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はじめに

Routing Configuration Guide for Cisco NCS 5000 Series Routers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, vii 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, vii 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。
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第 1 章

「BGP の実装」

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

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

このモジュールでは、BGPの概念および設定情報を示しています。

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 6.0

• BGP機能の概要, 1 ページ

BGP 機能の概要
BGPはトランスポートプロトコルとしてTCPを使用します。2台のBGPルータが互いの間にTCP
接続を形成し（ピアルータ）、接続パラメータを開いて確認するためにメッセージを交換しま

す。

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

ティングポリシーを表すグラフの作成に役立ちます。

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

て通知パケットが送信されます。
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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）

BGP ルーティングの有効化
BGPルーティングをイネーブルにし、BGPルーティングプロセスを設定するには、次の作業を実
行します。BGPネイバーの設定は、BGPルーティングのイネーブル化の一部として含まれていま
す。

BGPルーティングをイネーブルにするには、1つ以上のネイバーおよび 1つ以上のアドレス
ファミリを設定する必要があります。address familyコマンドおよび remote asコマンドを使用
して、リモートASとアドレスファミリの両方を持つ 1つ以上のネイバーをグローバルに設定
する必要があります。

（注）

はじめる前に

BGPはルータ ID（設定済みループバックアドレスなど）を取得できなければなりません。1つ以
上のアドレスファミリを BGPルータコンフィギュレーションに設定する必要があり、同じアド
レスファミリをネイバーの下にも設定する必要があります。

ネイバーが外部BGP（eBGP）ピアとして設定されている場合は、route-policyコマンドを使用
して、インバウンドおよびアウトバウンドのルートポリシーをネイバー上に設定する必要が

あります。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. route-policyroute-policy-name
3. end-policy
4. commit
5. configure
6. router bgpas-number
7. bgp router-idip-address
8. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
9. exit
10. neighborip-address
11. remote-asas-number
12. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
13. route-policyroute-policy-name {in | out}
14. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 route-policyroute-policy-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# route-policy drop-as-1234
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# if as-path passes-through '1234' then
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# apply check-communities
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# else
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# pass
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# endif

（任意）ルートポリシーを作成し、ルートポリシーコンフィギュレーションモードを開始します。この

モードではルートポリシーを定義できます。

ステップ 3 end-policy

例：

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

（任意）ルートポリシーの定義を終了し、ルートポリシーコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

ステップ 4 commit

ステップ 5 configure

ステップ 6 router bgpas-number
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 120

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

ステップ 7 bgp router-idip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp router-id 192.168.70.24

指定したルータ IDで、ローカルルータを設定します。

ステップ 8 address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 9 exit

例：

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

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 10 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 11 remote-asas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

ステップ 12 address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。
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このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 13 route-policyroute-policy-name {in | out}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# route-policy drop-as-1234 in

（任意）指定したポリシーを着信 IPv4ユニキャストルートに適用します。

ステップ 14 commit

BGP のイネーブル化：例

次に、BGPをイネーブルにする例を示します。

prefix-set static
2020::/64,
2012::/64,
10.10.0.0/16,
10.2.0.0/24

end-set

route-policy pass-all
pass

end-policy
route-policy set_next_hop_agg_v4
set next-hop 10.0.0.1

end-policy

route-policy set_next_hop_static_v4
if (destination in static) then
set next-hop 10.1.0.1

else
drop

endif
end-policy

route-policy set_next_hop_agg_v6
set next-hop 2003::121

end-policy

route-policy set_next_hop_static_v6
if (destination in static) then

set next-hop 2011::121
else

drop
endif

end-policy

router bgp 65000
bgp fast-external-fallover disable
bgp confederation peers
65001
65002

bgp confederation identifier 1
bgp router-id 1.1.1.1
address-family ipv4 unicast
aggregate-address 10.2.0.0/24 route-policy set_next_hop_agg_v4
aggregate-address 10.3.0.0/24
redistribute static route-policy set_next_hop_static_v4

address-family ipv6 unicast
aggregate-address 2012::/64 route-policy set_next_hop_agg_v6
aggregate-address 2013::/64
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redistribute static route-policy set_next_hop_static_v6
neighbor 10.0.101.60
remote-as 65000
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.0.101.61
remote-as 65000
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.0.101.62
remote-as 3
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

neighbor 10.0.101.64
remote-as 5
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

BGP タイマーの調整
BGPは、定期実行アクティビティ（キープアライブメッセージの送信、ネイバーがダウンしたと
判断する条件となるそのネイバーからメッセージを受信しなかった期間など）を制御するために、

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

BGPネイバーにタイマーを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. timers bgpkeepalive hold-time
4. neighborip-address
5. timerskeepalive hold-time
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 123

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 timers bgpkeepalive hold-time
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# timers bgp 30 90

すべてのネイバーのデフォルトのキープアライブ時間とデフォルトの保留時間を設定します。

ステップ 4 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 5 timerskeepalive hold-time

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# timers 60 220

（任意）BGPネイバーのキープアライブタイマーと保持時間タイマーを設定します。

ステップ 6 commit

BGP デフォルトローカルプリファレンス値の変更
BGPパスのデフォルトローカルプリファレンス値を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. bgp default local-preferencevalue
4. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。
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ステップ 3 bgp default local-preferencevalue

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp default local-preference 200

デフォルト値 100以外のデフォルトローカルプリファレンス値を設定します。100より大きい値を設定し
て推奨度を上げるか、または 100未満の値を設定して推奨度を低くすることができます。

ステップ 4 commit

BGP の MED メトリックの設定
メトリックがまだ設定されていないルート（MED属性が設定されていない、受信されたルート）
をピアにアドバタイズするようにMulti Exit Discriminator（MED）を設定するには、次の作業を実
行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. default-metricvalue
4. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 default-metricvalue

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# default metric 10

まだメトリックが設定されていないルート（MED属性を持たない、受信されたルート）をピアにアドバ
タイズするようにMEDを設定する場合に使用されるデフォルトのメトリックを設定します。

ステップ 4 commit
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BGP ウェイトの設定
重みとは、ベストパス選択プロセスを制御するためにパスに割り当てる数値です。ほとんどのト

ラフィックで特定のネイバーを優先する場合、weightコマンドを使用して、そのネイバーから学
習したすべてのルートに大きい重みを割り当てることができます。ネイバーから受信しルートに

重みを割り当てるには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. remote-asas-number
5. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
6. weightweight-value
7. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 remote-asas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

ステップ 5 address-family {ipv4 | ipv6} unicast
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例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 6 weightweight-value

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# weight 41150

ネイバーから学習したすべてのルートに重みを割り当てます。

ステップ 7 commit

次の作業

新たに設定したウェイトを反映するには、clear bgpコマンドを使用します。

BGP 最適パス計算の調整
BGPルータは、通常は同じ宛先に対する複数のパスを受信します。BGPの最適パスアルゴリズム
は、IPルーティングテーブルに格納し、トラフィックの転送に使用する最適なパスを決めるもの
です。BGP最適パスは、次の 3つのステップで構成されます。

•ステップ 1：2つのパスを比較して、いずれが優れているのかを判別します。

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

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

比較演算が推移的ではないため、ステップ 2で決定された比較の順序は重要です。つまり、3
つのパス、A、B、Cがある場合、Aと Bを比較したときに Aの方が優れていて、Bと Cと比
較したときに Bの方が優れている場合、Aと Cを比較したときに必ずしも Aが優れていると
は限りません。この非推移性は、Multi Exit Discriminator（MED）は、すべてのパス間ではな
く、同じネイバー自律システム（AS）からのパス間のみで比較されるために生じます。BGP
最適パスアルゴリズム, （88ページ）その他概念的な詳細を提供します。

（注）

デフォルトの BGP最適パスの計算の動作を変更するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. bgp bestpath med missing-as-worst
4. bgp bestpath med always
5. bgp bestpath med confed
6. bgp bestpath as-path ignore
7. bgp bestpath compare-routerid
8. 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 126

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 bgp bestpath med missing-as-worst

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp bestpath med missing-as-worst

このパスを最も必要のないパスにするために、このパス内の不明MED属性の値は無限であると見なすよ
うに、BGPソフトウェアに指示します。

ステップ 4 bgp bestpath med always

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp bestpath med always

パスがどの自律システムから受信されたかに関係なく、すべてのパスの間でプレフィックスについてMED
を比較するように、指定した自律システムの BGPスピーカーを設定します。

ステップ 5 bgp bestpath med confed

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp bestpath med confed

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

ステップ 6 bgp bestpath as-path ignore

Cisco NCS 5000 シリーズルータの BGP コンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x    
11

「BGP の実装」
BGP 最適パス計算の調整



例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp bestpath as-path ignore

最適パスを選択するときに、自律システムパスの長さが無視されるように BGPソフトウェアを設定しま
す。

ステップ 7 bgp bestpath compare-routerid

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp bestpath compare-routerid

類似パスのルータ IDを比較するように自律システムの BGPスピーカーを設定します。

ステップ 8 commit

BGP アドミニストレーティブディスタンスの設定
アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティング情報源の信頼性を示す評価基準です。通

