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はじめに

Cisco NCS 5000シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイドの「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, xi 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, xi ページ

マニュアルの変更履歴
次の表に、初版後、本書に行われた変更の履歴を示します。

変更点日付

このマニュアルの初版2015年 12月

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What'sNew inCiscoProductDocumentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.htmlから入手できます。

『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、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
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSSフィードは無料のサービスです。

Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x

xi

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
6.0.x

xii

はじめに

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート



第 1 章

IS-IS の実装

Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、インターネットプロトコルバー
ジョン4（IPv4）は、標準ベースの内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。Ciscoソフトウェ
アは、国際標準化機構（ISO）/International 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ネットワークで IS-IS（IPv4および IPv6）を実装する方法に
ついて説明します。

現在は、デフォルトの VRFのみがサポートされています。VPNv4、VPNv6および VPNルー
ティング/転送（VRF）のアドレスファミリ、L3VPNおよびマルチキャストは、今後のリリー
スでサポートされる予定です。

（注）

• IS-ISの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, 2 ページ

• IS-ISのルートのカスタマイズ, 3 ページ

• RIBにプレフィックスを追加するためのプライオリティの設定, 7 ページ

• IS-ISのインターフェイス, 8 ページ

• LSPフラッディングの制限, 11 ページ

• IS-IS認証, 15 ページ

• IS-IS過負荷ビット無効化, 19 ページ

• IS-ISの参照, 20 ページ
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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 isisinstance-id
3. netnetwork-entity-title
4. is-type {level-1 | level-1-2| level-2-only}
5. commit
6. show isis [instanceinstance-id] protocol

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp

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。

•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。

ステップ 3 netnetwork-entity-title

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# net 47.0004.004d.0001.0001.0c11.1110.00

   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
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ルーティングインスタンスの Network Entity Title（NET）を設定します。

•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。

ステップ 4 is-type {level-1 | level-1-2| level-2-only}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# is-type level-2-only

（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。

•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。

ステップ 5 commit

ステップ 6 show isis [instanceinstance-id] protocol

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show isis protocol

（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。

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。

Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x
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手順の概要

1. configure
2. router isisinstance-id
3. set-overload-bit[on-startup {delay | wait-for-bgp}][level {1 | 2}]
4. address-family {ipv4| ipv6} [unicast]
5. default-information originate [route-policyroute-policy-name]
6. redistribute isisinstance [level-1 | level-2 | level-1-2] [metricmetric] [metric-type{internal | external}]

[policypolicy-name]
7. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefixaddress/prefix-length[level {1 | 2}]

• summary-prefixipv6-prefix/prefix-length[level {1 | 2}]

8. maximum-pathsroute-number
9. distanceweight [address/prefix-length [route-list-name]]
10. set-attached-bit
11. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp

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。

•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。

ステップ 3 set-overload-bit[on-startup {delay | wait-for-bgp}][level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# set-overload-bit

（任意）過負荷ビットを設定します。

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）

ステップ 4 address-family {ipv4| ipv6} [unicast]
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# address-family ipv4 unicast

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。

ステップ 5 default-information originate [route-policyroute-policy-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# default-information originate

（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。

• 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。

ステップ 6 redistribute isisinstance [level-1 | level-2 | level-1-2] [metricmetric] [metric-type{internal | external}]
[policypolicy-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# redistribute isis 2 level-1

（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。

•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。

ステップ 7 次のいずれかを実行します。

• summary-prefixaddress/prefix-length[level {1 | 2}]

• summary-prefixipv6-prefix/prefix-length[level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# summary-prefix 10.1.0.0/16 level 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# summary-prefix 3003:xxxx::/24 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。

•この例では、IPv4アドレスおよびマスクを指定します。

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 RFC 2373に記載された形式にする必要があ
り、16ビット値をコロンで区切った 16進でアドレスを指定します。
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• 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。

ステップ 8 maximum-pathsroute-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# maximum-paths 16

（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。

ステップ 9 distanceweight [address/prefix-length [route-list-name]]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# distance 90

（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。

• 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。

ステップ 10 set-attached-bit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# set-attached-bit

（任意）IS-ISインスタンスにレベル 1 LSP内の attachedビットを設定します。

ステップ 11 commit

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。

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
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!
interface HundredGigE 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 HundredGigE 0/1/0/0
address-family ipv4 unicast

RIB にプレフィックスを追加するためのプライオリティ
の設定

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 isisinstance-id
3. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]
4. metric-style wide [transition] [level {1 | 2}]
5. spf prefix-priority [level {1 | 2}] {critical | high |medium} {access-list-name | tagtag}
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp

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。この例では、IS-ISインスタンスは ispと呼ばれます。

ステップ 3 address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# address-family ipv4 unicast
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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。

ステップ 4 metric-style wide [transition] [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# metric-style wide level 1

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。

ステップ 5 spf prefix-priority [level {1 | 2}] {critical | high |medium} {access-list-name | tagtag}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# spf prefix-priority high tag 3

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。

ステップ 6 commit

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。

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 isisinstance-id
3. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]
4. metric-style wide [transition] [level {1 | 2}]
5. exit
6. interfacetype number
7. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]
8. tagtag
9. commit
10. show isis[ipv4| ipv6 | afi-all] [unicast | safi-all] route [detail]

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp

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。この例では、IS-ISインスタンスは ispと呼ばれます。

ステップ 3 address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# address-family ipv4 unicast

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。

ステップ 4 metric-style wide [transition] [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# metric-style wide level 1

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。

ステップ 5 exit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)# exit

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。

ステップ 6 interfacetype number
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# interface HundredGigE 0/1/0/3

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。

ステップ 7 address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# address-family ipv4 unicast

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。

ステップ 8 tagtag

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# tag 3

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。

ステップ 9 commit

ステップ 10 show isis[ipv4| ipv6 | afi-all] [unicast | safi-all] route [detail]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# show isis ipv4 route detail

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。

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
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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

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。

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/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 1200 level 2
RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 1100 level 1
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手順の概要

1. configure
2. router isisinstance-id
3. lsp-refresh-intervalseconds [level {1 | 2}]
4. lsp-check-intervalseconds [level {1 | 2}]
5. lsp-gen-interval {[initial-waitinitial| secondary-waitsecondary|maximum-waitmaximum] ...} [level{1

| 2}]
6. lsp-mtubytes [level {1 | 2}]
7. max-lsp-lifetimeseconds [level {1 | 2}]
8. ignore-lsp-errorsdisable
9. interfacetype interface-path-id
10. lsp-intervalmilliseconds [level {1 | 2}]
11. csnp-intervalseconds [level {1 | 2}]
12. retransmit-intervalseconds [level {1 | 2}]
13. retransmit-throttle-intervalmilliseconds[level {1 | 2}]
14. mesh-group{number | blocked}
15. commit
16. show isisinterface [typeinterface-path-id | level {1 | 2}] [brief]
17. show isis [instanceinstance-id] database [level {1 | 2}] [detail | summary | verbose] [* | lsp-id]
18. show isis [instanceinstance-id] lsp-log [level {1 | 2}]
19. show isis database-log [level {1 | 2}]

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp

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。

• 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。

ステップ 3 lsp-refresh-intervalseconds [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 10800

（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。

   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
6.0.x

12

IS-IS の実装
IS-IS の LSP フラッディングの制御



•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。

ステップ 4 lsp-check-intervalseconds [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-check-interval 240

（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。

•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。

ステップ 5 lsp-gen-interval {[initial-waitinitial| secondary-waitsecondary|maximum-waitmaximum] ...} [level{1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-gen-interval maximum-wait 15 initial-wait 5

（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。

•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。

ステップ 6 lsp-mtubytes [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-mtu 1300

（任意）LSPの最大伝送単位（MTU）サイズを設定します。

ステップ 7 max-lsp-lifetimeseconds [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# max-lsp-lifetime 11000

（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。

•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。

ステップ 8 ignore-lsp-errorsdisable

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# ignore-lsp-errors disable

（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。

ステップ 9 interfacetype interface-path-id
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# interface HundredGigE 0/1/0/3

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。

ステップ 10 lsp-intervalmilliseconds [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# lsp-interval 100

（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。

ステップ 11 csnp-intervalseconds [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# csnp-interval 30 level 1

（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。

•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。

ステップ 12 retransmit-intervalseconds [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# retransmit-interval 60

（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。

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# retransmit-interval 60

ステップ 13 retransmit-throttle-intervalmilliseconds[level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# retransmit-throttle-interval 1000

（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。

•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。

ステップ 14 mesh-group{number | blocked}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)# mesh-group blocked
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（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。

•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。

ステップ 15 commit

ステップ 16 show isisinterface [typeinterface-path-id | level {1 | 2}] [brief]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show isis interface HundredGigE 0/1/0/1 brief

（任意）IS-ISインターフェイスに関する情報を表示します。

ステップ 17 show isis [instanceinstance-id] database [level {1 | 2}] [detail | summary | verbose] [* | lsp-id]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show isis database level 1

（任意）IS-IS LSPデータベースを表示します。

ステップ 18 show isis [instanceinstance-id] lsp-log [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show isis lsp-log

（任意）LSPログ情報を表示します。

ステップ 19 show isis database-log [level {1 | 2}]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show isis database-log level 1

（任意）IS-ISデータベースログ情報を表示します。

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。
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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、SequenceNumber 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はキーチェーンを使用して、認証のために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き、ピア間に時計の誤差が発生すると、ロールオーバー

プロセスが影響を受けます。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。

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。

手順の概要

1. configure
2. router isisinstance-id
3. lsp-password {hmac-md5 | text} {clear | encrypted} password [level {1 | 2}] [send-only] [snp send-only]
4. interfacetype interface-path-id
5. hello-password {hmac-md5 | text} {clear | encrypted} password [level {1 | 2}] [send-only]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp
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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。

• 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。

ステップ 3 lsp-password {hmac-md5 | text} {clear | encrypted} password [level {1 | 2}] [send-only] [snp send-only]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-password hmac-md5 clear password1 level 1

LSP認証パスワードを設定します。

• 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。

• 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認証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。

• 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）

ステップ 4 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# interface GigabitEthernet 0/1/0/3

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。

ステップ 5 hello-password {hmac-md5 | text} {clear | encrypted} password [level {1 | 2}] [send-only]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-password text clear mypassword

IS-ISインターフェイスの認証パスワードを設定します。

ステップ 6 commit
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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
（SN PDU）でキーチェーンを使用するように設定します。HELLO PDU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 isisinstance-id
3. lsp-passwordkeychainkeychain-name [level {1 | 2}] [send-only] [snp send-only]
4. interfacetype interface-path-id
5. hello-passwordkeychainkeychain-name [level {1 | 2}] [send-only]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router isis isp

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。

• 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。

ステップ 3 lsp-passwordkeychainkeychain-name [level {1 | 2}] [send-only] [snp send-only]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-password keychain isis_a level 1

キーチェーンを設定します。

ステップ 4 interfacetype interface-path-id
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)# interface HundredGigE 0/1/0/3

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。

ステップ 5 hello-passwordkeychainkeychain-name [level {1 | 2}] [send-only]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-password keychain isis_b

IS-ISインターフェイスの認証パスワードを設定します。

ステップ 6 commit

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。

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、次の機能をサポートするネットワークでのみ有効です。
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• MPLS

• IS-IS

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng path-selection ignore overload

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 mpls traffic-eng path-selection ignore overload

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにします。

IS-IS 過負荷ビット無効化の設定：例

次に、IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにする例を示します。

config
mpls traffic-eng path-selection ignore overload

次に、IS-IS過負荷ビット無効化を非アクティブにする例を示します。

config
no mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS の参照
この項では、IS-ISに関する追加の概念情報について説明します。説明する項目は次のとおりで
す。

• IS-IS機能の概要, （21ページ）

•デフォルトルート, （21ページ）

•ルータの過負荷ビット, （21ページ）

• IS-ISインスタンスの attachedビット, （22ページ）

•ルートタグの IS-ISサポート, （22ページ）

•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, （23ページ）
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•マルチインスタンス IS-IS, （23ページ）

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、

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）。

各 IS-ISインスタンスは、レベル 1またはレベル 2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つずつサポートできます。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。

[Restrictions（機能制限）]

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。

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、デフォルトではソフトウェアが 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。

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 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）。
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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。

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。

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。

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。ソフトウェアは、設定時に 2つのイン
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スタンスによるインターフェイスの二重登録を防止します。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。
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第 2 章

「OSPF の実装」

Open Shortest Path First（OSPF）は、Internet Engineering Task Force（IETF）の OSPFワーキング
グループによって開発された内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。OSPFは特に IPネット
ワーク向けに設計されており、IPサブネット化、および外部から取得したルーティング情報のタ
ギングをサポートしています。また、OSPFでは、パケットの送受信時のパケット認証も可能に
なります。

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、ソフトウェアで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。

（注） 1 VPNv4、VPNv6および VPNルーティング/転送（VRF）のアドレスファミリは、今後のリ
リースでサポートされる予定です。

2 GTSM TTLセキュリティはサポートされていません。

• OSPFの実装の前提条件 , 26 ページ

• OSPFのイネーブル化, 26 ページ

• OSPFの設定と動作の確認, 29 ページ

• スタブエリア, 31 ページ

• OSPFのネイバーおよび隣接関係, 35 ページ

• 認証方法, 40 ページ

• 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, 44 ページ

• OSPFの仮想リンクおよび中継エリア, 46 ページ

• OSPF ABRでのサブネットワーク LSAの集約, 52 ページ
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• OSPFのルート再配布, 54 ページ

• OSPF Shortest Path Firstスロットリング, 57 ページ

• OSPFv3のグレースフルリスタート, 61 ページ

• OSPFv2OSPF SPFプレフィックスのプライオリティ設定, 63 ページ

• OSPF Version 2のマルチエリアの隣接関係, 68 ページ

• OSPFのラベル配布プロトコル IGP自動設定, 71 ページ

• OSPF認証のメッセージダイジェスト管理, 74 ページ

• OSPFの参照, 77 ページ

OSPF の実装の前提条件
以下は、OSPFを実装するための前提条件です。

• 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ルーティングおよびアドレス指定の詳細については、『CiscoIPAddresses
and Services Configuration GuideIP Addresses and Services Configuration Guide for Cisco NCS 5000
Series Routers』の「Implementing Network Stack IPv4 and IPv6」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。
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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 ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

3. router-id {router-id}
4. areaarea-id
5. interfacetype 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. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。
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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 4 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

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。

•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、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 5 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/1/0/3

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、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。

ステップ 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。
—

ステップ 7 log adjacency changes [detail] [enable | disable]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# log adjacency changes detail

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。

•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 loggingconsole
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。

ステップ 8 commit
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OSPF のイネーブル化：例

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。

interface TenGigE 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface TenGigE 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 TenGigE 0/3/0/0
!
area 1
interface TenGigE 0/3/0/1
!
!

