できます。

•この例は、番号 40の標準アクセスリストを作成しています。
このフィルタは、10.1.1.0/24サブネット内の IPアドレスを持つ
すべてのホストからのトラフィックを許可します。
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名前付き拡張アクセスリストとともにポリシーベースルーティングを使用した

Multi-VRF 選択の設定
名前付き拡張アクセスリストでポリシーベースルーティング（PBR）を使用したMulti-VRF選択
を設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

ここでは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンス、および関連する IPアドレスがす
でに定義されていると見なされます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip access-list {standard | extended} [access-list-name | access-list-number]
4. [sequence-number] {permit | deny} protocol source source-wildcard destination destination-wildcard

[option option-value] [precedence precedence] [tostos] [ttl operator-vaue] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

IPアクセスリストのタイプを指定し、対応するアクセスリ
ストコンフィギュレーションモードを開始します。

ip access-list {standard | extended}
[access-list-name | access-list-number]

例：

Device(config)# ip access-list extended
NAMEDACL

ステップ 3   

•標準、拡張、または名前付きアクセスリストを指定で
きます。

アクセスリストでパケットを許可または拒否する基準を定義

します。

[sequence-number] {permit | deny} protocol
source source-wildcard destination
destination-wildcard [option option-value]

ステップ 4   

•一致基準は、IPアドレス、IPアドレスの範囲、および
他の IPパケットアクセスリストのフィルタリングオプ

[precedence precedence] [tostos] [ttl

IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
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目的コマンドまたはアクション

operator-vaue] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

ションに基づいて定義できます。サポートされるアク

セスリストは、名前付きアクセスリスト、番号付きア

例：

Device(config-ext-nacl)# permit ip any
any option any-options

クセスリスト、標準アクセスリスト、および拡張アク

セスリストです。一致基準を定義するために、すべて

の IPアクセスリスト設定オプションを使用できます。

•この例は、設定された IPオプションをすべて許可する
名前付きアクセスリストを作成しています。

ルートマップでの Multi-VRF 選択の設定
着信パケットは、ルートマップに定義された一致基準を使用してフィルタリングされます。マッ

チングが適切に行われたあと、setコマンドコンフィギュレーションによって、アウトバウンド
バーチャルプライベートネットワーク（VPN）パケットをポリシーに従ってルーティングする
VRFが決定されます。

はじめる前に

ルートマップを設定する前に仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを定義する必要
があります。そうしないと、エラーメッセージがコンソールに表示されます。

受信エントリは、ip vrf receiveコマンドを使用して VRF選択テーブルに追加する必要がありま
す。ルートマップでmatchと setの処理が行われたときにローカルVRFテーブルに受信エントリ
がない場合、パケットの宛先がローカルであればそのパケットはドロップされます。

   IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
1000）

10

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
ルートマップでの Multi-VRF 選択の設定



手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]
4. 次のいずれかを実行します。

• set ip vrf vrf-name next-hop global-ipv4-address [...global-ipv4-address]

• set ipv6 vrf vrf-name next-hop global-ipv6-address [...global-ipv6-address]

• set ip next-hop recursive vrf global-ipv4-address [...global-ipv4-address]

• set ip global next-hop global-ipv4-address [...global-ipv4-address]

• set ipv6 global next-hop global-ipv6-address [...global-ipv6-address]

5. 次のいずれかを実行します。

• match ip address {acl-number [acl-name | acl-number]}

• match length minimum-lengthmaximum-length

6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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

コルへルートを再配布する条件を定義するか、ポリシールー

ティングをイネーブルにします。

route-map map-tag [permit | deny]
[sequence-number]

例：

Device(config)# route-map map1 permit 10

ステップ 3   

•ルートマップコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
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目的コマンドまたはアクション

指定された VRFよりも IPv4ネクストホップが低い必要が
ある場合に、ポリシールーティングのルートマップの一致

基準を満たすパケットを転送する宛先を示します。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• set ip vrf vrf-name next-hop
global-ipv4-address [...global-ipv4-address]

指定された VRFよりも IPv6ネクストホップが低い必要が
ある場合に、ポリシールーティングのルートマップの一致

基準を満たすパケットを転送する宛先を示します。

• set ipv6 vrf vrf-name next-hop
global-ipv6-address [...global-ipv6-address]