常は、値が大きいほど、信頼性の格付けが下がります。一般的にルートは複数のプロトコルによっ

て検出されます。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のプロトコルから学習したルー

トを区別するために使用されます。最もアドミニストレーティブディスタンスが低いルートが IP
ルーティングテーブルに組み込まれます。BGPはデフォルトで、次に示すアドミニストレーティ
ブディスタンスを使用します。

表 1：デフォルトの BGP アドミニストレーティブディスタンス

機能デフォルト値ディスタンス

eBGPから学習したルートに適
用されます。

20External

iBGPから学習したルートに適
用されます。

200内部

ルータを起点とするルートに適

用されます。

200ローカル

ディスタンスは BGPパス選択アルゴリズムに影響しませんが、BGPで学習されたルートを IP
ルーティングテーブルに組み込むかどうかを左右します。

（注）
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あるルートのクラスよりも別のルートのクラスを優先するために使用できるアドミニストレーティ

ブディスタンスを使用することを指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. distance bgpexternal-distance internal-distance local-distance
5. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 4 distance bgpexternal-distance internal-distance local-distance

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# distance bgp 20 20 200

あるルートのクラスよりも別のルートのクラスを優先するために外部、内部、およびローカルのアドミニ

ストレーティブディスタンスを設定します。値が高いほど、信頼性のランクは低くなります。

ステップ 5 commit

BGP バックドアルートの指定
通常、eBGPを介して学習されたルートは、ディスタンスを理由として IPルーティングテーブル
に組み込まれます。ただし、2つの ASには IGP-learnedバックドアルートと eBGP-learnedのルー
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トがあります。ポリシーは、IGP-learnedパスを優先パスとして使用し、IGPパスが停止している
ときに eBGP-learnedパスを使用するなどの内容になります。

外部ボーダーゲートウェイプロトコル（eBGP）のアドミニストレーティブディスタンスに、ロー
カルにソースされたBGPルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定し、InteriorGateway
Protocol（IGP）ルートよりも推奨度を低くするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. network {ip-address /prefix-length | ip-address mask} backdoor
5. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 4 network {ip-address /prefix-length | ip-address mask} backdoor

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# network 172.20.0.0/16

指定されたネットワークを作成してアドバタイズするようにローカルルータを設定します。

ステップ 5 commit
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バックドア：例

ここでは、ルータ Aと C、ルータ Bと Cが eBGPを実行しています。ルータ Aおよび Bは、IGP
を実行しています（ルーティング情報プロトコル（RIP）、Enhanced InteriorGatewayRoutingProtocol
（IGRP）、Enhanced IGRP、またはOpen Shortest Path First（OSPF）など）。RIP、IGRP、Enhanced
IGRP、およびOSPFのデフォルトディスタンスは、それぞれ、120、100、90、および 110です。
これらの距離はすべてeBGPのデフォルトディスタンス（20）よりも長くなります。通常は、ディ
スタンスの一番小さいルートが優先されます。

ルータ Aは、160.10.0.0に関するアップデートを、eBGPと IGPの 2つのルーティングプロトコ
ルから受信します。eBGPのデフォルトのディスタンスが IGPのデフォルトのディスタンスより
も低いので、ルータ Aはルータ Cからの eBGP-learnedルートを選択します。ルータ Aにルータ
B（IGP）からの 160.10.0.0について学習させる場合は、BGPバックドアを確立します。を参照し
てください。

次の例では、ネットワークバックドアが設定されています。

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 100
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# network 160.10.0.0/16 backdoor

ルータAでは、eBGP-learnedルートをローカルとして扱い、ディスタンス 200で IPルーティング
テーブルに組み込みます。このネットワークはEnhanced IGRPを介しても学習しているため（ディ
スタンスは 90）、Enhanced IGRPルートは、IPルーティングテーブルに正常に組み込まれ、トラ
フィックの転送に使用されます。Enhanced IGRP-learnedルートが停止すると、eBGP-learnedルー
トが IPルーティングテーブルに組み込まれ、トラフィックの転送に使用されます。

Although BGPではネットワーク 160.10.0.0をローカルエントリとして扱いますが、通常、ローカ
ルエントリをアドバタイズするようにネットワーク 160.10.0.0をアドバタイズすることはありま
せん。

集約アドレスの設定

BGPルーティングテーブルに集約エントリを作成するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. aggregate-addressaddress/mask-length [as-set] [as-confed-set] [summary-only]

[route-policyroute-policy-name]
5. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 4 aggregate-addressaddress/mask-length [as-set] [as-confed-set] [summary-only] [route-policyroute-policy-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# aggregate-address 10.0.0.0/8 as-set

集約アドレスを作成します。このルートにアドバタイズされたパスは、集約されるすべてのパスに含まれ

るすべての要素で構成された自律システムセットです。

• as-setキーワードで、自律システムセットパス情報および関係するパスに基づくコミュニティ情報
が生成されます。

• as-confed-setキーワードによって、関係するパスから自律システムコンフェデレーションセットパ
ス情報が生成されます。

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

• route-policyroute-policy-nameキーワードおよび引数は、集約ルートの属性の設定に使用されるルート
ポリシーを指定します。
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ステップ 5 commit

BGP の自律システム番号形式
自律システム番号（ASN）は、自律システム（AS）を識別するために使用されるグローバルに一
意な識別子であり、これにより、ASでは、ネイバーASとの間で外部ルーティング情報を交換で
きるようになります。一意のASNは、BGPルーティングで使用するために各ASに割り当てられ
ます。BGPでは、ASNを 2バイトの番号および 4バイトの番号としてエンコードします。

BGP Multi-Instance および Multi-AS
Multi-AS BGPを使用すると、Multi-Instance BGPの各インスタンスに異なる AS番号を設定できる
ようになります。Multi-InstanceおよびMulti-AS BGPは次の機能を備えています。

•共通ルーティングインフラストラクチャを使用して、複数のルータによって提供されるサー
ビスを単一の IOS-XRルータに統合するメカニズム。

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

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

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

•特定の状況における BGPコンバージェンスの改善。

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

•ロードおよびコミットルータレベルの操作は、以前に確認または適用された構成上で実行
できます。

[Restrictions（機能制限）]

•ルータは最大 4つの BGPインスタンスをサポートします。

•各 BGPインスタンスには、固有のルータ IDが必要です。

•各 BGPインスタンスで設定できるアドレスファミリは 1つだけです（VPNv4、VPNv6およ
び RT制約は複数の BGPインスタンスで設定できます）。

• IPv4/IPv6ユニキャストは、IPv4/IPv6ラベル付きユニキャストが設定されている同じ BGPイ
ンスタンス内にある必要があります。

• IPv4/IPv6マルチキャストは、IPv4/IPv6ユニキャストが設定されている同じ BGPインスタン
ス内にある必要があります。
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•単一のBGPインスタンスに対するすべての設定変更を同時にコミットすることができます。
ただし、複数のインスタンスに対する設定変更は同時にコミットできません。

特定の自律システムに対する複数の BGP インスタンスの設定

特定の自律システムに複数のBGPインスタンスを設定するには、次のタスクを実行します。単一
のBGPインスタンスに対するすべての設定変更を同時にコミットすることができます。ただし、
複数のインスタンスに対する設定変更は同時にコミットできません。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number [instance instance name]
3. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgp as-number [instance instance name]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 100 instance inst1

ユーザが指定した BGPインスタンスに対し BGP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 commit

BGP ルーティングドメインコンフェデレーション
iBGPメッシュを削減する方法の 1つとして、ある自律システムを複数の副自律システムに分割
し、単一のコンフェデレーションにグループ化することがあげられます。外部からは、このコン

フェデレーションは単一の自律システムであるかのように見えます。各自律システムは内部で完

全にメッシュ化されていて、同じコンフェデレーション内の他の自律システムとの間には数本の

接続があります。異なる自律システム内にあるピアは eBGPセッションを持ちますが、ルーティ
ング情報は iBGPピアと同様な方法で交換されます。具体的には、ネクストホップ、MED、およ
びローカルプリファレンス情報は維持されます。この機能により、自律システムすべてに対して

単一の IGPを保持できます。

BGP のルーティングドメインコンフェデレーションの設定
BGPのルーティングドメインコンフェデレーションを設定するには、次の作業を実行します。こ
れには、コンフェデレーション IDの指定と、コンフェデレーションに属す自律システムの指定を
含みます。
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ルーティングドメインコンフェデレーションを設定すると、自律システムを複数の自律システム

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

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

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

るかのように見えます。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. bgp confederation identifieras-number
4. bgp confederation peersas-number
5. 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# router bgp 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 bgp confederation identifieras-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation identifier 5

BGPコンフェデレーション IDを指定します。

ステップ 4 bgp confederation peersas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation peers 1091
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation peers 1092
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation peers 1093
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation peers 1094
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation peers 1095
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp confederation peers 1096

BGP自律システムが指定されたBGPコンフェデレーション IDに属することを指定します。例に示すよう
に、複数の AS番号を同じコンフェデレーション IDに関連付けることができます。
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ステップ 5 commit