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 interfacetypeinterface-path-id
5. show{ospf | ospfv3} [process-name] [vrfvrf-name][area-id] interface [typeinterface-path-id]
6. show{ospf | ospfv3}[process-name] [area-id] neighbor [type 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 [interfacetype

interface-path-id|message-queue|neighbor]}
11. clear{ospf | ospfv3}[process-name] statistics [neighbor [typeinterface-path-id] [ip-address]]

手順の詳細

ステップ 1 show{ospf | ospfv3} [process-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf group1
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（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。

ステップ 2 show{ospf | ospfv3}[process-name] border-routers[router-id]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf group1 border-routers

（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。

ステップ 3 show{ospf | ospfv3}[process-name] database

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf group2 database

（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。

•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。

ステップ 4 show{ospf | ospfv3} [process-name] [area-id] flood-list interfacetypeinterface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf 100 flood-list interface TenGigE 0/3/0/0

（任意）インターフェイス上でのフラッディングを待機している OSPF LSAのリストを表示します。

ステップ 5 show{ospf | ospfv3} [process-name] [vrfvrf-name][area-id] interface [typeinterface-path-id]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf 100 interface TenGigE 0/3/0/0

（任意）OSPFインターフェイス情報を表示します。

ステップ 6 show{ospf | ospfv3}[process-name] [area-id] neighbor [type interface-path-id] [neighbor-id] [detail]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf 100 neighbor

（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。

ステップ 7 clear {ospf | ospfv3}[process-name] process

例：
RP/0/
/CPU0:router# clear ospf 100 process

（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。

ステップ 8 clear{ospf|ospfv3[process-name] redistribution

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#clear ospf 100 redistribution

OSPFルート再配布をクリアします。
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ステップ 9 clear{ospf|ospfv3[process-name] routes

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#clear ospf 100 routes

OSPFルートテーブルをクリアします。

ステップ 10 clear{ospf|ospfv3[process-name] vrf[vrf-name|all] {process|redistribution|routes|statistics [interfacetype
interface-path-id|message-queue|neighbor]}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#clear ospf 100 vrf vrf_1 process

OSPFルートテーブルをクリアします。

ステップ 11 clear{ospf | ospfv3}[process-name] statistics [neighbor [typeinterface-path-id] [ip-address]]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# clear ospf 100 statistics

（任意）ネイバー状態遷移の OSPF統計情報をクリアします。

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。

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。
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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。

スタブエリアタイプおよび Not-So-Stubby Area タイプの設定
このタスクでは、OSPFのスタブエリアおよび NSSAを設定する方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

3. router-id {router-id}
4. areaarea-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-costcost
8. commit
9. スタブエリアまたは NSSAにある他のすべてのルータでこのタスクを繰り返します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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 4 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• stub [no-summary]

• nssa [no-redistribution] [default-information-originate] [no-summary]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# stub no summary

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# nssa no-redistribution

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。
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•スタブエリアに送信される LSAの数をさらに減らすために no-summaryキーワードを指定します。
このキーワードにより、ABRがサマリーリンクステートアドバタイズメント（タイプ 3）をスタブ
エリアに送信しないようにします。

または

エリアを NSSAとして定義します。

ステップ 6 次のいずれかを実行します。

• stub

• nssa

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# stub

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# nssa

（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。

•手順 5で、スタブエリアおよび NSSAエリアをオプションのキーワード（no-summary、
no-redistribution、default-information-originate、および no-summary）を使用して設定した場合は、
コマンドの no形式を使用するのではなく、キーワードなしで stubおよび nssaコマンドを再発行す
る必要があります。

•たとえば、コマンドの no nssa default-information-originate形式は、NSSAエリアを通常のエリアに
変更し、そのエリアの既存の隣接関係を意図せずダウンさせます。

ステップ 7 default-costcost

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#default-cost 15

（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。

•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。

ステップ 8 commit

ステップ 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。
—
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スタブエリアの設定：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 TenGigE 0/2/0/1
area 1
stub
interface TenGigE 0/2/0/0

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。

非ブロードキャストネットワークのネイバーの設定

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 ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

3. router-id {router-id}
4. areaarea-id
5. network {broadcast | non-broadcast}
6. dead-intervalseconds
7. hello-intervalseconds
8. interfacetype interface-path-id
9. 次のいずれかを実行します。

• neighborip-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber]

• neighboripv6-link-local-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber]
[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. interfacetype interface-path-id
13. 次のいずれかを実行します。

• neighborip-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber] [database-filter [all]]

• neighboripv6-link-local-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber]
[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. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1
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または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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 4 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

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。

•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、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 5 network {broadcast | non-broadcast}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# network non-broadcast

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。

•この例では、ネットワークタイプを NBMAに設定します。

ステップ 6 dead-intervalseconds

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# dead-interval 40

（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。

ステップ 7 hello-intervalseconds
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# hello-interval 10

（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。

ステップ 8 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/2/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、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。

•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。

ステップ 9 次のいずれかを実行します。

• neighborip-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber]

• neighboripv6-link-local-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber] [database-filter[all]]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# neighbor 10.20.20.1 priority 3 poll-interval 15

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# neighbor fe80::3203:a0ff:fe9d:f3fe

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。

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。

• ipv6-link-local-address引数は、RFC2373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。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。

•コストが具体的に設定されていないネイバーについては、インターフェイスのコストは costコマン
ドに基づいて想定されます。

• 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。

ステップ 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。
—

ステップ 11 exit
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# exit

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 12 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/3/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、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。

•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。

ステップ 13 次のいずれかを実行します。

• neighborip-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber] [database-filter [all]]

• neighboripv6-link-local-address [prioritynumber] [poll-intervalseconds][costnumber] [database-filter[all]]

例：
RP/0/
/CPU0:router(config-ospf-ar)# neighbor 10.34.16.6

または

RP/0/
/CPU0:router(config-ospf-ar)# neighbor fe80::3203:a0ff:fe9d:f3f

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。

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。

• ipv6-link-local-address引数は、RFC2373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。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。

•コストが具体的に設定されていないネイバーについては、インターフェイスのコストは costコマン
ドに基づいて想定されます。

• 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。

ステップ 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。
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—

ステップ 15 commit

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。

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。

（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の階層CLIおよびCLI
継承, （79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 ospfprocess-name
3. router-id {router-id}
4. authentication [message-digest | null]
5. message-digest-keykey-idmd5 {key | clearkey| encryptedkey | LINE}
6. areaarea-id
7. interfacetype 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. areaarea-id
11. authentication[message-digest | null]
12. interfacetype 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. interfacetype interface-path-id
15. authentication [message-digest | null]
16. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfprocess-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネーブルにし、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。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

ステップ 4 authentication [message-digest | null]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)#authentication message-digest

OSPFプロセスに対してMD5認証が有効になります。
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•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。

ステップ 5 message-digest-keykey-idmd5 {key | clearkey| encryptedkey | LINE}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)#message-digest-key 4 md5 yourkey

OSPFプロセスに対してMD5認証キーを指定します。

•隣接ルータが、同じキー IDを保持する必要があります。

ステップ 6 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

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。

ステップ 7 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/1/0/3

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バックボー
ンエリアに関連付けます。

•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）。

ステップ 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。
—

ステップ 9 exit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# exit

エリア OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 10 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。
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ステップ 11 authentication[message-digest | null]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# authentication

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。

•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。

ステップ 12 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/1/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、ステップ 7で指定したバックボーン以外
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。

ステップ 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。
—

ステップ 14 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/3/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、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。

ステップ 15 authentication [message-digest | null]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# authentication null

TenGigE 0/3/0/0に no authenticationを指定し、エリア 1に指定されたプレーンテキスト認証を上書きしま
す。

•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。

ステップ 16 commit
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OSPF に同じ LSA が生成される頻度または受け入れられる
頻度の制御

このタスクでは、非常に短い間隔で多数のLSAがフラッディングされる必要がある場合に、ルー
ティングテーブルの OSPFルートのコンバージェンス時間を調整する方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-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 lsarefreshseconds
6. timers lsa min-arrivalseconds
7. timers lsa group-pacingseconds
8. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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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process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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 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。
—

ステップ 5 timers lsarefreshseconds

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# timers lsa refresh 1800

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。

• OSPFおよび OSPFv3の両方で、デフォルトは 1800秒です。

ステップ 6 timers lsa min-arrivalseconds

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# timers lsa min-arrival 2

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。

•デフォルト値は 1秒です。

ステップ 7 timers lsa group-pacingseconds

例：
RP/0/
/CPU0:router(config-ospf)# timers lsa group-pacing 1000

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。

•デフォルトは 240秒です。

ステップ 8 commit
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OSPF の仮想リンクおよび中継エリア
OSPFでは、すべてのエリアからのルーティング情報は、ABRによって最初にバックボーンエリ
アに集約されます。次に、同じABRは受信したその情報をアタッチされているエリアに伝播しま
す。このような階層型のルーティング情報の配信では、すべてのエリアがバックボーンエリア

（エリア 0）に接続する必要があります。エリアを定義する必要がある場合もありますが、エリ
ア 0には物理的に接続することはできません。そのような場合の例として、会社で OSPFエリア
が含まれる新しい取得を行う場合やエリア 0自体がパーティション化されている場合が挙げられ
ます。

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 1：エリア 0 への仮想リンク
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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。

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。

（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
性がありますしたがって、仮想リンクを設定する前に、次のいずれかのタスクを実行するこ

とをお勧めします。

◦ルータ IDを設定するには、router-idコマンドを使用します。この方法を推奨します。

◦ルータが安定したルータ IDを持つために、ループバックインターフェイスを設定しま
す。

• 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。
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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 ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

4. router-id {router-id}
5. areaarea-id
6. virtual-linkrouter-id
7. authentication message-digest
8. message-digest-keykey-idmd5 {key | clearkey| encryptedkey}
9. 仮想リンクの反対側にある ABRでこのタスクのすべての手順を繰り返します。このルータで
仮想リンクに指定する同じキー IDおよびキーを指定します。

10. commit
11. 次のいずれかを実行します。

• show ospf[process-name] [area-id] virtual-links

• show ospfv3[process-name]virtual-links

手順の詳細

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• show ospf [process-name]

• show ospfv3 [process-name]

例：

RP/0//CPU0:router# show ospf

または

RP/0//CPU0:router# show ospfv3

（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。

•出力にはローカルルータのルータ IDが表示されます。このルータ IDはリンクのもう一端を設定す
るために必要です。
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ステップ 2 configure

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0//CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0//CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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）

ステップ 4 router-id {router-id}

例：

RP/0//CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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）

ステップ 5 areaarea-id

例：

RP/0//CPU0:router(config-ospf)# area 1

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 6 virtual-linkrouter-id

例：
RRP/0//CPU0:router(config-ospf-ar)# virtual-link 10.3.4.5

OSPF仮想リンクを定義します。
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•を参照してください。

ステップ 7 authentication message-digest

例：

RP/0//CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#authentication message-digest

この仮想リンクに対してMD5認証を選択します。

ステップ 8 message-digest-keykey-idmd5 {key | clearkey| encryptedkey}

例：

RP/0//CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#message-digest-key 4 md5 yourkey

OSPF仮想リンクを定義します。

•仮想リンクを理解するには、を参照してください。

• 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-keykey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、その状態を保持する必要があります。

ステップ 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。
—

ステップ 10 commit

ステップ 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

例：

RP/0//CPU0:router# show ospf 1 2 virtual-links

または

RP/0//CPU0:router# show ospfv3 1 virtual-links

（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。
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仮想リンクの作成：例

次の例では、show ospfv3 virtual links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。

show ospfv3 virtual-links

Virtual Links for OSPFv3 1

Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up
Interface ID 2, IPv6 address 2003:3000::1
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 0.1.20.255, via interface TenGigE 0/1/0/1 Cost of using 2
Transmit Delay is 5 sec,
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

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 TenGigE 0/2/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.212
interface TenGigE 0/2/0/0

ABR 2 の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.212
area 0
interface TenGigE 0/3/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.217
interface TenGigE 0/2/0/0

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 TenGigE 0/2/0/1
interface TenGigE 0/3/0/0
area 1
interface TenGigE 0/2/0/0
virtual-link 10.10.5.5
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!
!

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 TenGigE 0/9/0/1
virtual-link 10.10.10.10
area 3
interface Loopback 0
interface TenGigE 0/9/0/0

!

OSPF ABR でのサブネットワーク LSA の集約
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。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

3. router-id {router-id}
4. areaarea-id
5. 次のいずれかを実行します。

• rangeip-address mask [advertise| not-advertise]

• rangeipv6-prefix/prefix-length[advertise| not-advertise]

6. interfacetype interface-path-id
7. commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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）

ステップ 4 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• rangeip-address mask [advertise| not-advertise]
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• rangeipv6-prefix/prefix-length[advertise| not-advertise]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# range 192.168.0.0 255.255.0.0 advertise

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# range 4004:f000::/32 advertise

エリア境界で OSPFルートを統合および集約します。

• 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。

• 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。

•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。

• 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。

ステップ 6 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/0/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

ステップ 7 commit

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 TenGigE 0/0/0/0
area 1
range 2300::/16
interface TenGigE 0/0/0/0

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。
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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。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

3. router-id {router-id}
4. redistributeprotocol [process-id] {level-1 | level-1-2| level-2} [metricmetric-value] [metric-typetype-value]

[match{external [1 | 2]} [tagtag-value] [route-policypolicy-name]
5. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefixaddressmask [not-advertise] [tagtag]

• summary-prefixipv6-prefix/prefix-length [not-advertise] [tagtag]

6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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）
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ステップ 3 router-id {router-id}

例：
RRP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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）

ステップ 4 redistributeprotocol [process-id] {level-1 | level-1-2| level-2} [metricmetric-value] [metric-typetype-value]
[match{external [1 | 2]} [tagtag-value] [route-policypolicy-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# redistribute bgp 100

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-router)#redistribute bgp 110

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

または

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。

• 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）

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• summary-prefixaddressmask [not-advertise] [tagtag]

• summary-prefixipv6-prefix/prefix-length [not-advertise] [tagtag]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# summary-prefix 10.1.0.0 255.255.0.0
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または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-router)# summary-prefix 2010:11:22::/32

（任意）OSPFの集約アドレスを作成します。

または

（任意）OSPFv3の集約アドレスを作成します。

•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。

•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。

•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。

ステップ 6 commit

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 TenGigE 0/2/0/0

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。
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SPF計算の実行間隔は、ネットワークのトポロジ変化の頻度に応じて動的に選択されます。ユー
ザ指定値の範囲内で、間隔は選択されます。ネットワークトポロジが不安定な場合、トポロジが

安定するまで、SPFスロットリング機能は SPFスケジューリング間隔を長目に計算します。

SPFの計算は、timers throttle spfコマンドで設定した間隔で実行されます。待機期間とは、次の
SPF計算が実行されるまで待機する時間のことです。計算を行うたびに、待機期間はその前の期
間の 2倍の長さになり、指定された最大待機期間に達するまでそれが行われます。

SPFタイミングについて、例を使用して説明します。この例では、開始時の間隔は5ミリ秒（ms）、
初回待機時間は 1000ミリ秒、最大待機期間は 90,000ミリ秒に設定されます。

timers spf 5 1000 90000

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 2：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 3：トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセッ
ト, （58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 3：トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセット
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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 ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

3. router-id {router-id}
4. timers throttle spfspf-start spf-hold spf-max-wait
5. areaarea-id
6. interfacetype interface-path-id
7. commit
8. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [process-name]

• show ospfv3[process-name]

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• router ospfprocess-name

• router ospfv3process-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 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。

または

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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process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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）

ステップ 4 timers throttle spfspf-start spf-hold spf-max-wait

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# timers throttle spf 10 4800 90000

SPFスロットリングタイマーを設定します。

ステップ 5 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 6 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/0/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

ステップ 7 commit

ステップ 8 次のいずれかを実行します。

• show ospf [process-name]

• show ospfv3[process-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router# RP/0/RP0/CPU0:router# show ospfv3 2
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（任意）SPFスロットリングタイマーを表示します。

OSPFv3 のグレースフルリスタート
OSPFv3グレースフルシャットダウン機能により、次の状況でもデータプレーン機能を維持する
ことができます。

•ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードに伴う再起動などの、計画されたOSPFv3
プロセスの再起動

•プロセスのクラッシュに伴う再起動などの、予期しない OSPFv3プロセスの再起動

また、プロセッサが使用可能なメモリで非常に低いことを示す重大なメモリイベントが sysmon
のウォッチドッグプロセスから受信された場合、OSPFv3は一方的にシャットダウンするか、ま
たは終了状態に入ります。