• set ip next-hop recursive vrf
global-ipv4-address [...global-ipv4-address] ルートマップに設定されている一致基準を満たすパケット

のために宛先またはネクストホップが使用される IPv4アド
レスを示します。

• set ip global next-hop global-ipv4-address
[...global-ipv4-address]

ソフトウェアがグローバルルーティングテーブルを使用す

るポリシールーティングのルートマップの一致条件を満た

すパケットを転送するための IPv4アドレスを示します。

• set ipv6 global next-hop
global-ipv6-address [...global-ipv6-address]

例：

Device(config-route-map)# set ip vrf myvrf
next-hop 10.0.0.0

ソフトウェアがグローバルルーティングテーブルを使用す

るポリシールーティングのルートマップの一致条件を満た

すパケットを転送するための IPv6アドレスを示します。

例：

Device(config-route-map)# set ipv6 vrf
myvrf next-hop 2001.DB8:4:1::1/64

例：

Device(config-route-map)# set ip next-hop
recursive vrf 10.0.0.0

例：

Device(config-route-map)# set ip global
next-hop 10.0.0.0

例：

Device(config-route-map)# set ipv6 global
next-hop 2001.DB8:4:1::1/64

標準アクセスリストまたは拡張アクセスリストで宛先ネッ

トワーク番号のアドレスが許可されているルートを配布し、

次のいずれかを実行します。ステップ 5   

• match ip address {acl-number [acl-name |
acl-number]} 一致したパケットのポリシールーティングを行います。 IP

アクセスリストがサポートされます。
• match length
minimum-lengthmaximum-length •この例は、標準アクセスリスト 1を使用して一致基準

を定義するように、ルートマップを設定しています。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Device(config-route-map)# match ip address

IPヘッダー中のレイヤ 3パケット長をクラスマップ中の一
致条件として指定します。

•この例は、長さが 3～ 200バイトのパケットに一致す
るルートマップを設定しています。

1
or

例：

Device(config-route-map)# match length 3
200

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-route-map)# end

ステップ 6   

インターフェイスでポリシーベースルーティングと IP VRF 受信を使用
した Multi-VRF 選択の設定

ルートマップは、ip policy route-mapインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用
して着信インターフェイスに適用されます。

送信元 IPアドレスは仮想ルーティングおよび転送（VRF）選択テーブルに追加する必要がありま
す。 VRF選択は一方向（単一方向）の機能で、着信インターフェイスに適用されます。ルート
マップで matchと setの処理が行われたときにローカル VRFテーブルに受信エントリがない場
合、パケットの宛先がローカルであればそのパケットはドロップされます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number [name-tag]
4. ip policy route-map map-tag
5. ip vrf receive vrf-name
6. end

IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、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 [name-tag]

例：

Device(config)# interface
FastEthernet 0/1/0

ステップ 3   

インターフェイスでポリシールーティングに使用するルー

トマップを特定します。

ip policy route-map map-tag

例：

Device(config-if)# ip policy
route-map map1

ステップ 4   

•この設定例は、map1という名前のルートマップをイ
ンターフェイスに付加しています。

インターフェイスに関連付けられた IPアドレスを VRF
テーブルに追加します。

ip vrf receive vrf-name

例：

Device(config-if)# ip vrf receive
VRF-1

ステップ 5   

•このコマンドは、VRF選択に使用されるVRFごとに
設定する必要があります。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 6   

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択の設定の確認
ポリシーベースルーティング（PBR）を使用したMulti-VRF選択機能の設定を確認するには、次
の手順を実行します。コマンドは任意の順序で入力できます。
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1000）

14

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択の設定の確認



手順の概要

1. show ip access-list [access-list-number | access-list-name]
2. show route-map [map-name]
3. show ip policy

手順の詳細

ステップ 1 show ip access-list [access-list-number | access-list-name]
ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選択の一致基準の設定を確認します。コマンド出力
には、3つの標準アクセスリストに一致基準として定義された 3つのサブネット範囲が表示されます。