BGP コンフェデレーション：例

次に、コンフェデレーションのいくつかのピアを表示する設定の例を示します。このコンフェデ

レーションは、自律システム番号 6001、6002、および 6003の 3つの内部自律システムから構成
されています。コンフェデレーション外の BGPスピーカーには、このコンフェデレーションは
（bgp confederation identifierコマンドによって指定される）自律システム番号 666を持つ通常の
自律システムのように見えます。

自律システム 6001のBGPスピーカーで、bgp confederation peersコマンドは、自律システム 6002
および 6003からのピアを特別な eBGPピアとしてマークします。したがって、ピア 171.16 .232.55
および 171.16 .232.56は、ローカルプリファレンス、ネクストホップ、および未変更のMEDを
この更新で取得します。171 .19 .69.1のルータは通常の eBGPスピーカーであり、このピアから受
け取る更新は、自律システム 666のピアからの通常の eBGP更新とまったく同じです。

router bgp 6001
bgp confederation identifier 666
bgp confederation peers
6002
6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.16.232.55
remote-as 6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.16.232.56
remote-as 6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.69.1
remote-as 777

自律システム 6002の BGPスピーカーでは、自律システム 6001および 6003からのピアは特別な
eBGPピアとして設定されます。171 .17 .70.1は通常の iBGPピアであり、ピア 199.99.99.2は自律
システム 700からの通常の eBGPピアです。

router bgp 6002
bgp confederation identifier 666
bgp confederation peers
6001
6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.17.70.1
remote-as 6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.57
remote-as 6001
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.56
remote-as 6003
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.99.2
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remote-as 700
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

自律システム 6003の BGPスピーカーでは、自律システム 6001および 6002からのピアは特別な
eBGPピアとして設定されます。ピア 192 .168 .200.200は自律システム 701からの通常の eBGPピ
アです。

router bgp 6003
bgp confederation identifier 666
bgp confederation peers
6001
6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.57
remote-as 6001
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 171.19.232.55
remote-as 6002
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.200.200
remote-as 701
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

次に、同じ例の自律システム 701からの BGPスピーカー 192 .168 .200.205からの設定の一部を示
します。ネイバー 171.16 .232.56は自律システム 666からの通常の eBGPスピーカーとして設定さ
れます。コンフェデレーション外部のピアは、この自律システムが複数の自律システムに内部分

割されることを認識しません。

router bgp 701
address-family ipv4 unicast
neighbor 172.16.232.56
remote-as 666
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.200.205
remote-as 701

BGP の追加パス
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）の追加パス機能では、1つのプレフィックスに対して
複数のパスを送信できるように、BGPスピーカーのBGPプロトコル機械を変更します。これによ
り、ネットワークに「パスの多様性」が生まれます。追加パスにより、エッジルータでのBGPプ
レフィックス独立コンバージェンス（PIC）が可能になります。
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BGP追加パスでは、iBGPネットワーク内の追加パスアドバタイズメントが可能になり、プレ
フィックスに対する次のタイプのパスがアドバタイズされます。

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

•グループ最適パス：ルート振動を解決します。

•すべてのパス：iBGPフルメッシュをエミュレートします。

BGP 追加パスの設定
BGP追加パス機能を設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure
2. route-policyroute-policy-name
3. ifconditional-expressionthenaction-statementelse
4. passendif
5. end-policy
6. routerbgpas-number
7. address-family{ipv4 {unicast } | ipv6 {unicast | l2vpn vpls-vpws | vpnv4unicast | vpnv6unicast }
8. additional-paths receive
9. additional-paths send
10. additional-paths selectionroute-policyroute-policy-name
11. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 route-policyroute-policy-name

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

ルートポリシーを定義して、ルートポリシーコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 ifconditional-expressionthenaction-statementelse

例：
RP/0/RP0/CPU0:router (config-rpl)#if community matches-any (*) then

set path-selection all advertise
else

特定のルートのアクションとディスポジションを決定します。

ステップ 4 passendif
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl-else)#pass
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl-else)#endif

処理のためにルートを渡し、ifステートメントを終了します。

ステップ 5 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 6 routerbgpas-number

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

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 7 address-family{ipv4 {unicast } | ipv6 {unicast | l2vpn vpls-vpws | vpnv4unicast | vpnv6unicast }

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

アドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 8 additional-paths receive

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)#additional-paths receive

対応ピアのプレフィックスのマルチパス受信機能を設定します。

ステップ 9 additional-paths send

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)#additional-paths send

対応ピアのプレフィックスのマルチパス送信機能を設定します。

ステップ 10 additional-paths selectionroute-policyroute-policy-name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)#additional-paths selection route-policy add_path_policy

プレフィックスの追加パス選択機能を設定します。

ステップ 11 commit
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BGP 最大プレフィックス
最大プレフィックス機能では、特定のアドレスファミリのネイバーから受信されるプレフィック

スの数に上限が課されます。受信されるプレフィックスの数が設定した最大数を超えると、停止

通知がネイバーに送信された後、BGPセッションが終了します（これはデフォルト動作です）。
手動によるクリアがユーザによって実行されるまで、セッションはダウンしたままになります。

セッションは、clear bgpコマンドを使用して再開できます。restartキーワードを指定した
maximum-prefixコマンドを使用して、セッションを自動的に起動できるまでの期間を設定できま
す。プレフィックスの上限はユーザが設定できます。ユーザがそのアドレスファミリに対するプ

レフィックスの最大数を設定していない場合は、デフォルトの制限値が使用されます。

同じ回線で、最大プレフィックス値が変更された場合のアクションを次に示します。

•最大値が単独で変更されると、必要に応じてルート更新メッセージが送信されます。

•新しい最大値が現在のプレフィックスカウントステートよりも大きい場合、新しいプレ
フィックスステートが保存されます。

•新しい最大値が現在のプレフィックスカウントステートより小さい場合、新しく設定され
たステートの値に一致するように、既存のプレフィックスが一部削除されます。

どのプレフィックスを削除するかを制御する方法は現在ありません。

過剰パスの破棄の設定

最大プレフィックス設定での過剰パスの破棄オプションを使用すると、プレフィックスが設定し

た最大値を超えた場合に、ネイバーから受信された過剰なプレフィックスをすべて廃棄できます。

ただし、この廃棄によってセッションフラップが発生することはありません。

過剰パスの破棄オプションの利点は次のとおりです。

• BGPのメモリフットスタンプが制限されます。

•パスが設定された制限を超えるとピアのフラッピングが停止します。

過剰パスの破棄設定が削除されると、BGPは更新機能をサポートしている場合にルート更新メッ
セージをネイバーに送信します。それ以外の場合、セッションはフラップします。

（注） •ルータがプレフィックスを廃棄すると、ネットワークの残りと一致せず、ルーティング
ループが起きる可能性があります。

•プレフィックスが廃棄されると、スタンバイおよびアクティブ状態の BGPセッションが
別のプレフィックスを廃棄する可能性があります。その結果、NSRスイッチオーバーに
よって BGPテーブルの矛盾が生じます。

•過剰パスの破棄設定は、ソフト再設定構成と共存できません。
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BGP最大プレフィックス過剰パスの破棄を設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. maximum-prefixmaximumdiscard-extra-paths
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：
RP/0/RP0/CPU0:router# configure

XR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 router bgpas-number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 10

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

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

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

ステップ 5 maximum-prefixmaximumdiscard-extra-paths

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# maximum-prefix 1000 discard-extra-paths

許可されるプレフィックス数の制限を設定します。

最大プレフィックスの制限を超えると過剰パスを破棄するように過剰パスの破棄を設定します。

Cisco NCS 5000 シリーズルータの BGP コンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x    
25

「BGP の実装」
BGP 最大プレフィックス



ステップ 6 commit

次に、IPv4アドレスファミリに対する過剰パスの破棄機能を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# maximum-prefix 1000 discard-extra-paths
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# commit

次の画面出力では、過剰パスの破棄オプションの詳細を示しています。

RP/0/0/CPU0:ios# show bgp neighbor 10.0.0.1

BGP neighbor is 10.0.0.1
Remote AS 10, local AS 10, internal link
Remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle (No best local address found)
Last read 00:00:00, Last read before reset 00:00:00
Hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Configured hold time: 180, keepalive: 60, min acceptable hold time: 3
Last write 00:00:00, attempted 0, written 0
Second last write 00:00:00, attempted 0, written 0
Last write before reset 00:00:00, attempted 0, written 0
Second last write before reset 00:00:00, attempted 0, written 0
Last write pulse rcvd not set last full not set pulse count 0
Last write pulse rcvd before reset 00:00:00
Socket not armed for io, not armed for read, not armed for write
Last write thread event before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Last KA expiry before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Last KA error before reset 00:00:00, KA not sent 00:00:00
Last KA start before reset 00:00:00, second last 00:00:00
Precedence: internet
Multi-protocol capability not received
Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
Minimum time between advertisement runs is 0 secs