この機能を使うと、OSPFv3ルーティングプロトコルが再起動している間に、確立されているルー
トでノンストップデータ転送が行われます。そのため、この機能により IPv6転送の可用性が向上
します。

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 ospfv3process-name
3. graceful-restart
4. graceful-restart lifetime
5. graceful-restart intervalseconds
6. graceful-restarthelper disable
7. commit
8. show ospfv3 [process-name [area-id]] databasegrace

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfv3process-name
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 test

OSPFv3のルータコンフィギュレーションモードを開始します。プロセス名はOSPFルーティングプロセ
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。

ステップ 3 graceful-restart

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospfv3)#graceful-restart

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。

ステップ 4 graceful-restart lifetime

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart lifetime 120

グレースフルリスタートの最大時間を指定します。

•デフォルトは 95秒です。

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

ステップ 5 graceful-restart intervalseconds

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart interval 120

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。

•間隔のデフォルト値は 90秒です。

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

ステップ 6 graceful-restarthelper disable

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart helper disable

ヘルパー機能をディセーブルにします。

ステップ 7 commit

ステップ 8 show ospfv3 [process-name [area-id]] databasegrace

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

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。

   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
6.0.x

62

「OSPF の実装」
OSPFv3 グレースフルリスタートの設定



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
ospfv3process-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/RP0/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

OSPFv2OSPF SPF プレフィックスのプライオリティ設定
OSPFv2OSPF SPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、ルートのインストール
中に、高速モードで、管理者が重要なプレフィックスを収束できます。

多くのプレフィックスがルーティング情報ベース（RIB）および転送情報ベース（FIB）にインス
トールされる必要がある場合、SPF中の、最初のプレフィックスから最後のプレフィックスまで
の更新期間が、かなりの長さになることがあります。

時間依存のトラフィック（VoIPなど）が他のトラフィックフローとともに同じルータを通過する
可能性があるネットワークでは、SPF中の、これらの時間に依存するプレフィックスの RIBおよ
び FIBアップデートを優先することが重要です。
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OSPFv2OSPF SPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、SPF計算中に RIBにイ
ンストールされる重要なプレフィックスに、管理者が優先順位を付けることが可能になります。

重要なプレフィックスは、領域ごとに同じルートタイプのプレフィックス内で高速で収束しま

す。RIBおよび FIBのインストール前に、ルートとプレフィックスは指定したルートポリシーに
基づいて OSPFローカル RIBのさまざまなプライオリティバッチキューに割り当てられます。
RIBプライオリティバッチキューはプライオリティの高い順から「critical」、「high」、
「medium」、「low」に分類されます。

イネーブルの場合、次のプレフィックスプライオリティでRIB更新シーケンスが変更されます。

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。

◦ 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。
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• 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-priorityroute-policy rplコマンドを使用して、SPF中にOSPFv2OSPF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

OSPFv2OSPF 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、OSPFv2OSPF SPF（Shortest Path First）プレフィックスプライオリティを
設定します。

手順の概要

1. configure
2. prefix-setprefix-set name
3. route-policyroute-policy nameif destination inprefix-set namethenset 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 ospfospf-name

• router ospfv3ospfv3-name

5. router ospfospf name
6. spf prefix-priority route-policyroute-policy name
7. commit
8. show rpl route-policyroute-policy namedetail
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 prefix-setprefix-set name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#prefix-set ospf-critical-prefixes
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pfx)#66.0.0.0/16
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pfx)#end-set

プレフィックスセットを設定します。

ステップ 3 route-policyroute-policy nameif destination inprefix-set namethenset spf-priority {critical | high |medium} endif

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#route-policy ospf-spf-priority
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)#if destination in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical
endif
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)#end-policy

ルートポリシーと OSPF SPFプライオリティを設定します。

ステップ 4 次のいずれかのコマンドを使用します。

• router ospfospf-name

• router ospfv3ospfv3-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# router ospf 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router# router ospfv3 1

ルータ OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 router ospfospf name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# router ospf 1

ルータ OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 spf prefix-priority route-policyroute-policy name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# spf prefix-priority route-policy ospf-spf-priority

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospfv3)#spf prefix-priority route-policy ospf3-spf-priority

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。
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OSPFルータで spf prefix-priorityコマンドを設定しま
す。

（注）

ステップ 7 commit

ステップ 8 show rpl route-policyroute-policy namedetail

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#show rpl route-policy ospf-spf-priority detail
prefix-set ospf-critical-prefixes
66.0.0.0/16

end-set
!
route-policy ospf-spf-priority
if destination in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical

endif
end-policy
!

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。

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
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area 0
interface TenGigE 0/3/0/0
!
!
area 3
interface TenGigE 0/2/0/0
!
!
area 8
interface TenGigE 0/2/0/0

OSPFv3
router ospfv3 1

spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface TenGigE 0/3/0/0
!
!
area 3
interface TenGigE 0/2/0/0
!
!
area 8
interface TenGigE 0/2/0/0

OSPF Version 2 のマルチエリアの隣接関係
OSPFv2のマルチエリアの隣接関係機能を使うと、マルチエリアのプライマリインターフェイス
にリンクを設定できるため、リンクをこれらのエリアのエリア内リンクと見なすことができ、よ

り高価なパスより優先されるパスとして設定できます。

この機能は、ポイントツーポイントのアンナンバードリンクを OSPFエリアに確立します。ポイ
ントツーポイントリンクを使うと、そのエリアのトポロジパスを利用でき、プライマリ隣接関係

ではそのリンクを使用して、draft-ietf-ospf-multi-area-adj-06と同じリンクをアドバタイズします。

マルチエリアインターフェイスの属性と制限を次に示します。

• OSPFの既存のプライマリインターフェイス上の論理構成体として存在しますが、プライマ
リインターフェイス上のネイバーステートは、マルチエリアインターフェイスと無関係で

す。

•隣接ルータ上の対応するマルチエリアインターフェイスとの隣接関係を確立します。マルチ
エリアとプライマリインターフェイスの混在はサポートされていません。

•ネイバーステートがフルの場合、ルータリンクステートアドバタイズメント（LSA）のア
ンナンバードポイントツーポイントリンクを、対応するエリアにアドバタイズします。

•ポイントツーポイントネットワークタイプとして作成されます。OSFスピーカーが 2つだ
けアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの隣接関係を設定できま

す。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、マルチエリア隣接関係のインター

フェイスをイネーブルにするnetworkpoint-to-pointコマンドを使用して、インターフェイス
を OPSFポイントツーポイント型で設定する必要があります。
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•双方向フォワーディング検出（BFD）の性質をプライマリインターフェイスから継承しま
す。BFDはマルチエリアインターフェイスでは設定できません。ただし、プライマリイン
ターフェイスでは設定できます。

マルチエリアの隣接関係の設定

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。

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、マルチエリア

隣接関係のインターフェイスをイネーブルにするnetworkpoint-to-pointコマンドを使用して、
インターフェイスを OPSFポイントツーポイント型で設定する必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospfprocess-name
3. areaarea-id
4. interfacetype interface-path-id
5. areaarea-id
6. multi-area-interfacetypeinterface-path-id
7. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfprocess-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネーブルにし、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。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

ステップ 3 areaarea-id

Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x

69

「OSPF の実装」
マルチエリアの隣接関係の設定



例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 4 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface Serial 0/1/0/3

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。

ステップ 5 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

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-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使
用することを推奨します。

ステップ 6 multi-area-interfacetypeinterface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# multi-area-interface Serial 0/1/0/3

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

ステップ 7 commit

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/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# multi-area-interface TenGigE 0/0/0/0
RP/0/RP0/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
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
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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/RP0/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。

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 ospfprocess-name
3. mpls ldp auto-config
4. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfprocess-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネーブルにし、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。
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process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

ステップ 3 mpls ldp auto-config

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls ldp auto-config

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。

•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。

ステップ 4 commit

LDP IGP 同期の設定：OSPF
このタスクを実行して、OSPFで LDP IGP同期を設定します。

デフォルトでは、LDPと IGP間の同期は行われません。（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospfprocess-name
3. （任意） vrfvrf-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• mpls ldp sync

• areaarea-idmpls ldp sync

• areaarea-idinterfacenamempls ldp sync

5. （任意） 次のいずれかのコマンドを使用します。

• mpls ldp sync

• areaarea-idmpls ldp sync

• areaarea-id interfacenamempls ldp sync

6. commit
7. （任意） show mpls ldp vrfvrf-nameipv4 igp sync
8. （任意） show mpls ldp vrf all ipv4 igp sync
9. （任意） show mpls ldp{ ipv4 | ipv6 }igp sync
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfprocess-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 100

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。

ステップ 3 （任意） vrfvrf-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf red

デフォルト以外の VRFを指定します。

ステップ 4 次のいずれかのコマンドを使用します。

• mpls ldp sync

• areaarea-idmpls ldp sync

• areaarea-idinterfacenamempls ldp sync

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls ldp sync

インターフェイスで LDP IGP同期をイネーブルにします。

ステップ 5 （任意） 次のいずれかのコマンドを使用します。

• mpls ldp sync

• areaarea-idmpls ldp sync

• areaarea-id interfacenamempls ldp sync

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# mpls ldp sync

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 1 mpls ldp sync

指定された VRFのインターフェイス上で LDP IGP同期を有効にします。

ステップ 6 commit

ステップ 7 （任意） show mpls ldp vrfvrf-nameipv4 igp sync
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show mpls ldp vrf red ipv4 igp sync

アドレスファミリ IPv4の指定された VRFに関する LDP IGP同期情報を表示します。

ステップ 8 （任意） show mpls ldp vrf all ipv4 igp sync

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show mpls ldp vrf all ipv4 igp sync

アドレスファミリ IPv4のすべての VRFに関する LDP IGP同期情報を表示します。

ステップ 9 （任意） show mpls ldp{ ipv4 | ipv6 }igp sync

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show mpls ldp ipv4 igp sync

RP/0/RP0/CPU0:router# show mpls ldp ipv6 igp sync

IPv4または IPv6アドレスファミリの LDP IGP同期情報を表示します。

次に、OSPFの LDP IGP同期を設定する例を示します。

router ospf 100
mpls ldp sync
!
mpls ldp
igp sync delay 30
!

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。

   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
6.0.x

74

「OSPF の実装」
OSPF 認証のメッセージダイジェスト管理



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。

手順の概要

1. configure
2. router ospfprocess-name
3. router-id {router-id}
4. areaarea-id
5. interfacetype interface-path-id
6. authentication message-digest keychainkeychain
7. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfprocess-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネーブルにし、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。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

ステップ 3 router-id {router-id}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# router id 192.168.4.3

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

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）

ステップ 4 areaarea-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。
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area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット付き 10進表記または IPv4アドレス形式で入力で
きます。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。IPv4アドレス形式を使用するこ
とを推奨します。

ステップ 5 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface TenGigE 0/0/0/0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

ステップ 6 authentication message-digest keychainkeychain

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# authentication message-digest keychain ospf_int1

MD5キーチェーンを設定します。

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）

ステップ 7 commit

例

次の例は、5つのキー IDを持つキーチェーン ospf_intf_1の設定方法を示します。各キー IDは異
なる send-lifetime値で設定されます。ただし、すべてのキー IDはキーに同じテキスト文字列を指
定します。

key chain ospf_intf_1
key 1
send-lifetime 11:30:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5T
key-string clear ospf_intf_1
key 2
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
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次の例は、TenGigE 0/0/0/0インターフェイス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。

show ospf 1 interface TenGigE 0/0/0/0

TenGigE 0/0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 100.10.10.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.1, Interface address 100.10.10.2
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 100.10.10.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02

Index 3/3, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 2, maximum is 16
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Keychain-based authentication enabled
Key id used is 3

Multi-area interface Count is 0

次に、アクティブに設定されたキーの出力の例を示します。

show key chain ospf_intf_1

Key-chain: ospf_intf_1/ -

Key 1 -- text "0700325C4836100B0314345D"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:30:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 2 -- text "10411A0903281B051802157A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:40:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 3 -- text "06091C314A71001711112D5A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:50:30, 01 May 2007 - (Duration) 600 [Valid now]
Accept lifetime: Not configured

Key 4 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:00:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 5 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:10:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

OSPF の参照
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
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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。
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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 IOSXRソフトウェア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。

• 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
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。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
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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 ospf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 ospf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。

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。

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 4：OSPF ルーティングコンポーネント
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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4：OSPFルーティングコンポー
ネント, （80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 4：OSPFルーティングコンポーネント, （80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。

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 4：OSPFルーティングコンポーネント, （80
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。

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 4：OSPFルーティングコンポーネ
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ント, （80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 4：OSPFルーティングコンポーネント, （80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
ステム管理者が物理ボックスをパーティションで個別のルータに区切ることができる論理ルーティ

ング機能がありますが、その機能とこの論理ルーティングエンティティを混同しないでくださ

い。

物理ルータは複数の OSPFプロセスを実行できます。ただし、複数のプロセスを実行するのは、
複数の OSPFドメインに接続する場合のみです。各プロセスにはそれぞれのリンクステートデー
タベースがあります。ルーティングテーブルのルートはリンクステートデータベースから計算さ

れます。ルートが再配布されないかぎり、1つのOSPFプロセスは別のOSPFプロセスとルートを
共有しません。

各 OSPFプロセスは、ルータ IDで識別されます。ルータ IDはルーティングドメイン全体で一意
である必要があります。OSPFはルータ IDを優先度の高い順に次の送信元から取得します。

•デフォルトでは、OSPFプロセスが初期化されると、チェックポイントデータベースにrouter-id
があるかどうかをチェックします。
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•ルータコンフィギュレーションモードで OSPF router-idコマンドで指定された 32ビット数
値。（この値には任意の 32ビット値を指定できます。このルータのインターフェイスに割
り当てられた IPv4アドレス以外のアドレスを設定できます。また、ルーティング可能な IPv4
アドレスでなくてもかまいません。）

• ITALが選択した router-id。

• OSPFプロセスが実行されているインターフェイスのプライマリ IPv4アドレス。OSPFイン
ターフェイスの最初のインターフェイスアドレスが選択されます。

ルータコンフィギュレーションモードで router-idコマンドを使用してルータ IDを設定すること
を推奨します。個別のOSPFプロセスは同じルータ IDを共有できますが、その場合、それらのプ
ロセスは同じ OSPFルーティングドメインには存在できません。

サポート対象 OSPF ネットワークタイプ
OSPFは異なるメディアを次のタイプのネットワークに分類します。

• NBMAネットワーク

•ブロードキャストネットワーク

ブロードキャストまたは NBMAネットワークとしてネットワークを設定できます。たとえば、
ユーザのネットワークにあるルータでマルチキャストアドレッシングがサポートされない場合

に、この機能を使用してブロードキャストネットワークを NBMAネットワークとして設定でき
ます。

OSPF のルート認証方法
OSPF Version 2は 2種類の認証（プレーンテキスト認証とMD5認証）をサポートします。デフォ
ルトでは、認証はイネーブルになっていません（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。
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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）

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 FIB ダウンロード通知
OSPFFIBダウンロード通知によって、ラインカードのリロード後の長期間にわたり入力トラフィッ
クのドロップが最小化されます。

Open Shortest Path First（OSPF）は、ITALを介してルーティング情報ベース（RIB）に登録され、
すべてのルートが転送情報ベース（FIB）にダウンロードされるまで、インターフェイスがダウン
状態のままになります。OSPFは、リロードされたラインカード上のすべてのルートが RIB/FIB
を介してダウンロードされると、インターフェイスアップ通知を取得します。

RIBは、以下の場合に登録クライアントに通知を提供します。

•ノードが失われた。

•ノードが作成された。

•ノードの FIBアップロードが完了した。
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OSPF の指定ルータ（DR）
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。