例：

Device# show ip access-list

Standard IP access list 40
10 permit 10.1.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
Standard IP access list 50
10 permit 10.2.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
Standard IP access list 60
10 permit 10.3.0.0, wildcard bits 0.0.255.255

ステップ 2 show route-map [map-name]
ルートマップ内の matchおよび setコマンドを確認します。

例：

Device# show route-map

出力には、各ルートマップシーケンスの一致基準および設定アクションが表示されます。また、出力に

は、ルートマップシーケンスごとに、ポリシールーティングが行われたパケット数とバイト数も表示さ

れます。

例：

Device# show route-map map1

route-map map1, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
ip next-hop vrf myvrf 10.5.5.5 10.6.6.6 10.7.7.7
ip next-hop global 10.8.8.8 10.9.9.9
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
Device# show route-map map2
route-map map2, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
vrf myvrf
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
Device# show route-map map3
route-map map3, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
global
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
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次の show route-mapコマンドは、set ip vrf next-hopコマンドの出力を表示します。

例：

Device(config)# route-map test

Device(config-route-map)# set ip vrf myvrf next-hop
Device(config-route-map)# set ip vrf myvrf next-hop 192.168.3.2
Device(config-route-map)# match ip address 255 101
Device(config-route-map)# end
Device# show route-map

route-map test, permit, sequence 10
Match clauses:
ip address (access-lists): 101
Set clauses:
ip vrf myvrf next-hop 192.168.3.2
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

次の show route-mapコマンドは、set ip globalコマンドの出力を表示します。

例：

Device(config)# route-map test
Device(config-route-map)# match ip address 255 101
Device(config-route-map)# set ip global next-hop 192.168.4.2
Device(config-route-map)# end
Device# show route-map

*May 25 13:45:55.551: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleout-map
route-map test, permit, sequence 10
Match clauses:
ip address (access-lists): 101
Set clauses:
ip global next-hop 192.168.4.2
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

ステップ 3 show ip policy
ポリシーベースルーティングを使用したMulti-VRF選択のポリシーを確認します。

例：

Device# show ip policy

次の show ip policyコマンド出力には、ポリシールーティングを設定したインターフェイスおよび関連付
けられたルートマップが表示されます。

例：

Device# show ip policy

Interface Route map
FastEthernet0/1/0 PBR-VRF-Selection
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ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
の設定例

例：ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択の一致基
準の定義

次に、3つの標準アクセスリストを作成して、3つの異なるサブネットワークの一致基準を定義
する例を示します。 FastEthernetインターフェイス 0/1/0で受信されたすべてのパケットは、
PBR-VRF-Selectionルートマップを経由して、同じルートマップシーケンスで一致した仮想ルー
ティングおよび転送（VRF）にルーティングされます。パケットの送信元 IPアドレスが10.1.0.0/24
サブネットに含まれる場合は、ルーティングおよび転送に VRF1が使用されます。

access-list 40 permit source 10.1.0.0 0.0.255.255
access-list 50 permit source 10.2.0.0 0.0.255.255
access-list 60 permit source 10.3.0.0 0.0.255.255
route-map PBR-VRF-Selection permit 10
match ip address 40
set vrf VRF1
!
route-map PBR-VRF-Selection permit 20
match ip address 50
set vrf VRF2
!
route-map PBR-VRF-Selection permit 30
match ip address 60
set vrf VRF3
!
interface FastEthernet 0/1/0
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
ip vrf forwarding VRF4
ip policy route-map PBR-VRF-Selection
ip vrf receive VRF1
ip vrf receive VRF2
ip vrf receive VRF3

例：ルートマップでの Multi-VRF 選択の設定
次の例は、myvrfという名前の仮想ルーティングおよび転送（VRF）インターフェイスにポリシー
ベースルーティングを適用し、ネクストホップの IPアドレスを 10.0.0.2として指定する set ip vrf
next-hopコマンドを示します。

Device(config)# route-map map1 permit
Device(config)# set vrf myvrf
Device(config-route-map)# set ip vrf myvrf next-hop 10.0.0.2
Device(config-route-map)# match ip address 101
Device(config-route-map)# end

次の例は、デバイスがグローバルルーティングテーブルでネクストホップアドレス 10.0.0.1を
使用するように指定する、set ip globalコマンドを示します。