For Address Family: IPv4 Unicast
BGP neighbor version 0
Update group: 0.1 Filter-group: 0.0 No Refresh request being processed
Route refresh request: received 0, sent 0
0 accepted prefixes, 0 are bestpaths
Cumulative no. of prefixes denied: 0.
Prefix advertised 0, suppressed 0, withdrawn 0
Maximum prefixes allowed 10 (discard-extra-paths) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Threshold for warning message 75%, restart interval 0 min
AIGP is enabled
An EoR was not received during read-only mode
Last ack version 1, Last synced ack version 0
Outstanding version objects: current 0, max 0
Additional-paths operation: None
Send Multicast Attributes

Connections established 0; dropped 0
Local host: 0.0.0.0, Local port: 0, IF Handle: 0x00000000
Foreign host: 10.0.0.1, Foreign port: 0
Last reset 00:00:00
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BGP の最適外部パス
最適外部パス機能では、ローカルで選択された最適パスが内部ピアからのパスの場合における、

iBGPおよびルートリフレクタピアへの最適外部パスのアドバタイズメントをサポートしていま
す。BGPでは各宛先に対して最適パスを 1つとバックアップパスを 1つ選択します。デフォルト
では、最適パスを 1つ選択します。さらに、BGPでは、1つのプレフィックスに対する残りの外
部パスのうちから別の最適パスを選択します。1つのパスのみが最適外部パスとして選択され、
バックアップパスとして他の PEに送信されます。BGPでは、最適パスが iBGPパスの場合のみ
最適外部パスを計算します。最適パスが eBGPパスの場合、最適外部パス計算は不要です。

最適外部パスを決定する手順を次に示します。

1 プレフィックスに利用可能なパスの全セットから最適パスを決定します。

2 現在の最適パスを除外します。

3 このプレフィックスのすべての内部パスを除外します。

4 残りのパスから、現在の最適パスと同じネクストホップを持つすべてのパスを除外します。

5 残りのパスのセットに対して最適パスアルゴリズムを再度実行し、最適外部パスを決定しま

す。

BGPでは、1つのプレフィックスに対する外部およびコンフェデレーションの BGPパスを考慮し
て最適外部パスを計算します。BGPでは、最適パスおよび最適外部パスを次のようにアドバタイ
ズします。

•プライマリ PE上：プレフィックスの最適パスを内部と外部の両方のピアにアドバタイズ

•バックアップ PE上：あるプレフィックスに対して選択された最適パスを外部ピアにアドバ
タイズし、このプレフィックスに対して選択された最適外部パスを内部ピアにアドバタイズ

最適外部パスアドバタイズメントの設定

iBGPおよびルートリフレクタピアに最適外部パスをアドバタイズするには、次の作業を実行し
ます。

Cisco NCS 5000 シリーズルータの BGP コンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x    
27

「BGP の実装」
BGP の最適外部パス



手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. 次のいずれかを実行します。

• address-family{ vpnv4 unicast| vpnv6 unicast}

• vrfvrf-name{ipv4 unicast|ipv6 unicast}

4. advertise best-external
5. 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 100

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• address-family{ vpnv4 unicast| vpnv6 unicast}

• vrfvrf-name{ipv4 unicast|ipv6 unicast}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast

アドレスファミリまたは VRFアドレスファミリを指定して、アドレスファミリまたは VRFアドレス
ファミリのコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 4 advertise best-external

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# advertise best-external

iBGPおよびルートリフレクタピアに最適外部パスをアドバタイズします。

ステップ 5 commit
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BGP Local Label Retention
プライマリ PE-CEリンクが故障した場合、BGPでは、プライマリパスに対応するルートおよび
このルートのローカルラベルを取り消し、デフォルトでは、ルーティング情報ベース（RIB）お
よび転送情報ベース（FIB）にバックアップパスをプログラムします。

ただし、プライマリ PEのすべての内部ピアがバックアップパスを新しい最適パスとして使用す
るように再コンバージェンスするまで、トラフィックは、プライマリパスに割り当てられたロー

カルラベルとともに、引き続きプライマリ PEに転送されます。したがって、プライマリパスに
前に割り当てられていたローカルラベルは、再コンバージェンス後、設定可能な期間、プライマ

リ PE上で保持する必要があります。BGP Local Label Retention機能を使用すると、ローカルラベ
ルを指定期間保持できます。時間を指定していない場合、ローカルラベルは、デフォルト値の 5
分間保持されます。

プライマリパスのローカルラベル割り当ての保持

プライマリ PEで以前にプライマリパスに割り当てられたローカルラベルを、再コンバージェン
ス後に設定期間にわたって保持するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family{ vpnv4 unicast| vpnv6 unicast}
4. retain local-labelminutes
5. 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 100

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 address-family{ vpnv4 unicast| vpnv6 unicast}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast

アドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 4 retain local-labelminutes

Cisco NCS 5000 シリーズルータの BGP コンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x    
29

「BGP の実装」
BGP Local Label Retention



例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# retain local-label 10

プライマリ PEで以前にプライマリパスに割り当てられたローカルラベルを、再コンバージェンス後 10
分間保持します。

ステップ 5 commit

ローカルラベル割り当ての保持：例

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

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

end

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

iBGPマルチパスロードシェアリングの参照, （96ページ）その他詳細情報を提供します。

iBGP マルチパスロードシェアリングの設定
iBGPマルチパスロードシェアリングを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. routerbgpas-number
3. address-family {ipv4|ipv6} {unicast|multicast}
4. maximum-pathsibgpnumber
5. commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 routerbgpas-number

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

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

ステップ 4 maximum-pathsibgpnumber

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# maximum-paths ibgp 30

ロードシェアリング用の iBGPパスの最大数を設定します。

ステップ 5 commit

iBGP マルチパス負荷共有設定：例

次に、負荷共有に 30のパスが使用されている設定の例を示します。

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

ルートダンプニング

ルートダンプニングは、インターネットワーク上でのフラッピングルートの伝搬を最小限に抑え

るBGP機能です。ルートの状態が使用可能、使用不可能、使用可能、使用不可能という具合に、
繰り返し変化する場合、ルートはフラッピングと見なされます。

たとえば、自律システム 1、自律システム 2、および自律システム 3の 3つの BGP自律システム
があるネットワークについて考えます。自律システム 1のネットワーク Aへのルートがフラッピ
ングする（利用できなくなる）と仮定します。ルートダンプニングがない状況では、自律システ

ム 1から自律システム 2への eBGPネイバーは、取り消しメッセージを自律システム 2に送信し
ます。次に自律システム 2内の境界ルータは、取り消しメッセージを自律システム 3に伝播しま
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す。ネットワーク Aへのルートが再出現したとき、自律システム 1は自律システム 2に、自律シ
ステム 2は自律システム 3にアドバタイズメントメッセージを送信します。ネットワークAへの
ルートが利用可能になったり不可になったりを繰り返す場合、取り消しメッセージおよびアドバ

タイズメントメッセージが多数送信されます。ルートフラッピングは、インターネットに接続さ

れたインターネットワークでの問題です。インターネットのバックボーンでルートのフラッピン

グが生じると、通常、多くのルートに影響を与えるからです。

ルートダンプニング機能は、次のようにしてフラッピングの問題を最小限に抑えます。ここで

も、ネットワーク Aへのルートがフラッピングしたと仮定します。（ルートダンプニングがイ
ネーブルになっている）自律システム 2内のルータは、ネットワーク Aにペナルティ 1000を割
り当てて、履歴状態に移行させます。自律システム 2内のルータは、引き続きネイバーにルート
のステータスをアドバタイズします。ペナルティは累積されます。ルートフラップが非常に頻繁

に発生し、ペナルティが設定可能な抑制制限を超える場合は、フラップの発生回数に関係なく、

ルータはネットワークAへのルートのアドバタイズを停止します。このようにして、ルートダン
プニングが発生します。

ネットワーク Aに課されたペナルティは再使用制限に達するまで減衰し、達すると同時にその
ルートは再びアドバタイズされます。再使用制限の半分の時点で、ネットワーク Aへのルートの
ダンプニング情報が削除されます。

ルートダンプニングがイネーブルの場合は、リセットによってルートが取り消されるときで

も、BGPピアのリセットにペナルティは適用されません。
（注）

BGP ルートダンプニングの設定
BGPルートダンプニングを設定してモニタするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. bgp dampening [half-life [reuse suppress max-suppress-time] | route-policyroute-policy-name]
5. 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 120
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自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリを指定し、アドレスファミリのコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 4 bgp dampening [half-life [reuse suppress max-suppress-time] | route-policyroute-policy-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# bgp dampening 30 1500 10000 120

指定したアドレスファミリに対して BGPダンプニングを設定します。

ステップ 5 commit

BGP ネイバーグループおよびネイバーの設定
BGPネイバーグループを設定し、ネイバーにネイバーグループの設定を適用するには、次の作業
を実行します。ネイバーグループは、ネイバーに関連するアドレスファミリから独立した設定と