ソフトウェアによってセグメント上の各ルータのプライオリティが確認され、DRおよび BDRと
なるルータが決定されます。最も高いプライオリティのルータが DRとして選択されます。プラ
イオリティが同じ場合、よりの高位ルータ IDを持つルータが優先されます。DRが選択されると、
BDRも同様の方法で選択されます。プライオリティが 0に設定されているルータは、DRまたは
BDRになる資格がありません。

OSPF のデフォルトルート
タイプ 5（ASE）LSAが生成され、スタブエリアを除くすべてのエリアにフラッディングされま
す。スタブエリアにあるルータから、スタブエリア外の宛先にパケットをルーティングできるよ

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。
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• 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。

•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 11 LSA
のフラッディングスコープは、AS-External（タイプ 5）LSAのフラッディングスコープと同
じです。タイプ 5 LSAと同様、タイプ 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。
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•ネットワークLSA（タイプ2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチされて
いるすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。このLSAではネッ
トワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのOSPFルータを
一覧にします。ネットワークセグメントに選択された指定ルータだけが、セグメントのネッ

トワークLSAを生成して追跡できます。OSPFv3では、ネットワークLSAはアドレス情報を
持たず、ネットワークプロトコルに依存しません。

• ABRのエリア間プレフィックス LSA（タイプ 3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルー
ト）に内部ネットワークがアドバタイズされます。タイプ 3の LSAは、1つのネットワーク
を表すことも、1つのプレフィックスとして集約された一連のネットワークを表すこともあ
ります。ABRはタイプ 3 LSAだけを生成します。OSPFv3では、これらのLSAのアドレスは
「addressおよびmask」ではなく「prefixおよび prefix length」で表されます。デフォルトルー
トは、長さが 0のプレフィックスとして表現されます。

• ASBRのエリア間ルータ LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコストを
アドバタイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのアドバ

タイズメントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。ABRはタイプ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「addressおよびmask」ではなく「prefixおよび prefix length」で表されます。デフォ
ルトルートは、長さが 0のプレフィックスとして表現されます。

•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「addressおよび mask」ではなく「prefixおよび prefix
length」で表されます。デフォルトルートは、長さが 0のプレフィックスとして表現されます。

Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x

87

「OSPF の実装」
OSPFv3 のリンクステートアドバタイズメントタイプ



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。

Passive Interface
パッシブとしてインターフェイスを設定すると、ネイバーへのルーティングアップデートの送信

が無効になるため、隣接関係は OSPFで形成されません。ただし、特定のサブネットは OSPFネ
イバーに引き続きアドバタイズされます。インターフェイスでの OSPFプロトコル動作の送信を
抑制するには、適切なモードで passiveコマンドを使用します。

ホストを持つLANセグメントをネットワークの残りに接続しているが、ルータ間のトランジット
リンクになるように作られていないインターフェイスでは、パッシブ設定を使用することを推奨

します。

グレースフルリスタート操作のモード

ルータがこの機能に使用できる動作モードは、再起動モードとヘルパーモード再起動モード、ヘ

ルパーモード、およびプロトコルシャットダウンモードです。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。

リスタートモード

OSPFv3プロセスが開始されたときに、グレースフルリスタートを試行する必要があるかどうか
を決定します。決定は、グレースフルリスタートがそれまでにイネーブルされているかどうかに

基づきます。（OSPFv3は、ルータの初回の起動時にグレースフルリスタートを試行しません。）
OSPFv3グレースフルリスタートを有効にすると、RIBの消去タイマーがゼロ以外の値に変わり
ます。

グレースフルリスタート中、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。

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
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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。

◦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。

プロトコルシャットダウンモード

このモードでは、OSPFv3操作は完全に無効になっています。これは、自己生成リンクステート
アドバタイズメント（LSA）をフラッシュすることで達成され、ローカルのOSPFv3対応インター
フェイスが即座に停止し、リンクステートデータベース（LSDB）がクリアされます。ローカル
以外の LSDBエントリは OSPFv3によって削除され、フラッディング（MaxAged）されません。
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プロトコルシャットダウンモードは、protocol shutdownコマンドを使用（プロトコルインスタ
ンスが無効になります）して手動で起動できます。または OSPFv3プロセスのメモリーが不足す
ると起動します。次のイベントは、プロトコルシャットダウンが実行されると発生します。

•ローカルルータ LSAおよびすべてのローカルリンク LSAがフラッシュされます。他の LSA
はすべて、ドメイン内の他の OSPFv3ルータによって最終的にエージアウトされます。

•まだローカルルータとフル状態になっていない OSPFv3ネイバーは、Kill_Nbrイベントとと
もに停止します。

• 3秒の遅延後、空のHelloパケットはアクティブな隣接関係がある各ネイバーに即座に送信さ
れます。

◦空の Helloパケットは、dead_intervalが経過するまで定期的に送信されます。

◦ dead_intervalが経過すると、Helloパケットは送信されなくなります。

Dead Helloインターバルの遅延（4 X Helloインターバル）後、次のイベントが実行されます。

•その OSPFv3インスタンスからの LSAデータベースがクリアされます。

• OSPFv3によってインストールされた RIBからのすべてのルートが消去されます。

ルータは、プロトコルシャットダウン状態時にネイバーから受信するいずれの OSPF制御パケッ
トにも応答しません。

プロトコルの復元

プロトコルを復元する方法は、シャットダウンを最初に引き起こしたトリガーに依存します。

OSPFv3が protocol shutdownコマンドを使用してシャットダウンされた場合、OSPFv3を通常の
動作に復元するには no protocol shutdownコマンドを使用します。OSPFv3が sysmonからの重要
なメモリメッセージによってシャットダウンされた場合は、十分なメモリがプロセッサに復元さ

れたことを示す sysmonからの通常のメモリメッセージによってOSPFv3プロトコルが復元され、
通常の動作が再開されます。OSPFv3が重要なメモリトリガーによってシャットダウンされた場
合は、通常のメモリレベルがルートプロセッサで復元された際に、手動で再起動する必要があり

ます。これは自動的に復元されません。

次のイベントは、OSPFv3が復元されると発生します。

1 すべての OSPFv3インターフェイスが、Helloパケットとデータベース交換を使用してバック
アップされます。

2 ローカルルータおよびリンク LSAが再作成され、アドバタイズされます。

3 ルータは、ネイバーから受信したすべての OSPFv3制御メッセージに正常に応答します。

4 他の OSPFv3ルータから学習されたルートが RIBにインストールされます。
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OSPF Version 2 および OSPFv3 でのロードバランシング
ルータは、複数のルーティングプロセス（またはルーティングプロトコル）を使用して特定の

ネットワークへの複数のルートを認識すると、最短のアドミニストレーティブディスタンスを持

つルートをルーティングテーブルにインストールします。同じアドミニストレーティブディスタ

ンスを持つ同じルーティングプロセスを使用して認識された多数のルートから、1つのルートを
選択する必要があることもあります。この場合、ルータはその宛先へのコスト（またはメトリッ

ク）が最も小さいパスを選択します。各ルーティングプロセスはコストをそれぞれの方法で計算

します。コストは、ロードバランシングを実現するために処理が必要なこともあります。

OSPFでは、自動的にロードバランシングが実行されます。OSPFにより、複数のインターフェイ
スを通って宛先に到達できること、および各パスのコストが同じであることが検出された場合は、

ルーティングテーブルに各パスがインストールされます。同じ宛先へのパスの数は、maximum-paths
（OSPF）コマンドを指定しない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。

OSPFv2 のパス計算要素
PCEはネットワークパスやルートをネットワーク図に基づいて計算し、計算上の制限を適用する
機能を持つエンティティ（コンポーネント、アプリケーション、ネットワークノード）です。

PCEは、PCEアドレスおよびクライアントがMPLS-TEに設定されると実行されます。PCEはそ
の PCEアドレスおよび機能を OSPFに通信して、OSPFはこの情報を PCEディスカバリ
Type-Length-Value（TLV）（タイプ 2）にパッケージ化し、RI LSAを再発信します。OSPFには、
すべての RI LSAでルータ機能 TLV（タイプ 1）も含まれます。PCEディスカバリ TLVには PCE
アドレスサブ TLV（タイプ 1）およびパススコープサブ TLV（タイプ 2）が含まれます。

PCEアドレスサブ TLVでは PCEに到達するために使用される必要がある IPアドレスを指定しま
す。このアドレスは常に到達可能なループバックアドレスにする必要があります。この TLVは
必須であり、PCEディスカバリ TLV内に存在する必要があります。パススコープサブ TLVは、
PCEパス計算スコープを示します。これは、PCE機能を参照して計算したり、エリア内ルート、
エリア間、AS間、またはレイヤ TE間 LSPの計算に参加したりします。

OSPFv2への PCE拡張機能には、ルータ情報リンクステートアドバタイズメント（RI LSA）のサ
ポートが含まれます。OSPFv2は、すべてのエリアの範囲（LSAタイプ 9、10、および 11）を受
信するように拡張されます。ただし、OSPFv2はエリア範囲タイプ 10のみを発信します。

パス計算要素機能の詳細については、『MPLS Configuration guide』の「Implementing MPLS Traffic
Engineering」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
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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。

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。

OSPFv3 タイマーの更新
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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第 3 章

RIB の実装とモニタリング

ルーティング情報ベース（RIB）は、ネットワークのすべてのノード間のルーティングの接続に
関する情報を収集して配布したものです。各ルータには、そのルータのルーティング情報を含む

RIBを維持します。RIBは、システムで実行されているすべてのルーティングプロトコルでの最
良ルートを保存します。

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。

このモジュールでは、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。

VPNv4、VPNv6およびVPNルーティング/転送（VRF）のアドレスファミリは、今後のリリー
スでサポートされる予定です。

（注）

• ルーティングテーブルを使用した RIB設定の確認, 94 ページ

• ネットワーキングとルーティングの問題の検証, 95 ページ

• RIBネクストホップダンプニングのディセーブル化, 96 ページ

• RCCおよび LCCオンデマンドスキャンのイネーブル化, 97 ページ

• RCCおよび LCCバックグラウンドスキャンのイネーブル化, 99 ページ

• RIBの参照, 100 ページ
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ルーティングテーブルを使用した RIB 設定の確認
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. showroute[vrf {vrf-name | all}] [afi-all |ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] summary [detail] [standby]
2. show route[vrf {vrf-name | all}] [afi-all |ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] [protocol [instance] | ip-address

mask] [standby] [detail]

手順の詳細

ステップ 1 showroute[vrf {vrf-name | all}] [afi-all |ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] summary [detail] [standby]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route summary

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。

•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。

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast

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。

•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。

show route best-local コマンドの出力：例

次に、show route backupコマンドの出力例を示します。

show route backup

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

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

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 | safi-all] [protocol [instance] | ip-address
mask] [standby] [detail]

2. show route[vrf {vrf-name | all}] [afi-all | ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] backup [ip-address] [standby]
3. showroute[vrf {vrf-name | all}] [ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] best-localip-address [standby]
4. showroute[vrf {vrf-name | all}] [afi-all | ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] connected[standby]
5. showroute[vrf {vrf-name | all}] [afi-all | ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] local [interface] [standby]
6. show route[vrf {vrf-name | all}] [ipv4| ipv6] [unicast | safi-all]longer-prefixes{ip-address mask |

ip-address/prefix-length} [standby]
7. showroute[vrf {vrf-name | all}] [ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] next-hopip-address [standby]

手順の詳細

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast 192.168.1.11/8

RIBの現在のルートを表示します。

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast backup 192.168.1.11/8

RIBのバックアップルートを表示します。

ステップ 3 showroute[vrf {vrf-name | all}] [ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] best-localip-address [standby]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast best-local 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。

ステップ 4 showroute[vrf {vrf-name | all}] [afi-all | ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] connected[standby]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast connected
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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。

ステップ 5 showroute[vrf {vrf-name | all}] [afi-all | ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] local [interface] [standby]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast local

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。

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast longer-prefixes 192.168.1.11/8

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。

ステップ 7 showroute[vrf {vrf-name | all}] [ipv4 | ipv6] [unicast | safi-all] next-hopip-address [standby]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show route ipv4 unicast next-hop 192.168.1.34

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 コマンドの出力：例

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

show route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
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

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。
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手順の概要

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

手順の詳細

ステップ 1 router rib

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# route rib

RIBコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 2 address-family {ipv4 | ipv6} next-hop dampening disable

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-rib)# address family ipv4 next-hop dampening disable

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。

ステップ 3 commit

show route next-hop コマンドの出力：例

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

show route resolving-next-hop 10.0.0.1

Nexthop matches 0.0.0.0/0
Known via "static", distance 200, metric 0, candidate default path
Installed Aug 18 00:59:04.448
Directly connected nexthops
172.29.52.1, via MgmtEth0/

/CPU0/0
Route metric is 0

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

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。

• showrcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name]

• showlcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name]

2. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• clearrcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name] log

• clearlcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name] log

手順の詳細

ステップ 1 次のいずれかのコマンドを使用します。

• showrcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name]

• showlcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#show rcc ipv6 unicast 2001:DB8::/32 vrf vrf_1

または

RP/0/RP0/CPU0:router#show lcc ipv6 unicast 2001:DB8::/32 vrf vrf_1

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。

ステップ 2 次のいずれかのコマンドを使用します。

• clearrcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name] log

• clearlcc {ipv4 | ipv6} unicast [all] [prefix/mask] [vrfvrf-name] log

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#clear rcc ipv6 unicast log

または

RP/0/RP0/CPU0:router#show lcc ipv6 unicast log

以前のスキャンのログをクリアします。
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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 | periodmilliseconds}

• lcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | periodmilliseconds}

3. commit
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• showrcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-idscan-id-value]

• showlcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-idscan-id-value]

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 次のいずれかのコマンドを使用します。

• rcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | periodmilliseconds}

• lcc {ipv4 | ipv6} unicast {enable | periodmilliseconds}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#rcc ipv6 unicast enable

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#rcc ipv6 unicast period 500

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#lcc ipv6 unicast enable

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#lcc ipv6 unicast period 500

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。
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ステップ 3 commit

ステップ 4 次のいずれかのコマンドを使用します。

• showrcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-idscan-id-value]

• showlcc {ipv4| ipv6} unicast [summary | scan-idscan-id-value]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router#show rcc ipv6 unicast statistics scan-id 120

または

RP/0/RP0/CPU0:router#show lcc ipv6 unicast statistics scan-id 120

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。

• 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。

• scan-idscan-id-value：特定のスキャンに関する詳細情報を表示します。

RCC および LCC 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

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

RIB の参照
この項では、RIBに関する追加の概念情報について説明します。説明する項目は次のとおりです。

• BGPおよびその他のプロトコルでの RIBデータ構造, （101ページ）

• RIBアドミニストレーティブディスタンス, （101ページ）

• RIB統計情報, （102ページ）

• RIB隔離, （103ページ）
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•ルートとラベルの整合性チェッカ, （103ページ）

BGP およびその他のプロトコルでの RIB データ構造
RIBは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）や他のユニキャストルーティングプロトコ
ルなどの他のルーティングアプリケーションとは異なるプロセスを使用して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）に保存されます。RIBプロセスは、BGPによって処理される BRIBに関与
しません。

パケットを転送するためにラインカードおよびRPによって使用されるテーブルは、転送情報ベー
ス（FIB）と呼ばれます。RIBプロセスはFIBを構築しません。代わりに、RIBはバルクコンテン
ツダウンローダ（BCDL）プロセスによって、FIBプロセスに最適な、選択されたルートのセッ
トをバルク各ラインカードにダウンロードします。続いて、FIBが構築されます。