Device(config-route-map)# set ip global next-hop 10.0.0.1

IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
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『Cisco IOS Security Command Reference』IPアクセスリストコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリ

ソースを提供しています。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

   IP ルーティング：プロトコル非依存コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR
1000）

18

ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択
その他の関連資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mpls/command/mp-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mpls/command/mp-cr-book.html
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1：ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択の機能情報

機能情報リリース機能名

ポリシーベースルーティング

（PBR）を使用したMulti-VRF
選択機能を使用すると、プロバ

イダーエッジ（PE）のルータ
上の指定されたインターフェイ

スが、IPアクセスリストで定
義されているパケット長や一致

基準に基づいて、バーチャルプ

ライベートネットワーク

（VPN）にパケットをルーティ
ングできます。この機能と、

MPLS VPN送信元 IPアドレス
に基づく VRF選択機能は、同
じインターフェイス上で一緒に

設定できます。

この機能は、Cisco IOS Release
12.2(33)SRB1で導入されまし
た。

サポートは、Cisco IOS Release
12.2(33)SXH1で追加されまし
た。

この機能は、Cisco IOS Release
12.4(24)Tで統合されました。

Cisco IOS XE Release 2.2では、
この機能は Cisco ASR 1000シ
リーズアグリゲーションサー

ビスルータに実装されました。

次のコマンドが変更されまし

た。set ip global next-hop およ
び set ip vrf next-hop。

12.2(33)SRB1

12.2(33) SXH1

12.4(24)T

Cisco IOS XE Release 2.2

ポリシーベースルーティング

（PBR）を使用したMulti-VRF
選択
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ポリシーベースルーティングを使用した Multi-VRF 選択の機能情報



機能情報リリース機能名

この機能は、Cisco IOS Release
15.2(2)Sで導入されました。

Cisco IOSXERelease 3.6Sでは、
この機能は Cisco ASR 1000シ
リーズアグリゲーションサー

ビスルータに導入されました。

次のコマンドが導入されまし

た。set ipv6 default next-hop、
set ipv6 next-hop (PBR)

15.2(2)S

Cisco IOS XE Release 3.6S
IPv6 VRF対応 PBRのネクスト
ホップの機能拡張

用語集
CEデバイス：カスタマーエッジデバイス。カスタマーネットワークに属し、プロバイダーエッ
ジ（PE）デバイスとのインターフェイスとなるデバイス。

継承 VRFルーティング：VRFインターフェイスに到着したパケットは、同じ出力 VRFインター
フェイスでルーティングされます。

VRF間ルーティング：VRFインターフェイスに到着するパケットは、他の出力 VRFのインター
フェイス経由でルーティングされます。

IP：Internet Protocol（インターネットプロトコル）。TCP/IPスタックにおいてコネクションレス
型のネットワーク間サービスを提供するネットワーク層プロトコル。 IPでは、アドレッシング、
タイプオブサービス指定、フラグメンテーションと再編成、セキュリティなどの機能が提供され

ます。 RFC 791に定義されています。

PBR：Policy-Based Routing（ポリシーベースルーティング）。 PBRでは、受信パケットをどのよ
うにルーティングするかをユーザが手動で設定することができます。

PEデバイス：プロバイダーエッジデバイス。サービスプロバイダーのネットワークの一部であ
り、CEデバイスに接続されたデバイス。これは、スタティックルーティングまたはBGP、RIPv1、
RIPv2などのルーティングプロトコルを使用してCEデバイスとルーティング情報を交換します。

VPN：バーチャルプライベートネットワーク。共通のルーティングテーブルを共有するサイト
のコレクション。VPNは、ISPバックボーンネットワーク上で帯域幅を共有するための安全な方
法を提供します。

VRF：VPN Routing and Forwarding（VPNルーティングおよび転送）インスタンス。 VRFは、IP
ルーティングテーブル、取得されたルーティングテーブル、そのルーティングテーブルを使用

する一連のインターフェイス、ルーティングテーブルに登録されるものを決定する一連のルール

およびルーティングプロトコルで構成されています。

VRF-Lite：サービスプロバイダーが複数のVPNをサポートし、VPN間で IPアドレスを重複して
使用できるようにする機能。
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1000）
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