アドレスファミリ固有の設定を持つテンプレートです。

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

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

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

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

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

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

レスファミリを設定する必要があります。ネイバーグループコンフィギュレーションモードで

は、ネイバーグループについて、アドレスファミリに依存しないパラメータを設定できます。ネ

イバーグループコンフィギュレーションモードでaddress-familyコマンドを使用します。neighbor
groupコマンドを使用してネイバーグループ名を指定した後で、オプションをそのネイバーグ
ループに割り当てることができます。

指定されたネイバーグループで設定できるコマンドはすべて、ネイバーでも設定できます。（注）
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. exit
5. neighbor-groupname
6. remote-asas-number
7. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
8. route-policyroute-policy-name {in | out}
9. exit
10. exit
11. neighborip-address
12. use neighbor-groupgroup-name
13. remote-asas-number
14. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 4 exit

例：

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

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 5 neighbor-groupname
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor-group nbr-grp-A

ルータをネイバーグループコンフィギュレーションモードにします。

ステップ 6 remote-asas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# remote-as 2002

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 8 route-policyroute-policy-name {in | out}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp-af)# route-policy drop-as-1234 in

（任意）指定したポリシーを着信 IPv4ユニキャストルートに適用します。

ステップ 9 exit

例：

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

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 10 exit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbrgrp)# exit

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 11 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 12 use neighbor-groupgroup-name
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# use neighbor-group nbr-grp-A

（任意）BGPネイバーが指定されたネイバーグループから設定を継承することを指定します。

ステップ 13 remote-asas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

ステップ 14 commit

BGP ネイバー設定：例

情報を共有するように自律システムの BGPネイバーを設定する例を次に示します。この例では
BGPルータを自律システム 109に割り当て、自律システムの送信元として 2つのネットワークの
リストが表示される例を示します。3つのリモートルータ（とその自律システム）のアドレスの
リストが表示されます。設定するルータは隣接ルータとの間でネットワーク 172 .16 .0.0および
192.168 .7.0に関する情報を共有します。リストの 1番目のルータは別の自律システムにあり、2
番目の neighborおよび remote-asコマンドによってアドレス 172 .26 .234.2の内部ネイバー（自律
システム番号は同一）が指定され、3番目の neighborおよび remote-asコマンドによって別の自
律システムのネイバーが指定されます。

route-policy pass-all
pass
end-policy
router bgp 109
address-family ipv4 unicast
network 172.16.0.0 255.255.0.0
network 192.16831.7.0 255.255.0.0
neighbor 172.16.200.1
remote-as 167
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-out out
neighbor 172.26.234.2
remote-as 109
exit

address-family ipv4 unicast
neighbor 172.26.64.19
remote-as 99
exit

address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out

BGP ネイバーの無効化
設定を削除せずにネイバーを管理シャットダウンするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. shutdown
5. 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 127

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 shutdown

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# shutdown

指定されたネイバーのすべてのアクティブセッションをディセーブルにします。

ステップ 5 commit

BGP インバウンドソフトリセットを使用したネイバーのリセット
指定されたグループまたはネイバーの指定アドレスファミリに対してインバウンドソフトリセッ

トをトリガーするには、次の作業を実行ます。グループは、*、ip-address、as-number、または
externalのキーワードおよび引数によって指定されます。

ネイバーのインバウンドポリシーまたはアウトバウンドポリシーを変更する場合、またはルー

ティングアップデートの送信または受信に影響を与えるその他の設定を変更する場合には、ネイ

バーのリセットが便利です。インバウンドソフトリセットがトリガーされた場合、ネイバーが

ROUTE_REFRESH機能をアドバタイズしていれば、BGPはデフォルトでこのネイバーにREFRESH
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要求を送信します。ネイバーが ROUTE_REFRESH機能をアドバタイズしているかどうかを判別
するには、show bgp neighborsコマンドを使用します。

手順の概要

1. show bgp neighbors
2. soft [in [prefix-filter] | out]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ネイバーから受信したルートリフレッシュ機能がイネーブルであ

ることを確認します。

show bgp neighbors

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show bgp
neighbors

ステップ 1   

BGPネイバーをソフトリセットします。soft [in [prefix-filter] | out]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# clear bgp
ipv4 unicast 10.0.0.1 soft in

ステップ 2   

• *キーワードを指定すると、すべてのBGPネイバーがリセッ
トされます。

• ip-address引数では、リセットするネイバーのアドレスを指定
します。

• as-number引数では、自律システム番号に一致するすべての
ネイバーがリセットされることを指定します。

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

BGP アウトバウンドソフトリセットを使用したネイバーのリセット
指定されたグループまたはネイバーの指定アドレスファミリに対してアウトバウンドソフトリ

セットをトリガーするには、次の作業を実行します。グループは、*、ip-address、as-number、ま
たは externalのキーワードおよび引数によって指定されます。

ネイバーのアウトバウンドポリシーまたはアウトバウンドポリシーを変更する場合、またはルー

ティングアップデートの送信または受信に影響を与えるその他の設定を変更する場合には、ネイ

バーのリセットが便利です。

アウトバウンドソフトリセットがトリガーされると、BGPは、このアドレスファミリに対する
ルートをすべて、指定されたネイバーに再送信します。

ネイバーが ROUTE_REFRESH機能をアドバタイズしているかどうかを判別するには、show bgp
neighborsコマンドを使用します。
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手順の概要

1. show bgp neighbors
2.

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ネイバーから受信したルートリフレッシュ機能がイネーブルである

ことを確認します。

show bgp neighbors

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show bgp
neighbors

ステップ 1   

BGPネイバーをソフトリセットします。
例：

RP/0/RP0/CPU0:router# clear bgp
ipv4 unicast 10.0.0.2 soft out

ステップ 2   

• *キーワードを指定すると、すべてのBGPネイバーがリセット
されます。

• ip-address引数では、リセットするネイバーのアドレスを指定
します。

• as-number引数では、自律システム番号に一致するすべてのネ
イバーがリセットされることを指定します。

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

BGP ハードリセットを使用したネイバーのリセット
ハードリセットを使用してネイバーをリセットするには、次の作業を実行します。ハードリセッ

トにより、ネイバーへのTCP接続が削除され、ネイバーから受信したすべてのルートがBGPテー
ブルから削除され、その後このネイバーとのセッションが再確立されます。キーワード graceful
が指定されている場合、ネイバーからのルートはBGPテーブルから即座には削除されませんが、
古い（staleである）とマークされます。セッションの再確立後、ネイバーから再受信されなかっ
た古いルートはすべて削除されます。

手順の概要

1. clear bgp {ipv4 {unicast| labeled-unicast| all | tunneltunnel |mdt} | ipv6unicast | all | labeled-unicast}
| all {unicast |multicast | all | labeled-unicast |mdt |tunnel} | vpnv4 unicast | vrf {vrf-name | all}
{ipv4unicast| labeled-unicast}| ipv6 unicast} | vpnv6 unicast}{* | ip-address | asas-number | external}
[graceful] soft [in [prefix-filter] | out]clear bgp {ipv4 | ipv6} {unicast | labeled-unicast}
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手順の詳細

clear bgp {ipv4 {unicast| labeled-unicast| all | tunneltunnel |mdt} | ipv6unicast | all | labeled-unicast} | all {unicast
|multicast | all | labeled-unicast |mdt |tunnel} | vpnv4 unicast | vrf {vrf-name | all} {ipv4unicast| labeled-unicast}|
ipv6 unicast} | vpnv6 unicast}{* | ip-address | asas-number | external} [graceful] soft [in [prefix-filter] | out]clear
bgp {ipv4 | ipv6} {unicast | labeled-unicast}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# clear bgp ipv4 unicast 10.0.0.3

BGPネイバーをクリアします。

• *キーワードを指定すると、すべての BGPネイバーがリセットされます。

• ip-address引数では、リセットするネイバーのアドレスを指定します。

• as-number引数では、自律システム番号に一致するすべてのネイバーがリセットされることを指定し
ます。

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

gracefulキーワードはグレースフルリスタートを指定します。

ネイバーからのソフトウェアツーストア更新の設定

ネイバーからソフトウェアツーストア更新を受信するように設定するには、次の作業を実行しま

す。

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

フレッシュに対応していない場合は、ネイバーが受信ルートを再学習するようにするため、clear
bgp softコマンドを使用してネイバーをリセットする必要があります。

ネイバーからのアップデートの保存は、ネイバーがルートリフレッシュに対応しているか、

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

ルーティング情報を再送信するためにピアに要求を送信します。soft-reconfiguration inbound
コマンドは、変更されていない形式でピアから受信したすべてのパスを保存し、クリアする際

にこれらの保存されたパスを参照します。ソフト再設定はメモリに負荷がかかる処理です。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. soft-reconfiguration inbound [always]
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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 5 soft-reconfiguration inbound [always]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# soft-reconfiguration inbound always

指定したネイバーから受信したアップデートを格納するようにソフトウェアを設定します。ソフト再設定

インバウンドを設定すると、ソフトウェアは変更またはフィルタ処理されたルートのほかに、元の変更さ

れていないルートを格納することになります。これにより、インバウンドポリシーの変更後に「ソフト

クリア」を実行できるようになります。
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ソフト再設定により、ピアがルートフレッシュに対応していない場合、ソフトウェアはポリシー適用前に