RIB アドミニストレーティブディスタンス
転送は最長プレフィックス照合に基づいて行われます。10.0.2.1宛てのパケットを転送する場合、
マスク /24は /16よりも長い（より具体的である）ため、10.0.2.0/24は 10.0.0.0/16よりも優先され
ます。同じプレフィックスと同じ長さを持つ、異なるプロトコルからのルートは、アドミニスト

レーティブディスタンスに基づいて選択されます。たとえば、Open Shortest Path First（OSPF）プ
ロトコルのアドミニストレーティブディスタンスは 110、Intermediate System-to-Intermediate System
（IS-IS）プロトコルのアドミニストレーティブディスタンスは 115です。IS-ISおよびOSPFの両
方が RIBに 10.0.1.0/24をダウンロードすると、OSPFのアドミニストレーティブディスタンスの
方が小さいため、RIBは OSPFルートを優先します。同じ長さの複数のルート間で選択するため
だけにアドミニストレーティブディスタンスが使用されます。

次の表に、一般的なプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを示しま

す。

表 1：デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンスのデフォ

ルト

プロトコル

0接続され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
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アドミニストレーティブディスタンスのデフォ

ルト

プロトコル

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）

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。
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RIB 隔離
RIB検疫は、ルーティングプロトコルと RIB間の相互作用における問題を解決します。問題は、
ルートが継続的に挿入され、RIBから取り消される場合に発生する、RIBとルーティングプロト
コルの間の持続振動です。問題が解決されるまで、CPU使用率にスパイクが生じます。振動に減
衰がない場合、プロトコルプロセスおよび RIBプロセスが CPUを多く使用するため、システム
のその他の部分に影響を与え、さらにプロトコルおよび RIBのその他の動作の障害となります。
この問題は、RIBにルートの特定の組み合わせが受信されて取り込まれた場合に発生します。こ
の問題は、通常、ネットワークの設定が間違っている場合に発生します。ただし、設定ミスはネッ

トワーク全体であるため、単一のルータの設定時に問題を検出できません。

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

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

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

した場合は、ルートは検疫対象から外れます。

次の手順を使用して、ルートを隔離します。

1 RIBは問題がある特定のパスがインストールされている場合に検出します。

2 RIBは、そのパスを取り込んだプロトコルに通知を送信します。

3 プロトコルは問題のルートに関する隔離通知を受信すると、そのルートを「隔離中」とマーク

します。これが BGPルートである場合、BGPはそのネイバーにルートへの到達可能性をアド
バタイズしません。

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

ようになったことを示す通知がプロトコルに送信されます。

ルートとラベルの整合性チェッカ

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

運用中ネットワークのルータは、転送情報がコントロールプレーン情報と一致しない状態になっ

た可能性があります。この原因は、ルートプロセッサ（RP）とラインカード（LC）間でのファ
ブリック障害または転送障害、または転送情報ベース（FIB）に関する問題である可能性がありま
す。RCC/LCCを使用すると、結果として生じたコントロールプレーンとデータプレーン間の不
整合を識別して詳細情報を出力できます。この情報は、転送問題とトラフィック損失の原因をさ

らに調査して診断するために使用できます。

RCC/LCCは、2つのモードで実行できます。RCC/LCCは、適切なコマンドモードをオンデマン
ドとして使用して 1回かぎりのスキャンでトリガーする（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
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ます。一方、LCCは、ラベルスイッチングデータベース（LSD）をFIBと比較します。不整合が
検出されると、RCC/LCC出力では、特定のルートまたはラベルを識別し、検出された不整合のタ
イプを識別して、さらなるトラブルシューティングに役立つ追加のデータも提供します。

RCCはルートプロセッサで動作します。FIBは、ラインカード上のエラーについてチェックし、
最初の 20のエラーレポートを RCCに送信します。RCCはすべてのノードからエラーレポート
を受信し、それらを要約し（完全一致についてチェックし）、2つのキュー（ソフトまたはハー
ド）に追加します。各キューのエラーレポート数の制限は 1000で、キューに優先度はありませ
ん。RCC/LCCは、異なるノードからの同じエラー（完全一致）を 1つのエラーとして記録しま
す。RCC/LCCは、エラーのプレフィックス/ラベル、バージョン番号、タイプなどに基づいてエ
ラーを比較します。

オンデマンドスキャン

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

内のすべてのプレフィックス関するコマンドラインインターフェイス全体のスキャンを要求しま

す。スキャンはただちに実行され、結果がすぐに発行されます。LCCは LSDでオンデマンドス
キャンを実行するのに対し、RCCは VRF単位で実行します。

バックグラウンドスキャン

バックグラウンドスキャンでは、ユーザはバックグラウンドで実行されるスキャンを設定しま

す。設定は、定期的なスキャンの間隔で構成されます。このスキャンは、単一または複数のテー

ブルに設定できます。LCCは LSDでバックグラウンドスキャンを実行するのに対し、RCCはデ
フォルトの VRFまたは他の VRFに対し実行します。
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第 4 章

ルーティングポリシーの実装

ピアから受け入れるか、ピアにアドバタイズされる、または 1個のルーティングプロトコルか
ら別のプロトコルへ再配布されるときに、ルートを検査し、フィルタリングして、属性を変更す

るように、ルーティングポリシーがルータに指示します。

このモジュールでは、ルーティングプロトコルが設定済みのルーティングポリシーに基づいて、

ルートのアドバタイズ、集約、廃棄、配布、エクスポート、保留、インポート、再配布、変更を

決定する方法について説明します。

ルーティングポリシー言語（RPL）では、すべてのルーティングポリシーのニーズを表現でき
る、単一の直接的な言語です。RPLは、大規模なルーティング設定をサポートするように設計さ
れました。以前のルーティングポリシーコンフィギュレーション方式に固有の冗長性が大幅に

削減されました。RPLでは、ルーティングポリシーの設定が簡素化され、これらの設定の保存
および処理に必要なシステムリソースが削減され、トラブルシューティングが容易になりまし

た。

（注） •現在は、デフォルトのVRFのみがサポートされています。L3VPN、VPNv4、VPNv6およ
びVPNルーティング/転送（VRF）のアドレスファミリおよびマルチキャストは、今後の
リリースでサポートされる予定です。

• ルーティングポリシー実装の制約事項, 106 ページ

• ルートポリシーの定義, 106 ページ

• BGPネイバーへのルーティングポリシーのアタッチ, 108 ページ

• 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, 109 ページ

• ルーティングポリシーの参照, 112 ページ
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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、ルーティングポリシー言語の実装と連動している場合に適用されます。

•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。

•最大 1000のステートメントのポリシー定義がサポートされています。ポリシー内のステー
トメントの総数は、階層型ポリシー構造を使用して 4000ステートメントに拡張できます。
ただし、この制限は、applyステートメントの使用に限定されます。

•接続点で直接または間接的に付加されたポリシーを変更する必要がある場合、単一のcommit
操作は次の場合に実行できません。

•接続点に直接または間接的に付加された別のポリシーによって参照されているセットま
たはポリシーを削除する。

•削除するものと同じセットまたはポリシーへの参照を削除するためにポリシーを変更す
る。

commitは次の 2つの手順で実行する必要があります。

1 ポリシーまたはセットへの参照を削除するためにポリシーを変更してから、commitを実
行します。

2 ポリシーまたはセットを削除してから、commitを実行します。

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。

（注） • Command-Line Interface（CLI）を使用して既存のルーティングポリシーを変更する場合、
このタスクを実行してポリシーを再定義する必要があります。

• RPLのスケール設定の変更には、時間がかかる場合があります。

• BGPは、大規模なRPL設定の変更が原因でクラッシュしたり、または連続したRPLの変
更時にクラッシュする可能性があります。BGPのクラッシュを回避するには、以降の変
更をコミットする前に、BGP In/Outキュー内にメッセージがなくなるまで待機します。
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手順の概要

1. configure
2. route-policyname [parameter1, parameter2, ..., parameterN]
3. end-policy
4. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 route-policyname [parameter1, parameter2, ..., parameterN]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# route-policy sample1

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。

•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。

ステップ 3 end-policy

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# end-policy

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。

ステップ 4 commit

ルーティングポリシー定義：例

次の例では、route-policyname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
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if destination in test then
drop
else
set med 200
set community (2:100) additive
endif
end-policy

BGP ネイバーへのルーティングポリシーのアタッチ
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。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. address-family {ipv4 unicast | | ipv6 unicast | }address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. route-policypolicy-name{in| out}
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgpas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 125

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。

• 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。

ステップ 3 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.20

ネイバー IPアドレスを指定します。

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

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast

アドレスファミリを指定します。

ステップ 5 route-policypolicy-name{in| out}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# route-policy example1 in

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。

ステップ 6 commit

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。

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

ステップ 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]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# edit route-policy sample1

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。

•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。

• 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。
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• 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。

ステップ 2 show rpl route-policy [name[detail] | states | brief]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show rpl route-policy sample2

（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。

•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。

ステップ 3 show rpl prefix-set[name | states | brief]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show rpl prefix-set prefixset1

（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。

•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 as-path-set、community-set、または extcommunity-setにそれぞれ置き換えま
す。

シンプルインバウンドポリシー：例

次のポリシーは、ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）が /24よりも長いプレフィックスを指
定するルート、およびNLRIがRFC 1918によって予約されているアドレス空間の宛先を指定する
ルートを廃棄します。残りのルートすべてに対しては、MEDとローカルプリファレンスを設定
し、ルートのリストにコミュニティを追加します。

コミュニティリストに 101:202～106:202の範囲の値を含み、値 202を含む 16ビットタグ部分を
持つルートの場合、ポリシーは、自律システム番号 2を先頭に 2回追加し、ルートのリストにコ
ミュニティ 2:666を追加します。これらのルートに対して、MEDが 666または 225のいずれかで
ある場合、ポリシーはルートの送信元を不完全に設定し、それ以外の場合は IGPに設定します。
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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

次のポリシーの例に、2つの異なるピア向けに 2つのインバウンドポリシー in-100と in-101の作
成方法を示します。それらのピアに特定のポリシーを作成するとき、ポリシーは複数のピアに共

通する可能性があるポリシーの共通ブロックを再利用します。いくつかの基本的な構築ブロック

として、policies common-inbound、filter-bogons、set-lpref-prependが作成されます。

filter-bogons構築ブロックは、RFC 1918アドレス空間からのルートといった不要なルートをフィ
ルタするシンプルなポリシーです。ポリシー set-lpref-prependは、渡されるパラメータ化された値
に応じて、ローカルプリファレンスを設定し、その先頭に ASパスを追加できるユーティリティ
ポリシーです。common-inboundポリシーは、これらの filter-bogons構築ブロックを使用して、イ
ンバウンドポリシーの共通ブロックを構築します。common-inboundポリシーは、in-100と in-101
作成の構築ブロックとして、set-lpref-prepend構築ブロックとともに使用されます。

prefix-set bogon
10.0.0.0/8 ge 8 le 32,
0.0.0.0,
0.0.0.0/0 ge 27 le 32,
192.168.0.0/16 ge 16 le 32

end-set
!
route-policy in-100
apply common-inbound
if community matches-any ([100..120]:135) then
apply set-lpref-prepend (100,100,2)
set community (2:1234) additive

else
set local-preference 110

endif
if community matches-any ([100..666]:[100..999]) then
set med 444
set local-preference 200
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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

ルーティングポリシーの参照
RPLを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

ルーティングポリシー言語

ここでは、次の内容について説明します。

ルーティングポリシー言語の概要

RPLは、大規模なルーティング設定をサポートするように開発されました。RPLには、従来のルー
トマップ、アクセスリスト、プレフィックスリスト向けの設定の機能とは異なる、重要な機能

がいくつか備えられています。これらの機能の 1つめは、モジュラ形式でポリシーを構築する機
能です。ポリシーの共通ブロックは、個別に定義および維持できます。次に、ポリシーのこれら

の共通ブロックをポリシーの他のブロックから適用して完全なポリシーを構築できます。この機

能により、維持する必要のある設定情報の量が減ります。また、ポリシーのこれらの共通ブロッ

クはパラメータ化できます。パラメータ化により、同じ構造を共有するが、設定または一致され

た特定の値が異なるポリシーをポリシーの独立したブロックとして維持できます。たとえば、ロー

カルプリファレンス値以外はすべて同一である 3つのポリシーは、ポ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。
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このポリシー言語では、セットという概念が導入されました。セットとは、ルート属性の一致お

よび設定演算で使用できる類似したデータのコンテナです。セットタイプには、prefix-sets、
community-sets、as-path-sets、および extcommunity-setsの 4つがあります。これらのセットはそれ
ぞれ、IPv4または IPv6プレフィックス、コミュニティ値、ASパス正規表現、および拡張コミュ
ニティ値のグループ化を保持します。セットは、データの単なるコンテナです。セットの大半は

インライン変数も保持します。インラインセットでは、名前付きセットを参照せずに、値の短い

列挙をポリシーで直接使用できます。プレフィックスリスト、コミュニティリスト、および AS
パスリストは、リストに項目が 1つか 2つしかない場合でも維持が必要です。RPLのインライン
セットを使用すると、名前付きセットを参照することなく、値の小さいセットをポリシー本体に

直接配置できます。

許可や拒否などの決定は、ポリシー定義自体で明示的に制御されます。RPLは、セットデータを
使用する可能性のある一致演算子を、従来のブール論理演算子AND、OR、およびNOTと組み合
わせて複雑な条件式にします。すべての一致演算は trueまたは falseの結果を返します。その後、
これらの条件式の実行および関連するアクションは、if then、elseif、および elseの単純な構造を使
用して制御できます。これにより、ポリシーを通じて評価パスをすべて指定できます。

ルーティングポリシー言語の構造

ここでは、RPLの基本構造について説明します。

名前

ポリシー言語には、セットとポリシーの 2種類の持続的で名前を付けられるオブジェクトがあり
ます。これらのオブジェクトの定義は、開始および終了のコマンドラインとして括弧で囲まれま

す。たとえば、testという名前のポリシーを定義する設定構文は、次のようになります。

route-policy test
[ . . . policy statements . . . ]
end-policy

ポリシーオブジェクトの正規名は、任意の連続する英数字（大文字および小文字）、数字の 0～
9、および句読文字のピリオド、ハイフン、およびアンダースコアで指定できます。名前は、文字
または数字ではじまる必要があります。

セット

このコンテキストでは、セットという用語を、順序付けのない固有のエレメントの集合を意味す

る数学的な概念で使用されます。ポリシー言語は、セットをマッチング用の値のグループに対す

るコンテナとして提供します。セットは、条件式で使用されます。セットの要素はカンマで区切

ります。ヌル（空）のセットは許可されます。

次の例で、

prefix-set backup-routes
# currently no backup routes are defined

end-set
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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。

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、括弧で囲ま

れたカンマ区切りのリストです。ここで element-entryは、プレフィックスやコミュニティ値など
の使用タイプに適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。

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。
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名前付きセット形式

名前付きセット形式は、ios-regexキーワードを使用して正規表現のタイプを示します。また、正
規表現を単一引用符で囲む必要があります。

次の例では、名前付き ASパスセットの定義を示します。

as-path-set aset1
ios-regex ’_42$’,
ios-regex ’_127$’
end-set

この ASパスセットは 2つの要素から構成されます。一致演算で使用する場合は、この ASパス
セットは、ASパスが自律システム（AS）番号 42または 127のいずれかで終わる任意のルートと
一致します。

名前付き ASパスセットを削除するには、no as-path-set aset1コマンドラインインターフェイス
（CLI）コマンドを使用します。

正規表現一致により、CPUの負荷が高くなります。ポリシーパフォーマンスを大幅に向上す
るには、次のいずれかを実行します。正規表現パターンをまとめて正規表現の合計呼び出し数