受信した更新を格納できます（対応している場合は更新のコピーが格納されます）。alwaysキーワードを
使用すると、ルートリフレッシュがピアでサポートされている場合でも、コピーを保存するようソフト

ウェアに強制します。

ステップ 6 commit

ネイバーの変更の記録

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

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

ルートポリシーによる BGP ルートフィルタリングの設定
ルートポリシーによる BGPルーティングフィルタリングを設定するには、次の作業を実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. route-policyname
3. end-policy
4. router bgpas-number
5. neighborip-address
6. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
7. route-policyroute-policy-name {in | out}
8. commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

configureステップ 1   

（任意）ルートポリシーを作成し、ルートポリシー

コンフィギュレーションモードを開始します。この

モードではルートポリシーを定義できます。

route-policyname

例：

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

ステップ 2   

drop-as-1234
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# if

as-path passes-through '1234' then
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# apply
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目的コマンドまたはアクション

check-communities
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# else
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# pass
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# endif

（任意）ルートポリシーの定義を終了し、ルートポ

リシーコンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy

例：

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

ステップ 3   

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

router bgpas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp
120

ステップ 4   

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィ
ギュレーションモードにして、ネイバーの IPアドレ
スを BGPピアとして設定します。

neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor
172.168.40.24

ステップ 5   

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

レーションサブモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

ステップ 6   

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを

参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

指定されたポリシーをインバウンドルートに適用し

ます。

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#
route-policy drop-as-1234 in

ステップ 7   

commitステップ 8   

BGP 属性フィルタリングの設定
BGP属性フィルタは、BGPアップデートメッセージ内の BGPアップデートの整合性を確認し、
無効な属性を検出したときは応答を最適化します。BGPアップデートメッセージには、必須およ
びオプションの属性のリストが含まれています。アップデートメッセージ内のこれらの属性に

は、MED、LOCAL_PREF、COMMUNITYなどがあります。場合によって、属性が不正である場
合は、ルータの受信側でこれらの属性をフィルタリングする必要があります。BGP属性フィルタ
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機能では、着信アップデートメッセージで受信した属性をフィルタリングします。属性フィルタ

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

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

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

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

性をフィルタ処理することが重要です。

属性フィルタリングを設定するには、1つまたはある範囲の属性コードと対応するアクションを
指定します。受信したアップデートメッセージに 1つ以上のフィルタされた属性が含まれている
場合、メッセージに対して設定されたアクションが実行されます。オプションで、さらに詳細な

デバッグを行うためにアップデートメッセージを保存して、コンソールに syslogメッセージを表
示することもできます。属性がフィルタと一致した場合は、属性のその後の処理は停止され、対

応するアクションが実行されます。BGP属性フィルタリングを設定するには、次のタスクを実行
します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. attribute-filter groupattribute-filter group name
4. attributeattribute code {discard |treat-as-withdraw }

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 100

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 attribute-filter groupattribute-filter group name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# attribute-filter group ag_discard_med

属性フィルタグループ名を指定し、属性フィルタグループコンフィギュレーションモードを開始するこ

とで、BGPネイバーに特定の属性フィルタグループを設定できます。

ステップ 4 attributeattribute code {discard |treat-as-withdraw }

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-attrfg)# attribute 24 discard
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単一またはある範囲の属性コードと関連するアクションを指定します。実行できるアクションには次のも

のがあります。

• Treat-as-withdraw：アップデートメッセージを取り消すかを検討します。対応する IPv4ユニキャスト
またはMP_REACH NLRIがあれば、ネイバーの Adj-RIB-Inから取り消します。

• Discard Attribute：この属性を廃棄します。一致した部分の属性は廃棄され、アップデートメッセー
ジの残りの部分は正常に処理されます。

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

•ネクストホップが到達可能であるかどうかを確認する。

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

•受信したネクストホップを検証する。

•発信ネクストホップを計算する。

•ネイバーの到達可能性および接続を確認する。

BGPネクストホップの参照, （93ページ） BGPネクストホップに関する追加の概念的な詳細を
提供します。

BGP ネクストホップトリガー遅延の設定
BGPネクストホップトリガー遅延を設定するには、次の作業を実行します。ルーティング情報
ベース（RIB）では変更の重大度に基づいてダンプニング通知が分類されます。イベント通知はク
リティカルおよび非クリティカルとして分類されます。この作業では、クリティカルイベントと

非クリティカルイベントの最小バッチ間隔を指定できます。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
4. nexthop trigger-delay {criticaldelay |non-criticaldelay}
5. commit
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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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 4 nexthop trigger-delay {criticaldelay |non-criticaldelay}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# nexthop trigger-delay critical 15000

重要なネクストホップトリガー遅延を設定します。

ステップ 5 commit

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

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

トがネットワークデバイスによってネクストホップとしてアドバタイズされます。

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

アドレスファミリに対して無効にすることができます。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. remote-asas-number
5. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
6. next-hop-self
7. 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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 remote-asas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 206

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

ステップ 5 address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 6 next-hop-self
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# next-hop-self

指定されたネイバーにアドバタイズされるすべてのルートのネクストホップ属性をローカルルータのア

ドレスに設定します。ルートをアドバタイズするときに使用する最適なネクストホップの計算をディセー

ブルにすると、すべてのルートがローカルネットワークデバイスによってネクストホップとしてアドバ

タイズされます。

ステップ 7 commit

BGP コストコミュニティ
BGPコストコミュニティは非過渡的な拡張コミュニティ属性で、内部 BGP（iBGP）およびコン
フェデレーションピアへ渡されますが、外部BGP（eBGP）ピアへは渡されません。コストコミュ
ニティ機能により、コスト値を特定のルートに割り当てることで、ローカルルートプリファレン

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

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

ト（POI）を定義します。

BGPコストコミュニティの参照, （92ページ） BGPコストコミュニティに関する追加の概念的
な詳細を提供します。

BGP コストコミュニティの設定
BGPは同一宛先への複数のパスを受信し、最適パスアルゴリズムを使用してRIBにインストール
する最適なパスを決定します。ユーザが部分比較後に出力点を決定できるようにするため、最適

パス選択処理で同等パスのタイブレークのためにコストコミュニティが定義されます。BGPコス
トコミュニティを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. route-policyname
3. set extcommunity cost{cost-extcommunity-set-name | cost-inline-extcommunity-set} [additive]
4. end-policy
5. router bgpas-number
6. 次のいずれかを実行します。

• default-information originate

• aggregate-addressaddress/mask-length [as-set] [as-confed-set] [summary-only]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute connected [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute eigrpprocess-id [match {external | internal}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute isisprocess-id [level {1 | 1-inter-area | 2}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute ospfprocess-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external[1 | 2]}]
[metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

7. 次のいずれかを実行します。

• redistribute ospfv3process-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external [1 | 2]}]
[metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute rip [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute static [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• network {ip-address/prefix-length | ip-address mask} [route-policyroute-policy-name]

• neighborip-addressremote-asas-number

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

8. commit
9. show bgpip-address

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 route-policyname

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# route-policy costA
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ルートポリシーコンフィギュレーションモードに切り替え、設定するルートポリシーの名前を指定しま

す。

ステップ 3 set extcommunity cost{cost-extcommunity-set-name | cost-inline-extcommunity-set} [additive]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# set extcommunity cost cost_A

コストの BGP拡張コミュニティ属性を指定します。

ステップ 4 end-policy

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# 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 5 router bgpas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 120

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードではBGPルーティングプロセスを設定で
きます。

ステップ 6 次のいずれかを実行します。

• default-information originate

• aggregate-addressaddress/mask-length [as-set] [as-confed-set] [summary-only] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute connected [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute eigrpprocess-id [match {external | internal}] [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute isisprocess-id [level {1 | 1-inter-area | 2}] [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute ospfprocess-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external[1 | 2]}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

コストコミュニティを付加ポイント（ルートポリシー）に適用します。

ステップ 7 次のいずれかを実行します。

• redistribute ospfv3process-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external [1 | 2]}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute rip [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute static [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• network {ip-address/prefix-length | ip-address mask} [route-policyroute-policy-name]

• neighborip-addressremote-asas-number
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• route-policyroute-policy-name {in | out}

ステップ 8 commit

ステップ 9 show bgpip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show bgp 172.168.40.24

コストコミュニティを次の形式で表示します。

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

BGP コミュニティおよび拡張コミュニティアドバタイズメントの設定
コミュニティ属性および拡張コミュニティ属性をeBGPネイバーに送信することを指定するには、
次の作業を実行します。これらの属性は、デフォルトでは eBGPネイバーに送信されません。こ
れに対して、iBGPネイバーには常に送信されます。ここでは、コミュニティ属性を送信できるよ
うにする方法の例を示します。拡張コミュニティを送信できるようにするには、

send-community-ebgpキーワードを send-extended-community-ebgpキーワードで置き換えます。

ネイバーグループ、またはアドレスファミリグループに対して send-community-ebgpコマンド
を設定すると、このグループを使用するすべてのネイバーがこの設定を継承します。あるネイバー

に対して特別にこのコマンドを設定すると、継承された値が上書きされます。

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

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. remote-asas-number
5. address-family{ipv4 {labeled-unicast | unicast |mdt | | mvpn | rt-filter | tunnel}| ipv6 {labeled-unicast

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

• send-community-ebgp

• send-extended-community-ebgp

7. commit
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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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 remote-asas-number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

ステップ 5 address-family{ipv4 {labeled-unicast | unicast |mdt | | mvpn | rt-filter | tunnel}| ipv6 {labeled-unicast | mvpn |
unicast}}

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# address-family ipv6 unicast

指定のアドレスファミリに対応しネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始しま

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

IPv6アドレスファミリモードでは、次のサブモードをサポートしています。

• labeled-unicast

• mvpn

• unicast

IPv4アドレスファミリモードでは、次のサブモードをサポートしています。

• labeled-unicast

• mdt

• mvpn

• rt-filter

• tunnel

• unicast
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ステップ 6 次のいずれかのコマンドを使用します。

• send-community-ebgp

• send-extended-community-ebgp

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# send-community-ebgp

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# send-extended-community-ebgp

ルータが（デフォルトでは eBGPネイバーでディセーブルにされている）コミュニティ属性と拡張コミュ
ニティ属性を指定された eBGPネイバーに送信することを指定します。

ステップ 7 commit

IGP への iBGP ルートの再配布
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）や Open Shortest Path First（OSPF）など、内部
ゲートウェイプロトコル（IGP）に iBGPルートを再配布するには、次の作業を実行します。

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

（注）

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

注意

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. bgp redistribute-internal
4. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgpas-number
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 bgp redistribute-internal

例：

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

IGP（IS-ISや OSPFなど）への iBGPルートの再配布を許可します。

ステップ 4 commit

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

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

1. configure
2. router bgpas-number
3. vrfvrf-name
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. 次のいずれかを実行します。

• redistribute connected [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute eigrpprocess-id [match {external | internal}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute isisprocess-id [level {1 | 1-inter-area | 2}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute ospfprocess-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external [1 | 2]}]
[metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute ospfv3process-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external [1 | 2]}]
[metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute rip [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute static [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

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 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 vrfvrf-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vrf_a

PEルータで特定の VRFの BGPルーティングをイネーブルにします。

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

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-vrf)# address-family ipv4 unicast
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IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドのすべてのキーワードと引数のリストを参照するには、CLIヘルプ（?）を使用します。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• redistribute connected [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute eigrpprocess-id [match {external | internal}] [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute isisprocess-id [level {1 | 1-inter-area | 2}] [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute ospfprocess-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external [1 | 2]}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute ospfv3process-id [match {external [1 | 2] | internal | nssa-external [1 | 2]}] [metricmetric-value]
[route-policyroute-policy-name]

• redistribute rip [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

• redistribute static [metricmetric-value] [route-policyroute-policy-name]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)# redistribute eigrp 23

VRFアドレスファミリコンテキストでプロトコルの再配布を設定します。

redistributeコマンドは、PE-CEルータ間で BGPが使用されていない場合に使用します。PE-CEルータ間
で BGPが使用されている場合は、使用されている IGPを BGPに再配布して、他方の PEサイトとの VPN
接続を確立する必要があります。テーブル間でのインポートおよびエクスポートにも再配布が必要です。

ステップ 6 commit

アップデートグループ

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

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

ギュレーションのコンバージェンス時間が短縮され、柔軟性が高まります。

BGP アップデートグループのモニタリング
この作業では、BGPアップデートグループの処理に関する情報を表示します。
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手順の概要

1. show bgp [ipv4 {unicast |multicast | all | tunnel} | ipv6 {unicast | all } | all {unicast |multicast |
alllabeled-unicast | tunnel} | vpnv4 unicast | vrf {vrf-name | all} [ipv4unicastipv6 unicast] | vpvn6
unicast ]update-group[neighborip-address | process-id.index[summary | performance-statistics]]

手順の詳細

show bgp [ipv4 {unicast |multicast | all | tunnel} | ipv6 {unicast | all } | all {unicast |multicast | alllabeled-unicast
| tunnel} | vpnv4 unicast | vrf {vrf-name | all} [ipv4unicastipv6 unicast] | vpvn6 unicast
]update-group[neighborip-address | process-id.index[summary | performance-statistics]]

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show bgp update-group 0.0

BGPアップデートグループの情報を表示します。

• ip-address引数を指定すると、そのネイバーが属するアップデートグループが表示されます。

• process-id.index引数では、表示する特定のアップデートグループを選択します。この引数は「プロセ
ス ID（ドット）インデックス」の形式で指定します。プロセス IDの範囲は 0～ 254です。インデッ
クスの範囲は 0～ 4294967295です。

• summaryキーワードを指定すると、特定のアップデートグループに含まれているネイバーに関する
要約情報が表示されます。

•このコマンドに引数を指定しないと、（指定したアドレスファミリの）すべてのアップデートグルー
プの情報が表示されます。

• performance-statisticsキーワードを指定すると、アップデートグループのパフォーマンス統計情報が
表示されます。

BGP アップデートグループの表示：例

次に、EXECコンフィギュレーションXR EXECモードで実行された show bgp update-groupコマ
ンドの出力例を示します。

show bgp update-group

Update group for IPv4 Unicast, index 0.1:
Attributes:
Outbound Route map:rm
Minimum advertisement interval:30

Messages formatted:2, replicated:2
Neighbors in this update group:
10.0.101.92

Update group for IPv4 Unicast, index 0.2:
Attributes:
Minimum advertisement interval:30
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Messages formatted:2, replicated:2
Neighbors in this update group:
10.0.101.91

BGP キーチェーン
BGPキーチェーンを使用すると、2つの BGPピア間のキーチェーン認証がイネーブルになりま
す。BGPのエンドポイントは、どちらも draft-bonica-tcp-auth-05.txtを順守する必要があり、一方
のエンドポイントのキーチェーンと、もう一方のエンドポイントのパスワードは機能しません。

BGPでは、認証にこのキーチェーンを使用して、ヒットレスキーロールオーバーを実装できま
す。キーロールオーバーの仕様は時間に基づいているため、ピア間で時計のずれがあるとロール

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

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

び管理プロトコルなど）のヒットレスキーロールオーバーが容易になります。

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

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

BGP のキーチェーンの設定
キーチェーンは、さまざまなMAC認証アルゴリズムをサポートして安全な認証を実現し、円滑
なキーロールオーバーを実装します。BGPのキーチェーンを設定するには、次の作業を実行しま
す。このタスクはオプションです。

ネイバーグループまたはセッショングループのキーチェーンが設定されている場合、そのグ

ループを使用するネイバーはキーチェーンを継承します。あるネイバーのために特別に設定さ

れたコマンドの値は、継承された値を上書きします。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. remote-asas-number
5. keychainname
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgpas-number
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 120

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 172.168.40.24

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 remote-asas-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2002

ネイバーを作成し、リモート自律システム番号を割り当てます。

ステップ 5 keychainname

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# keychain kych_a

キーチェーンに基づく認証を設定します。

ステップ 6 commit

BGP Accept Own の設定
BGP Accept Own機能を使用すると、自動送信 VPNルート（BGPスピーカーがルートリフレクタ
（RR）から受信するルート）を処理できるようになります。「自動送信」ルートは、スピーカー
自体によって最初にアドバタイズされたルートです。BGPプロトコル（RFC4271）に従って、BGP
スピーカーは、スピーカー自体によって送信されたアドバタイズメントを拒否します。ただし、

BGP Accept Ownメカニズムを使用すると、プレフィックスの特定の属性を変更するルートリフ
レクタから反映された場合に、ルータは自身がアドバタイズしたプレフィックスを受け入れるこ

とが可能になります。ACCEPT-OWNと呼ばれる特別なコミュニティがルートリフレクタによっ
てプレフィックスに付加されます。これはORIGINATOR_IDおよびNEXTHOP/MP_REACH_NLRI
チェックをバイパスするための受信側ルータに対する信号です。通常、BGPスピーカーは自動送
信されたプレフィックスを自動送信チェック（ORIGINATOR_ID、NEXTHOP/MP_REACH_NLRI）
によって検出し、受信した更新をドロップします。ただし、更新にAcceptOwnコミュニティがあ
れば、BGPスピーカーはそのルートを処理します。
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BGPAccept Ownの応用例の 1つは、MPLSVPNネットワーク内のエクストラネットの自動設定で
す。エクストラネットの設定では、あるVRFにあるルートは同じ PEの別のVRFにインポートさ
れます。通常、エクストラネットのメカニズムでは、別のVRFからのプレフィックスのインポー
トを制御するために、エクストラネットVRFのインポート RTまたはインポートポリシーを編集
する必要があります。ただし、Accept Own機能を使用すると、ルートリフレクタは、PEで設定
変更することなく、その制御をアサートできます。このようにAcceptOwn機能によって、異なる
VRF間でのルートのインポートの制御を集中管理できます。