を減らす、または「as-path neighbor-is」、「as-path originates-from」、「as-path passes-through」
などの同等のネイティブ as-path一致演算を使用します。

（注）

インラインセット形式

インラインセットは、次のようにカンマ区切りの式のリストを括弧で囲んだ形式です。

(ios-regex '_42$', ios-regex '_127$')

このセットは、前の名前付きセットと同じ ASパスと一致させますが、ポリシーが使用する名前
付きセットとは別に名前付きセットを作成する余計な作業を必要としません。

community-set

コミュニティセットは、BGPコミュニティ属性との一致のためにコミュニティ値を保持していま
す。コミュニティは、32ビット量です。整数のコミュニティ値は半分に分けて、コロンで区切っ
た、0～ 65535の範囲内の 2つの符号なし 10進整数で表す必要があります。単一の 32ビットコ
ミュニティ値は指定できません。次に、名前付きセット形式を示します。

名前付きセット形式

community-set cset1
12:34,
12:56,
12:78,
internet
end-set
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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。

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。

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/RP0/CPU0:router(config)#extcommunity-set cost cost_set
RP/0/RP0/CPU0:router(config-ext)#?
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#-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/RP0/CPU0:router(config)#extcommunity-set rt rt_set
RP/0/RP0/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
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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
1.1.1:100,

100:200
end-set

次のオプションが拡張コミュニティセット Sooでサポートされています。

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#extcommunity-set soo soo_set
RP/0/RP0/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
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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
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。
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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番目の要素は、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番目の要素は、10.0.4.0/24～ 10.0.4.240/28の範囲の値
と一致します。5番目の要素は、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番目の要素は、10.0.6.0/28～ 10.0.6.240/28の範囲内にある長さ 28の任意のプレフィックス
と一致します。7番目の要素は、10.0.[0..255].2/32（10.0.0.2/32～ 10.0.255.2）の範囲内にある長さ
32の任意のプレフィックスと一致します。8番目の要素は、10.[0..255].8.0/26（10.0.8.0/26～
10.255.8.0/26）の範囲内にある長さ 26の任意のプレフィックスと一致します。

次の prefix-setはすべて、無効なプレフィックス一致指定からなります。

prefix-set ILLEGAL-PREFIX-EXAMPLES
10.1.1.1 ge 16,
10.1.2.1 le 16,
10.1.3.0/24 le 23,
10.1.4.0/24 ge 33,
10.1.5.0/25 ge 29 le 28

end-set

最小長と最大長のいずれも、マスク長がないと無効です。IPv4の場合、最小長は、IPv4プレフィッ
クスの最大長である 32未満でなければなりません。IPv6の場合、最小長は、IPv6プレフィック
スの最大長である 128未満でなければなりません。最大長は、最小長以上でなければなりませ
ん。

RPL プレフィックスセットでの ACL サポート
アクセスコントロールリスト（ACL）タイプのプレフィックスセットエントリは、IPv4または
IPv6のプレフィックス一致指定を保持し、それぞれにアドレスとワイルドカードマスクがありま
す。アドレスおよびワイルドカードマスクは、標準のドット付き 10進数表記の IPv4アドレスま
たはコロンで区切られた 16進数の IPv6アドレスです。照合するビットセットはワイルドカード
の形式（反転マスクとも呼ばれる）で提供され、バイナリ 0は必須一致を、バイナリ 1は一致し
ない条件をそれぞれ表します。プレフィックスセットを使用して、任意のルートで一致する必要

がある連続したビットセットと非連続のビットセットを指定できます。
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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です。

• 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です。

次に、rd-setの例を示します。

rd-set rdset1
10.0.0.0/8:*,
10.0.0.0/8:777,
10.0.0.0:*,
10.0.0.0:777,
65000:*,
65000:777

end-set

ルーティングポリシー言語コンポーネント

ルーティングポリシー言語の 4種類の主要コンポーネント、設定フロントエンド、ポリシーリ
ポジトリ、実行エンジン、およびポリシークライアントそのものは、ポリシーの定義、変更、お

よび使用に関係します。

設定フロントエンド（CLI）は、ポリシーを定義し、変更する機能です。この設定は、通常の保
存方法を使用してルータに保存され、通常の設定の showコマンドを使用して表示できます。

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
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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。

パスポリシーパスポリシー

次に、ルートを変更せずにポリシーがすべての渡されたルートを受け入れる例を示します。

route-policy quickstart-pass
pass
end-policy

すべてをドロップするポリシー

次に、渡されたすべてのルートをポリシーが明示的に拒否する例を示します。このタイプのポリ

シーは、特定のピアから送信されるすべてを無視するために使用されます。

route-policy quickstart-drop
drop
end-policy

パスの特定の AS 番号を使用するルートを無視する

次に、3個の部分からなるポリシー定義の例を示します。まず、as-path-setコマンドは、ASパス
とマッチングするための 3つの正規表現を定義します。2番目に、route-policyコマンドは、ルー
トに ASパスセットを適用します。ルートの ASパス属性が as-path-setコマンドで定義された正
規表現と一致する場合、プロトコルはこのルートを拒否します。3番めに、ルートポリシーは、
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
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router bgp 2
neighbor 10.0.1.2 address-family ipv4 unicast policy ignore_path_as in

MED に基づくセットコミュニティ

次に、ポリシーがルートのMEDをテストし、MEDの値に基づいてルートのコミュニティ属性を
変更する例を示します。MED値が 127の場合、ポリシーはルートにコミュニティ 123:456を追加
します。MED値が63の場合、ポリシーはルートのコミュニティ属性に値123:789を追加します。
それ以外の場合、ポリシーはコミュニティ123:123をルートから削除します。いかなる場合でも、
ルートを受け入れるようにポリシーからプロトコルに指示します。

route-policy quickstart-med
if med eq 127 then
set community (123:456) additive
elseif med eq 63 then
set community (123:789) additive
else
delete community in (123:123)
endif
pass
end-policy

コミュニティに基づくローカルプリファレンスの設定

次に、quickstart-communitiesという名前のコミュニティセットがコミュニティ値を定義する例を
示します。quickstart-localprefという名前のルートポリシーは、quickstart-communitiesコミュニティ
セットに指定されたコミュニティの存在に対してルートをテストします。ルートにいずれかのコ

ミュニティ値が存在する場合、ルートポリシーはルートのローカルプリファレンス属性を 31に
設定します。いかなる場合でも、ルートを受け入れるようにポリシーからプロトコルに指示しま

す。

community-set quickstart-communities
987:654,
987:543,
987:321,
987:210
end-set

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
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# 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

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

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番目の例として、ASパスの先頭に追加する場合があります。形式のポリシーを検討します。

route-policy prepend-example
prepend as-path 2.5 3
prepend as-path 666.5 2
end-policy

このポリシーは、ASパスの先頭に 666.5 666.5 2.5 2.5 2.5を追加します。この先頭に追加する動作
は、実行するすべてのアクションの結果であり、単一のスカラー値ではなく、値の配列を含む属

性となる ASパスに対して実行されます。

属性を変更するとき

ポリシーは、すべてのテストが完了するまでルート属性値を変更しません。つまり、比較演算子

はルートの初期データで常に実行されます。ルート属性の中間での変更は、ポリシーの評価にカ

スケード効果を与えません。次に、例を示します。

ifmed eq 12 then
set med 42
if med eq 42 then
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番目のテスト（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番目のテストに到達するには、MED
が 12である必要があるため、2番目のテストは常に falseを返します。

デフォルトのドロップ処理

すべてのルートポリシーには、評価中のルートをドロップするデフォルトアクションがありま

す。ただし、ルートがポリシーアクションによって変更された場合と明示的に渡された場合は除

きます。適用（ネスト）されるポリシーは、適用されるポイントに適用されるポリシーを貼り付

けることによってこの処理を実装します。

ネットワーク 10のすべてのルートを許可し、そのローカルプリファレンスを 200に設定して、
他のルートすべてをドロップするポリシーについて検討します。ポリシーは次のように記述でき

ます。

route-policy two
if destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32) then
set local-preference 200
endif
end-policy

route-policy one
apply two
end-policy

明示的な passステートメントが含まれていなく、ルート属性も変更しないため、ポリシー oneは
すべてのルートをドロップするように見える可能性があります。しかし、適用されるポリシーは

実際は一部のルートに属性を設定し、この処理はポリシー oneに渡されます。結果として、ポリ
シー oneはネットワーク 10の宛先を含むルートを渡して、その他すべてをドロップします。

制御フロー

ポリシーステートメントは、設定に表示される順に従って順番に処理されます。他のポリシーブ

ロックを階層的に参照するポリシーは、参照されるポリシーブロックが直接インラインに置換さ

れたように処理されます。たとえば、次のポリシーが定義されているとします。

route-policy one
set weight 100
end-policy

route-policy two
set med 200
end-policy

route-policy three
apply two
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。

[集約]

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
.
.
.
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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。

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、
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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
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
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シー処理はこれ以上実行されません。また、dropステートメントは、それ以前に処理されたpass
ステートメントまたは属性変更をすべて上書きすることにも注意してください。たとえば、次の

ポリシーはすべてのルートをドロップします。最初のpassステートメントは実行されますが、す
ぐに dropステートメントによって上書きされます。 2番目の passステートメントが実行される
ことは決してありません。

route-policy DROP-EXAMPLE
pass
drop
pass
end-policy

1つのポリシーが別のポリシーを適用する場合、適用されるポリシーは適用するポリシーの正し
い位置にコピーされたようになり、次に、同じ drop-and-passセマンティックが施行されます。た
とえば、次のポリシー ONEおよび TWOは、ポリシー ONE-PRIMEと同等です。

route-policy ONE
apply two
if as-path neighbor-is '123' then
pass
endif
end-policy

route-policy TWO
if destination in (10.0.0.0/16 le 32) then
drop
endif
end-policy

route-policy ONE-PRIME
if destination in (10.0.0.0/16 le 32) then
drop
endif
if as-path neighbor-is '123' then
pass
endif
end-policy

明示的な dropステートメントの効果が即時であるため、10.0.0.0/16 le 32内のルートは、これ以上
のポリシー処理なしでドロップされます。次に、その他のルートが自律システム 123によってア
ドバタイズされているかどうかを確認するために検討されます。アドバタイズされている場合、

それらのルートは渡されます。それ以外の場合は、すべてのポリシー処理の最後に黙示的にドロッ

プされます。

doneステートメントは、ポリシーの実行を停止してルートを受け入れるアクションを実行するよ
うに指示します。doneステートメントを検出すると、ルートが渡され、ポリシーステートメント
はこれ以上実行されません。doneステートメントの前にルートに対して行った変更はすべて、有
効なままです。

Action
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
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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。

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
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if med eq 150 then
drop
endif
set local-preference 100
endif

このポリシーの例では、コミュニティ値 12:34または 56:78が関連付けられたすべてのルートで、
ローカルプリファレンス属性の値が 100に設定されます。ただし、これらのルートのいずれかで
MED値が 150になっている場合は、コミュニティ値 12:34または 56:78のいずれかおよびMED
150が指定されたこれらのルートはドロップされます。

ブール条件

ifステートメントについて説明した前の項では、すべての例で trueまたは falseを評価する単純な
ブール条件を使用しています。RPLには、ブール演算子を使用して、単純条件から複合条件を構
築する方法もあります。

ブール演算子には、否定（not）、論理積（and）、および論理和（or）の 3つがあります。ポリ
シー言語では、否定が最も優先され、その後に論理積、次に論理和と続きます。優先を上書きす

る、または可読性を高める目的で複合条件をグループ化するために括弧を使用できます。

次に、単純条件の例を示します。

med eq 42

ルートのMEDの値が 42の場合は true、それ以外の場合は falseです。

単純条件は、not演算子を使用しても否定できます。

not next-hop in (10.0.2.2)

括弧で囲まれているブール条件は、それ自体がブール条件です。

(destination in prefix-list-1)

複合条件は次の 2つの形式のいずれかになります。複合条件は、単純式の後に and演算子が続く
か、それ自体の後に単純条件が続きます。

med eq 42 and next-hop in (10.0.2.2)

複合条件は、単純式の後に or演算子、またその後に別の単純条件が続くこともできます。

origin is igp or origin is incomplete

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))

   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
6.0.x

136

ルーティングポリシーの実装

ポリシーステートメント



括弧は、サブ条件のグループの可読性を高めるために使用される場合、またはサブ条件を 1つの
ユニットとして評価するように強制する場合があります。

次の例では、最優先の not演算子は、宛先のテストのみに適用されます。and演算子は、not式の
結果をコミュニティテストと組み合わせます。また、or演算子は、その結果をMEDテストと組
み合わせます。

med eq 10 or not destination in (10.1.3.0/24) and community matches-any ([12..34]:[56..78])

優先を表すために一連の括弧を使用すると、次のようになります。

med eq 10 or ((not destination in (10.1.3.0/24)) and community matches-any
([12..34]:[56..78])

次に、複雑な式の別の例を示します。

(origin is igp or origin is incomplete or not med eq 42) and next-hop in (10.0.2.2)

左の論理積は、括弧で囲まれた複合条件です。複合条件内部の最初の単純条件は、送信元属性の

値をテストします。値が内部ゲートウェイプロトコル（IGP）の場合、複合条件内部は trueです。
それ以外の場合、評価は再び送信元属性の値のテストに進み、これが不完全な場合は複合条件内

部は trueです。それ以外の場合、評価は次の成分条件（単純条件の否定）のチェックに進みます。

apply
ポリシー定義およびポリシーのパラメータ化の項で説明したように、applyコマンドは別のポリ
シー（パラメータ化または未パラメータ化のいずれか）を別のポリシー内から実行します。これ

により、ポリシーの共通ブロックの再利用が可能になります。ポリシーの共通ブロックのパラメー

タ化機能と併用した場合、applyコマンドは、設定の繰り返しを軽減するための強力なツールにな
ります。

接続点

ポリシーはルートに適用されるまで有用になりません。ルーティングプロトコルがルートに適用

されるポリシーを知る必要があります。たとえば、BGPではポリシーが使用されるいくつかの状
況がありますが、最も一般的なのはインポートおよびエクスポートポリシーの定義です。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。
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各プロトコルは、それぞれルートを構成する属性（コマンド）のセットの定義を持っています。

たとえば、BGPルートにOSPFで未定義のコミュニティ属性が存在する場合があります。IS-IS内
のルートには、BGPには未知のレベル属性があります。RIBで内部的に保持されるルートは、タ
グ属性を持つ場合があります。

あるプロトコルにポリシーがアタッチされると、プロトコルはそのポリシーがプロトコルにとっ

て既知のルート属性を使用して動作するものであるか確認します。プロトコルが未知の属性を使

用している場合、プロトコルはアタッチを拒否します。たとえば、OSPFは BGPコミュニティの
値をテストするポリシーのアタッチを拒否します。

各プロトコルは最低 2つの異なるルートタイプにアクセスできるため、状況はさらに複雑になり
ます。ネイティブプロトコルルートに加え、BGPまたは IS-ISを例にすると、一部のプロトコル
ポリシー接続点はRIBルート上で動作し、これは共通の中心的表現です。BGPを例にすると、プ
ロトコルは RIBから BGPに再配布されたルートへポリシーを適用する接続点を提供します。2つ
の異なる種類のルートを処理する接続点では、マッチングにはRIB属性の動作、設定にはBGP属
性の動作というように、動作の混在が許可されます。

プロトコルコンフィギュレーションは、サポートされていない動作を実行するポリシーの付

加を拒否します。

（注）

続く項では、プロトコル接続点について、各接続点で有効な属性（コマンド）および動作に関す

る情報を含めて説明します。

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
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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、RoutingInformation
Base（RIB）に対して関連付けられたポリシーの評価によって実行されます。ポリシーをパスする
ルートがある場合、デフォルトルートが生成され、関連ピアに送られます。

次のポリシーでは、RIB内に 10.0.0.0/8 ge 8 le 32にマッチするルートが存在する場合に、デフォル
トルートを生成して BGPネイバー 10.0.0.1に送ります。

route-policy sample-originate
if rib-has-route in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32) then

pass
endif

end-policy

router bgp 2
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
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
.
.
.
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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
.
.
.

ネットワーク

network接続点は RIBから BGPへのルートの挿入を制御します。このポイントでアタッチされる
ルートポリシーは、挿入されるルートのどの有効な BGP属性でも設定できます。

次の例では、/24よりも具体的なすべてのルートに対して well-knownコミュニティ no-exportを設
定するネットワーク接続点にアタッチされたルートポリシーを表示します。

route-policy NetworkControl
if destination in (0.0.0.0/0 ge 25) then
set community (no-export) additive

endif
end-policy

router bgp 2
address-family ipv4 unicast
network 172.16.0.5/27 route-policy NetworkControl
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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。

次の例では、show bgp route-policyコマンドを使用して、MEDの値が 5の BGPルートを表示しま
す。

route-policy sample-display
if med eq 5 then
pass

endif
end-policy
!
show bgp route-policy sample-display

show bgp policy route-policyコマンドも存在しており、RIBがアウトバウンド BGPポリシーであ
るかのようにして、名前付きポリシーを通過した RIB内のすべてのルートを実行します。このコ
マンドは、次の例に示すように、各ルートが変更の前と後にどのようになったかを表示します。

show rpl route-policy test2

route-policy test2
if (destination in (10.0.0.0/8 ge 8 le 32)) then
set med 333
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endif
end-policy
!

show bgp

BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 2
BGP main routing table version 11
BGP scan interval 60 secs
Status codes:s suppressed, d damped, h history, * valid, > best

i - internal, S stale
Origin codes:i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.0.0.0 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/9 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/10 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.0.0.0/11 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.1.0.0/16 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.3.30.0/24 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.3.30.128/25 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.128.0.0/9 10.0.1.2 10 0 3 ?
*> 10.255.0.0/24 10.0.101.2 1000 555 0 100 e
*> 10.255.64.0/24 10.0.101.2 1000 555 0 100 e
....

show bgp policy route-policy test2

10.0.0.0/8 is advertised to 10.0.101.2

Path info:
neighbor:10.0.1.2 neighbor router id:10.0.1.2
valid external best

Attributes after inbound policy was applied:
next hop:10.0.1.2
MET ORG AS
origin:incomplete neighbor as:3 metric:10
aspath:3

Attributes after outbound policy was applied:
next hop:10.0.1.2
MET ORG AS
origin:incomplete neighbor as:3 metric:333
aspath:2 3

...

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
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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
チング操作が行えます。この接続点は通常、ネクストホップ通知（アップまたはダウン）イベン

トで実行するかどうか決定するために使用されます。

ネクストホップのトラッキングにより、BGPは BGPプレフィックスに直接影響を与える Routing
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
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
グ操作に基づいて BGPフラップ統計情報をクリアするかどうか判断するときに使用します。

次の例に、セットmy-as-set内でマッチングを行う 1つ以上の正規表現がルートに関連付けられた
ASパスにマッチした場合に in演算子が真となるルートポリシーの設定方法を示します。マッチ
した場合、clearコマンドは関連付けられたフラップ統計情報をクリアします。

as-path-set my-as-set
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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

else
drop

endif
end-policy

debug bgp update policy_b

BGP 属性と演算子

このテーブルでは、接続点ごとの BGP属性と演算子をまとめます。
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表 2：BGP 属性と演算子

Set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

セット

set additive

delete in

delete not in

delete all

is-empty

matches-any

matches-every

community

—indestination

セット

set additive

—extcommunity cost

セットis、ge、le、eqlocal-preference

setset +set -is、eg、ge、lemed

セットinnext-hop

セットisorigin

—insource

suppress-route—suppress-route

セット—weight
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Set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

セット—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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Set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—/dampening

—indestination

—is、ge、le、eqlocal-preference

—is、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

—insource

—indestinationdebug

セット

set +

set -

—meddefault originate

—inrib-has-route
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Set一致属性接続点

prepend

prepend most-recent

remove as-path private-as

replace

in

is-local

length

該当なし

neighbor-is

originates-from

passes-through

unique-length

as-pathneighbor-in

—is、ge、le、eqas-path-length

—is、ge、le、eqas-path-unique-length

セット

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

communitycommunity
with ‘peeras’

—indestination

セット

set additive

—extcommunity cost

セット

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

セットis、ge、le、eqlocal-preference

is、eg、ge、lemed
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Set一致属性接続点

セット

set +

set -

セット

set peer address

innext-hop

セットisorigin

該当なしroute-aggregatedroute-aggregated

—insource

セット—weight
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Set一致属性接続点

prepend

prepend most-recent

remove as-path private-as

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

セット

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

communitycommunity
with ‘peeras’

—indestination

セット

set additive

—extcommunity cost

セット

additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

セットis、ge、le、eqlocal-preference

is、eg、ge、lemed
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Set一致属性接続点

セット

set +

set -

set max-unreachable

set igp-cost

セット

set self

innext-hop

セットisorigin

—ispath-type

—inrd

—route-aggregatedroute-aggregated

—insource

unsuppress-route—unsuppress-route

セット—vpn-distinguisher

n/ainorf-prefixneighbor-orf
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Set一致属性接続点

prepend—as-pathnetwork

セット

set additive

delete-in

delete-not-in

delete-all

—community

—indestination

セット

set additive

—extcommunity cost

—route-has-labelmpls-label

セット—local-preference

セット

set+

set-

—med

セットinnext-hop

セット—origin

—isroute-type

—is、ge、le、eqtag

セット—weight

—indestinationnext-hop

—is、inプロトコル

—insource
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Set一致属性接続点

prepend—as-pathredistribute

セット

set additive

delete in

delete not in

delete all

—community

—indestination

setset additive—extcommunity cost

セット—local-preference

セット

set+

set-

—med

セットinnext-hop

セット—origin

—route-has-labelmpls-label

—isroute-type

—is、eq、ge、letag

セット—weight

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity rtretain-rt
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Set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

matches-within

extcommunity rt

—is-empty

matches-any

matches-every

matches-within

extcommunity soo

—is、eg、ge、lemed

—innext-hop

—isorigin

—insource

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 3：接続点により制限された BGP 動作

再配布aggregationexportimport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

禁止禁止eBGPのみ禁止set med igp-cost

n/an/a禁止n/aset weight

禁止n/a禁止禁止suppress

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
.
.
.

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。

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。

   Cisco NCS 5000 シリーズルータのルーティングコンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース
6.0.x

156

ルーティングポリシーの実装

接続点



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

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 4：OSPF 属性と演算子

Set一致属性接続点

セット—ospf-metricdefault-information
originate

セット—metric-type

セット—tag

—inrib-has-route
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Set一致属性接続点

—indestinationredistribute

セット—metric-type

セット—ospf-metric

—innext-hop

—route-has-labelmpls-label

n/ais、le、ge、eqrib-metric

—isroute-type

セットis、eq、ge、letag

—indestinationarea-in

—indestinationarea-out

n/aindestinationspf-prefix-priority

セットn/aspf-priority

n/ais、le、ge、eqtag

Distribute-list in

OSPF内の distribute-list in接続点では、ルートポリシーを使用して、OSPFプレフィックスをフィ
ルタリングできます。distribute-list inルートポリシーは、OSPFインスタンス、エリア、およびイ
ンターフェイスレベルで設定できます。distribute-list inコマンドで使用されるルートポリシーは、
matchステートメント、「destination」および「rib-metric」をサポートします。「set」コマンドは
ルートポリシーではサポートされません。

次は、distribute-list inの有効なルートポリシーの例です。

route-policy DEST
if destination in (10.10.10.10/32) then
drop

else
pass

endif
end-policy

route-policy METRIC
if rib-metric ge 10 and rib-metric le 19 then
drop

else
pass

endif
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end-policy

prefix-set R-PFX
10.10.10.30

end-set

route-policy R-SET
if destination in R-PFX and rib-metric le 20 then
pass

else
drop

endif
end-policy

OSPFv3 ポリシー接続点
この項では、それぞれのOSPFv3ポリシー接続点について説明し、OSPFv3属性と演算子の概要を
示します。

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。
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表 5：OSPFv3 属性と演算子

Set一致属性接続点

セット—ospf-metricdefault-information
originate

セット—metric-type

セット—tag

—inrib-has-route

—indestinationredistribute

セット—ospf-metric

セット—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。

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
.
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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
.

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
.

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
address-family ipv4
default-information allowed in route-policy eigrp-cd-policy-in
.
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.

.

ルーティングポリシーの非破壊編集

ルーティングポリシーの非破壊編集によって、ルーティングポリシーコンフィギュレーション

モードでのデフォルトの終了動作が設定を中断するように変更されます。

デフォルトの exitコマンドは、end-policy、end-set、または end-ifとして機能します。exitコマン
ドがルートポリシーコンフィギュレーションモードで実行されると、変更が適用され、設定が

更新されます。これによって既存のポリシーが破壊されます。rpl set-exit-as-abortコマンドを使
用すると、ルートポリシーコンフィギュレーションモードで exitコマンドのデフォルトの動作
を上書きできます。

アタッチされたポリシーの変更

使用中のポリシーを変更する必要が生じる場合もあります。従来のコンフィギュレーションモデ

ルでのポリシーの変更では、いったんポリシーを完全に削除してから再入力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。まだ定義されていない参照セットまたはポリシーブロックの設定を

構築でき、その後、それらの定義されていないポリシーおよびセットに入力できます。この設定

を構築する方法によって、ポリシー定義の柔軟性がより高まります。参照するポリシーの各部分

は、ポリシーを定義しているときに設定に存在する必要はありません。このため、ポリシーsample2
が存在しない場合でも、applyステートメントよってポリシー sample2を参照するポリシー sample1
を定義できます。同様に、存在しないセットを参照するポリシーステートメントを入力できま

す。

ただし、参照されているすべてのポリシーとセットの存在は、ポリシーが付加されたときに適用

されます。このため、ステートメント neighbor 1.2.3.4 address-family ipv4 unicast policy sample1
inを使用してインバウンド BGPポリシーで未定義ポリシー sample2を参照するポリシー sample1
をアタッチしようとすると、ポリシー sample2が存在しないために設定が拒否されます。
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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。ソフ

トウェアでは、RPLポリシーの編集に次のテキストエディタを利用できます。

• Nano（デフォルト）

• Emacs

• Vim

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、XREXEC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/RP0/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
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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/RP0/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/

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モー

ドに戻るには、abortコマンドを使用します。

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、XR EXECモードで次の
CLIコマンドを使用します。

edit route-policy
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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/

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。

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。

階層型ポリシー条件

階層型ポリシー条件機能は、他のルートポリシーの「if」ステートメント内のルートポリシーを
指定する機能をイネーブルにします。この機能によって、ルートポリシーを階層的ポリシーに基

づいたコンフィギュレーションに適用できます。

階層型ポリシー条件機能によって、ソフトウェアではさまざまなマッチング文に加え、さまざま

な種類の Boolean演算子とともに使用できる条件ポリシーの適用をサポートしています。

条件ポリシーの適用

適用条件ポリシーを利用すると、ルートポリシーを別のルートポリシーの ifステートメント内で
使用できます。

Parent、Child A、および Child Bルートポリシーコンフィギュレーションを検討します。
route-policy Child A
if destination in (10.10.0.0/16) then
set local-pref 111
endif
end-policy
!
route-policy Child B
if as-path originates-from '222' then
set community (333:222) additive
endif
end-policy
!
route-policy Parent
if apply Child A and apply Child B then
set community (333:333) additive
else
set community (333:444) additive
endif
end-policy
!
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上記のシナリオでは、Parentポリシーが実行されるたびに、ポリシー Child Aおよび Child Bの結
果に基づいて、ポリシーの中の「if」条件の判断が選択されます。ポリシー Parentは、次に示す
ように、ポリシー mergedに相当します。

route-policy merged
if destination in (10.10.0.0/16) and as-path originates-from '222' then
set local-pref 111
set community (333:222, 333:333) additive
elseif destination in (10.10.0.0/16) then /*Only Policy Child A is pass */
set local-pref 111
set community (333:444) additive /*From else block */
elseif as-path originates-from '222' then /*Only Policy Child B is pass */
set community (333:222, 333:444) additive /*From else block */
else
set community (333:444) additive /*From else block */
endif
end-policy

条件の適用はパラメータとともに使用され、すべての接続点およびすべてのクライアントでサポー

トされます。条件の階層的適用は、カスケードレベル上で制約なく使用できます。

既存のルートポリシーセマンティックは、この条件適用を含むように拡張できます。

Route-policy policy_name
If apply policyA and apply policyB then

Set med 100
Else if not apply policyD then

Set med 200
Else

Set med 300
Endif
End-policy

単純な階層型ポリシーの pass/drop/done RPL ステートメントの動作

次の表は、単純な階層型ポリシーの pass/drop/done RPLステートメントの動作、および単純な階
層型ポリシーの考えられる doneステートメントの実行シーケンスを説明します。

動作考えられる doneステートメン
トの実行シーケンス

単純な階層型ポリシーのある

ルートポリシー

プレフィックスに「acceptable」
としてマークを付け、

continue_listステートメントの
実行を続けます。

pass

Continue_list

pass

dropステートメントにヒット
するとただちにルートを拒否

し、ポリシー実行を停止しま

す。

Stmts_list

drop

drop

doneステートメントにヒット
するとただちにルートを受け入

れ、ポリシー実行を停止しま

す。

Stmts_list

done

done
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動作考えられる doneステートメン
トの実行シーケンス

単純な階層型ポリシーのある

ルートポリシー

「accept route」のある doneス
テートメントでは、ただちに終

了します。

pass

Statement_list

done

passに doneが続きます。

これは、実行時点では無効なシ

ナリオです。ポリシーは drop
ステートメントで、ステートメ

ントリストまたは doneステー
トメントを進まずに、実行を終

了します。プレフィックスは、

拒否またはドロップされます。

drop

Statement list

done

dropに doneが続きます。

階層型ポリシー条件の pass/drop/done RPL ステートメントの動作

次の項では、階層型ポリシー条件の pass/drop/done RPLステートメントの動作、および単純な階
層型ポリシーの考えられる doneステートメントの実行シーケンスを説明します。

ポリシー実行の用語：「true-path」と、「false-path」、および「continue-path」。

Route-policy parent
If apply hierarchical_policy_condition then

TRUE-PATH : if hierarchical_policy_condition returns TRUE then this path will
be executed.
Else

FALSE-PATH : if hierarchical_policy_condition returns FALSE then this path will
be executed.
End-if
CONTINUE-PATH : Irrespective of the TRUE/FALSE this path will be executed.
End-policy

動作考えられる doneステートメン
トの実行シーケンス

階層型ポリシー条件

戻り値を「true」とし、同じポ
リシー条件内で実行を続けま

す。

「pass」の後にステートメント
がない場合は、「true」を返し
ます。

pass

Continue_list

pass

戻り値を「true」とし、doneス
テートメントまで実行を続けま

す。「true-path」になる適用ポ
リシー条件に「true」を返しま
す。

passまたは setアクションス
テートメント

Stmt_list

done

passに doneが続きます。
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動作考えられる doneステートメン
トの実行シーケンス

階層型ポリシー条件

「false」を返します。条件は
「false-path」になります。

passまたは set操作のない
Stmt_list

DONE

done

プレフィックスはドロップされ

るか拒否されます。

Stmt_list

drop

Stmt_list

drop

ネストされたワイルドカード適用ポリシー

ルーティングポリシー言語（RPL）の階層構造では、ポリシーが異なるポリシーを参照できます。
参照されている、または呼び出されているポリシーは、子ポリシーと呼ばれます。別のポリシー

を参照するまたは呼び出すポリシーは、親ポリシーと呼ばれます。呼び出すポリシーまたは親ポ

リシーは、BGPネイバーの共通セットとの接続用の複数の子ポリシーをネストできます。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。

集約されたルートの照合

集約されたルートの照合機能は、集約されていないルートからBGP集約ルートを照合するのに役
立ちます。BGPは、ネイバーに更新を送信する前に、ルートのグループを 1つのプレフィックス
に集約できます。集約されたルートの照合機能を使用して、ルートポリシーはこの集約された

ルートを他のルートから切り離します。

着信ポリシーでのプライベート AS の削除
BGPは、ネイバーにパケットを送信する前に、自身の as-pathを付加します。パケットが複数の
iBGPネイバーを通過すると、as-path構造には、多くのプライベート自律システム（AS）が追加
されます。着信ポリシーでのプライベート ASの削除では、RPL route-policyを使用してそれらの
プライベート自律システムを削除する機能が与えられます。remove as-path private-asコマンドを
使用すると、AS番号が 64512～ 65535の自律システム（AS）が削除されます。
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第 5 章

スタティックルートの実装

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、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。

スタティックルートの参照, （177ページ）では、スタティックルートに関する追加の概念情報
を提供します。

現在は、デフォルトの VRFのみがサポートされています。VPNv4、VPNv6および VPNルー
ティング/転送（VRF）のアドレスファミリは、今後のリリースでサポートされる予定です。

（注）

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の実装に関する制約事項, 171 ページ

• スタティックルートの設定, 172 ページ

• フローティングスタティックルート , 173 ページ

• 許可できるスタティックルートの最大数の変更, 175 ページ

• デフォルト VRF, 177 ページ

• スタティックルートの参照, 177 ページ

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。

•現在は、デフォルトの VRFのみがサポートされています。L3VPN、VPNv4、VPNv6および
VPNルーティング/転送（VRF）のアドレスファミリは、今後のリリースでサポートされる
予定です。
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•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。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設定
スタティックルートは、すべてユーザが設定であり、ネクストホップインターフェイス、ネク

ストホップ IPアドレス、またはその両方を指示できます。ソフトウェアでは、インターフェイス
が指定された場合、そのインターフェイスが到達可能であれば、スタティックルートがルーティ

ング情報ベース（RIB）にインストールされます。インターフェイスが指定されていない場合、ネ
クストホップアドレスが到達可能であれば、そのルートはインストールされます。このコンフィ

ギュレーションの唯一の例外は、スタティックルートに permanent属性が設定されている場合で
す。このときは到達可能性にかかわらず RIBにインストールされます。

現在は、デフォルトの VRFのみがサポートされています。VPNv4、VPNv6および VPNルー
ティング/転送（VRF）のアドレスファミリは、今後のリリースでサポートされる予定です。

（注）

ここでは、スタティックルートを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router static
3. vrfvrf-name
4. address-family {ipv4 | ipv6} {unicast |multicast}
5. prefix mask[vrfvrf-name] {ip-address | interface-typeinterface-instance} [distance] [descriptiontext]

[tagtag] [permanent]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 vrfvrf-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# vrf vrf_A

（任意）VRFコンフィギュレーションモードを開始します。

VRFが指定されていない場合、スタティックルートはデフォルトの VRFで設定されます。

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static-vrf)# address family ipv4 unicast

アドレスファミリモードを開始します。

ステップ 5 prefix mask[vrfvrf-name] {ip-address | interface-typeinterface-instance} [distance] [descriptiontext] [tagtag]
[permanent]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 10.0.0.0/8 172.20.16.6 110

アドミニストレーティブディスタンス 110を設定します。

•次に、アドミニストレーティブディスタンスが 110より小さいダイナミック情報が使用できない場
合、172.20.16.6のネクストホップを介してネットワーク10.0.0.0のパケットをルーティングする方法
の例を示します。

ステップ 6 commit

デフォルトのスタティックルートは、多くの場合、単純なルータトポロジで使用されます。次の

例では、アドミニストレーティブディスタンス 110でルートが設定されます。

configure
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1 110
end

フローティングスタティックルート
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
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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。

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）

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. vrfvrf-name
4. address-family {ipv4 | ipv6} {unicast |multicast}
5. prefix mask[vrfvrf-name] {ip-address | interface-typeinterface-instance} [distance] [descriptiontext]

[tagtag] [permanent]
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 vrfvrf-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# vrf vrf_A

（任意）VRFコンフィギュレーションモードを開始します。

VRFが指定されていない場合、スタティックルートはデフォルトの VRFで設定されます。

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

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static-vrf)# address family ipv6 unicast

アドレスファミリモードを開始します。

ステップ 5 prefix mask[vrfvrf-name] {ip-address | interface-typeinterface-instance} [distance] [descriptiontext] [tagtag]
[permanent]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static-vrf-afi)# 2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201

アドミニストレーティブディスタンス 201を設定します。

ステップ 6 commit

フローティングスタティックルートは、しばしば接続失敗時のバックアップパスの準備として

使用されます。次の例では、アドミニストレーティブディスタンス 201でルートが設定されま
す。

configure
router static
address-family ipv6 unicast
2001:0DB8::/32 2001:0DB8:3000::1 201
end

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。maximumpath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. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router static

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router static

スタティックルートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 maximum path{ipv4| ipv6} value

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# maximum path ipv4 10000

許可できるスタティックルートの最大数を変更します。

• IPv4または IPv6アドレスプレフィックスを指定します。

•指定したアドレスファミリのスタティックルートの最大数を指定します。範囲は 1～ 140000です。

•この例では、スタティック IPv4ルートの最大数を 10000に設定します。

ステップ 4 commit

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
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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。vrfvrf-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。

（注）

スタティックルートの参照
次のトピックでは、スタティックルートに関する追加の概念情報について説明します。

•スタティックルート機能の概要, （177ページ）

•デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス, （178ページ）

•直接接続されたルート, （178ページ）

•フローティングスタティックルート , （173ページ）

•完全指定のスタティックルート , （179ページ）

•再帰スタティックルート , （179ページ）

スタティックルート機能の概要

ネットワーキングデバイスでは、手動で設定したルート情報、またはルーティングプロトコルを

使用してダイナミックに学習したルート情報を使用して、パケットを転送します。スタティック

ルートは、手動で設定され、2つのネットワークデバイス間の明示パスを定義します。ダイナミッ
クルーティングプロトコルとは異なり、スタティックルートは動的に更新されず、ネットワー

クトポロジが変更された場合は手動で再設定する必要があります。スタティックルートを使用す

る利点は、セキュリティが高まり、リソースが効率化されることです。スタティックルートで

は、ダイナミックルーティングプロトコルよりも少ない帯域幅を使用し、ルートの計算および通

信にCPUサイクルが使用されません。スタティックルートを使用する場合の主なデメリットは、
ネットワークトポロジが変更された場合に自動的に再設定されないことです。
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スタティックルートはダイナミックルーティングプロトコルに再配布できますが、ダイナミッ

クルーティングプロトコルによって生成されたルートは、スタティックルーティングテーブル

に再配布できません。スタティックルートを使用するルーティングループの設定を回避するアル

ゴリズムはありません。

スタティックルートは、外部ネットワークへのパスが 1つしかない小規模ネットワークでは有用
です。また、大規模ネットワークの場合は、より厳格な制御が必要な、他のネットワークへの特

定のタイプのトラフィックやリンクにセキュリティを提供します。一般に、大半のネットワーク

では、ダイナミックルーティングプロトコルを使用してネットワーキングデバイス間の通信を

行いますが、特殊なケース用として 1つまたは 2つのスタティックルートを設定している場合が
あります。

デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

スタティックルートのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは 1です。小さい数値
は、優先ルートを示します。デフォルトでは、スタティックルートは、ルーティングプロトコル

で学習したルートよりも優先されます。したがって、ダイナミックルートでスタティックルート

を上書きさせる場合、スタティックルートとともにアドミニストレーティブディスタンスを設定

できます。たとえば、OpenShortestPathFirst（OSPF）プロトコルで追加される、アドミニストレー
ティブディスタンスが 120のルートを設定できます。OSPFダイナミックルートで上書きされる
スタティックルートにするには、120よりも大きいアドミニストレーティブディスタンスを指定
します。

直接接続されたルート

ルーティングテーブルは、インターフェイスを指すスタティックルートを「直接接続されてい

る」と見なします。直接接続されたネットワークは、対応する interfaceコマンドがそのプロトコ
ルのルータ設定のスタンザに含まれている場合、IGPルーティングプロトコルによってアドバタ
イズされます。

直接接続されたスタティックルートでは、出力インターフェイスだけが指定されます。宛先は、

出力インターフェイスに直接接続されていると想定されるため、パケットの宛先はネクストホッ

プアドレスとして使用されます。次の例に、アドレスプレフィックス 2001:0DB8::/32を持つ宛先
すべてをインターフェイス TenGigE 0/0/0/0経由で直接到達可能と指定する方法を示します。

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RP0/CPU0:router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 TenGigE 0/0/0/0

直接接続されたスタティックルートは、有効なインターフェイス（つまり、アップ状態にあり、

かつ IPv4または IPv6がイネーブルになっているインターフェイス）を示している場合にかぎり、
ルーティングテーブルに挿入される候補となります。
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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。

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）

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/RP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RP0/CPU0:router(config-static-afi)# 2001:0DB8::/32 TenGigE 0/0/0/0 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。

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/RP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RP0/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。
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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/RP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv6 unicast
RP/0/RP0/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。

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。

Dynamic ECMP
内部ゲートウェイプロトコル（IGP）プレフィックスのダイナミックEqual-CostMulti-Path（ECMP）
機能は、1～ 64の IGPパスを範囲とする ECMPパスの動的選択をサポートします。非再帰的プレ
フィックスの ECMPはダイナミックです。この機能は、出力リンクの間でハードウェアのロード
バランシングサポートを有効化します。

内部ゲートウェイプロトコル（IGP）プレフィックスのダイナミックEqual-CostMulti-Path（ECMP）
機能は、1～ 64の IGPパスを範囲とする ECMPパスの動的選択をサポートします。非再帰的プレ
フィックスの ECMPはダイナミックです。

この機能は、出力リンクの間でハードウェアのロードバランシングサポートを有効化します。
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第 6 章

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のイベント。

•特定の外部またはエリア間のレベルのプレフィックスの追加/削除。

• LSA/LSPの変更に対する IGPフラッディングの伝搬遅延。

RCMDは次の 2種類のモードで動作します。

•モニタリング：イベントを検出し、コンバージェンスを測定します。

•診断：異常イベントに関する追加の（デバッグ）情報の収集。

• ルート収束モニタリングおよび診断, 182 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のイベント。

•特定の外部またはエリア間のレベルのプレフィックスの追加/削除。

• LSA/LSPの変更に対する IGPフラッディングの伝搬遅延。

RCMDは次の 2種類のモードで動作します。

•モニタリング：イベントを検出し、コンバージェンスを測定します。

•診断：異常イベントに関する追加の（デバッグ）情報の収集。

ルート収束モニタリングおよび診断の設定

ルート収束モニタリングおよび診断を設定するには、次の作業を行います。
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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

ステップ 1 configure

ステップ 2 router-convergence

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#router-convergence

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。

ステップ 3 collect-diagnostics location

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#collect-diagnostics 0/RP0/CPU0

指定したノードの診断を収集するように設定します。

ステップ 4 event-buffer-size number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#event-buffer-size 100

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 9を（イベント数として）設定します。

ステップ 5 max-events-stored number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#max-events-stored 10
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サーバに保存されるイベントの最大数を設定します。

ステップ 6 monitoring-interval minutes

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#monitoring-interval 120

ログを収集する間隔（分）を設定します。

ステップ 7 node node-name
指定したノードにパラメータを設定します。

RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#node

ステップ 8 Protocol

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#protocol ISIS
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-proto)#

RCMDパラメータを設定するプロトコルを指定します。

• 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。

ステップ 9 priority

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-proto)#priority critical
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#

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。

• 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

• 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

ステップ 10 disable

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#disable

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。

ステップ 11 leaf-network number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#leaf-network 100

リーフネットワークのモニタリングをイネーブルにします。監視するリーフネットワークの最大数を指

定します。最大数の範囲は 10～ 100です。
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ステップ 12 threshold value

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#threshold 1000

コンバージェンスのしきい値をミリ秒で指定します。しきい値は範囲内から選択します。範囲は 0～
4294967295ミリ秒です。

ステップ 13 storage-location

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd)#storage-location
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#

診断レポートを格納するディレクトリの絶対パスを指定します。

ステップ 14 diagnostics directory-path-name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#diagnostics /disk0:/rcmd

診断レポートを格納するディレクトリの絶対パスを指定します。directory-path-nameを設定します。
例：/disk0:/rcmd/または <tftp-location>/rcmd/

ステップ 15 diagnostics-size

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-store)# diagnostics-size 8

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。

ステップ 16 reports directory-path-name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#reports /disck0:/rcmd

レポートを格納するディレクトリの絶対パスを指定します。directory-path-nameを設定します。
例：/disk0:/rcmd/または <tftp-location>/rcmd/

ステップ 17 reports-size

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#reports-size 8

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。

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
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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モニタ収束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モニタ収束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。

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 isisinstance-id
3. address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]
4. monitor-convergence
5. prefix-listprefix-list-name
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router isisinstance-id

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#router isis isp

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。
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ステップ 3 address-family {ipv4 | ipv6} [unicast]

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis)#address-family ipv6 unicast

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。

ステップ 4 monitor-convergence

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af)#monitor-convergence

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。

ステップ 5 prefix-listprefix-list-name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-isis-af-rcmd)#prefix-list isis_monitor

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。

ステップ 6 commit

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 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。
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手順の概要

1. configure
2. router ospfospf-process-name
3. monitor-convergence
4. prefix-listprefix-list-name
5. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospfospf-process-name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネーブルにし、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。

ステップ 3 monitor-convergence

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf)#monitor-convergence

OSPFルート収束モニタリングをイネーブルにします。

ステップ 4 prefix-listprefix-list-name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#prefix-list ospf_monitor

OSPFのプレフィックスの個々のプレフィックスモニタリングを有効にします。

ステップ 5 commit

OSPF のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブル化：例

この例では、個々の OSPFプレフィックスに対する RCMDモニタリングをイネーブルにする例を
示します。

ipv6 prefix-list ospf_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router ospf 100
monitor-convergence
prefix-list ospf_monitor
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ルート収束モニタリングおよび診断の OSPF タイプ 3/5/7 リンクステー
トアドバタイズメントのモニタリング

ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）のOSPFタイプ 3/5/7のリンクステートアドバタイ
ズメント（LSA）のモニタリング機能では、LSAのモニタリング中にLSAにフラグを付けて区別
します。タイプ3/5/7LSAに対するルートの変更は、モニタする必要があります。ルート計算の際
に、ルートの送信元がタイプ3/5/7LSA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。

タイプ 3/5/7 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 ospf100
3. track-external-routes
4. track-summary-routes
5. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router ospf100

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#router ospf 100

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。

ステップ 3 track-external-routes
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例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#track-external-routes

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。

ステップ 4 track-summary-routes

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#track-summary-routes

サマリー（エリア間）ルートのモニタリングの追跡を有効にします。

ステップ 5 commit

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

この例では、OSPF外部 LSAとサマリールートに対するプレフィックスモニタリングの追跡をイ
ネーブルにする例を示します。

router ospf 100
monitor-convergence
track-external-routes
track-summary-routes
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