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

（注）

BGP Accept Ownを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. neighborip-address
4. remote-asas-number
5. update-sourcetypeinterface-path-id
6. address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}
7. accept-own [inheritance-disable]

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 100

自律システム番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGP
ルーティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighborip-address

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

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 remote-asas-number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#remote-as 100

ネイバーにリモート自律システム番号を割り当てます。
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ステップ 5 update-sourcetypeinterface-path-id

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

ネイバーでセッションを形成するとき、特定のインターフェイスからのプライマリ IPアドレスをローカ
ルアドレスとしてセッションで使用できます。

ステップ 6 address-family {vpnv4 unicast | vpnv6 unicast}

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

アドレスファミリを VPNv4または IPv6として指定し、ネイバーアドレスファミリのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 7 accept-own [inheritance-disable]

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

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

「AcceptOwn」設定をディセーブルにし、親コンフィギュレーションから「AcceptOwn」が継承されない
ようにするには、inheritance-disableキーワードを使用します。

BGP Accept Own の設定：例

この設定例の内容は次のとおりです。
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• PE11にカスタマー VRFとサービス VRFが設定されています。

• OSPFは IGPとして使用されます。

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

Accept Ownの設定は次のように動作します。

1 CE1がプレフィックス Xを発信します。

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

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

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

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

6 IntraAS-RR31が PE11に Xをアドバタイズします。

7 PE11は Xをサービス VRFに (RD2:X,RT1, RT2, ACCEPT_OWN)としてインストールします。

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

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

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

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

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

end-policy
!

BGP リンクステート
BGPリンクステート（LS）は、BGPを介して内部ゲートウェイプロトコル（IGP）リンクステー
トデータベースを伝えるために定義されたアドレスファミリ識別子（AFI）およびサブアドレス
ファミリ識別子（SAFI）です。BGP LSは、ネットワークトポロジ情報をトポロジサーバおよび
アプリケーション層トラフィック最適化（ALTO）サーバに提供します。BGP LSでは、集約、情
報の非表示、および抽象化に対するポリシーベースの制御が可能です。BGP LSは、IS-ISおよび
OSPFv2をサポートしています。

IGPは、リモートピアからのBGPLSデータを使用しません。BGPは、ルータの他のコンポー
ネントに受信した BGP LSデータをダウンロードしません。

（注）

BGP リンクステートの設定
BGPリンクステート（LS）情報を BGPネイバーと交換するには、次のステップを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family link-state link-state
6. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgp as-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 100
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BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 neighbor ip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.0.0.2

CEネイバーを設定します。ip-address引数は、プライベートアドレスである必要があります。

ステップ 4 remote-as as-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 1

CEネイバーのリモート ASを設定します。

ステップ 5 address-family link-state link-state

例：

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

BGPリンクステート情報を指定されたネイバーに配布します。

ステップ 6 commit

ドメイン識別子の設定

固有識別子 4オクテット ASNを設定するには、次のステップを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. address-family link-state link-state
4. domain-distinguisher unique-id
5. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgp as-number
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例：

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

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 address-family link-state link-state

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family link-state link-state

アドレスファミリリンクステ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 4 domain-distinguisher unique-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# domain-distinguisher 1234

固有識別子 4オクテット ASNを設定します。範囲は 1～ 4294967295です。

ステップ 5 commit

BGP パーマネントネットワーク
BGPパーマネントネットワーク機能は、BGP経由のスタティックルーティングをサポートして
います。（ルートポリシーで識別された）IPv4または IPv6宛先への BGPルートは、管理用に作
成して、BGPピアに選択的にアドバタイズできます。これらのルートは、管理上削除されるまで
ルーティングテーブルに残ります。パーマネントネットワークは、プレフィックスのセットを永

続的なものとして定義するために使用されます。つまり、プレフィックスのセットのアップスト

リームにおいてBGPのアドバタイズメントまたは取り消しは 1回しかありません。プレフィック
スセットの各ネットワークに対し、BGP固定パスが作成され、優先度はそのピアから受信される
他の BGPパスよりも低く扱われます。BGP固定パスが最適パスである場合は RIBにダウンロー
ドされます。

グローバルアドレスファミリコンフィギュレーションモードのpermanent-networkコマンドは、
ルートポリシーを使用して固定パスが設定されるプレフィックス（ネットワーク）のセットを識

別します。ネイバーアドレスファミリコンフィギュレーションモードの advertise
permanent-networkコマンドは、固定パスをアドバタイズする必要があるピアを識別するために
使用されます。別の最適パスが使用可能であっても、固定パスは常にアドバタイズパーマネント

ネットワーク設定を持つピアにアドバタイズされます。固定パスは、固定パスを受信するように

設定されていないピアにはアドバタイズされません。
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パーマネントネットワーク機能は、デフォルトの仮想ルーティングおよび転送（VRF）下の IPv4
ユニキャストおよび IPv6ユニキャストアドレスファミリ内のプレフィックスのみをサポートし
ます。

[Restrictions（機能制限）]

次の制限は、パーマネントネットワークの設定時に適用されます。

•パーマネントネットワークプレフィクスは、グローバルアドレスファミリでルートポリ
シーによって指定する必要があります。

•グローバルアドレスファミリコンフィギュレーションモードでルートポリシーを使用して
パーマネントネットワークを構成し、それをネイバーアドレスファミリコンフィギュレー

ションモードで設定する必要があります。

•パーマネントネットワーク設定を削除する場合は、ネイバーアドレスファミリコンフィ
ギュレーションモードの設定を削除してから、グローバルアドレスファミリコンフィギュ

レーションモードから削除します。

BGP パーマネントネットワークの設定
BGPパーマネントネットワークを設定するには、次のタスクを実行します。パーマネントネット
ワーク（パス）が設定されるプレフィックス（ネットワーク）のセットを識別するには、少なく

とも 1つのルートポリシーを設定する必要があります。

手順の概要

1. configure
2. prefix-set prefix-set-name
3. exit
4. route-policy route-policy-name
5. end-policy
6. router bgp as-number
7. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
8. permanent-network route-policy route-policy-name
9. commit
10. show bgp {ipv4 | ipv6} unicast prefix-set

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 prefix-set prefix-set-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# prefix-set PERMANENT-NETWORK-IPv4
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RP/0/RP0/CPU0:router(config-pfx)# 1.1.1.1/32,
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pfx)# 2.2.2.2/32,
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pfx)# 3.3.3.3/32
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pfx)# end-set

プレフィックスセットコンフィギュレーションモードを開始し、連続したビットセットと非連続のビッ

トセットに対しプレフィックスセットを定義します。

ステップ 3 exit

例：

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

プレフィックスセットコンフィギュレーションモードを終了し、グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

ステップ 4 route-policy route-policy-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# route-policy POLICY-PERMANENT-NETWORK-IPv4
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# if destination in PERMANENT-NETWORK-IPv4 then
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# pass
RP/0/RP0/CPU0:router(config-rpl)# endif

ルートポリシーを作成し、ルートポリシーコンフィギュレーションモードを開始します。このモードで

はルートポリシーを定義できます。

ステップ 5 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 6 router bgp as-number

例：

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

自律システム番号を指定して、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。

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

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 8 permanent-network route-policy route-policy-name
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)# permanent-network route-policy POLICY-PERMANENT-NETWORK-IPv4

ルートポリシーで定義されているプレフィックスのセットに対しパーマネントネットワーク（パス）を

設定します。

ステップ 9 commit

ステップ 10 show bgp {ipv4 | ipv6} unicast prefix-set

例：

RP/0/RP0/CPU0:routershow bgp ipv4 unicast

（オプション）プレフィックスセットが BGPでパーマネントネットワークであるかどうかを表示しま
す。

パーマネントネットワークのアドバタイズ

固定パスがアドバタイズされる必要があるピアを識別するには、このタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp as-number
3. neighbor ip-address
4. remote-as as-number
5. address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
6. advertise permanent-network
7. commit
8. show bgp {ipv4 | ipv6} unicast neighbor ip-address

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 router bgp as-number

例：

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

自律システム番号を指定して、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。
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ステップ 3 neighbor ip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 10.255.255.254

BGPルーティングのためにルータをネイバーコンフィギュレーションモードにして、ネイバーの IPアド
レスを BGPピアとして設定します。

ステップ 4 remote-as as-number

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 4713

ネイバーをリモート自律システム番号に割り当てます。

ステップ 5 address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

例：

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

IPv4または IPv6のいずれかのアドレスファミリユニキャストを指定し、アドレスファミリのコンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 6 advertise permanent-network

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)# advertise permanent-network

パーマネントネットワーク（パス）がアドバタイズされるピアを指定します。

ステップ 7 commit

ステップ 8 show bgp {ipv4 | ipv6} unicast neighbor ip-address

例：

RP/0/RP0/CPU0:routershow bgp ipv4 unicast neighbor 10.255.255.254

（オプション）ネイバーが BGPパーマネントネットワークを受信できるかどうかを表示します。

RPKI に基づく BGP プレフィックスの発信元検証
BGPルートは、BGPアナウンスメントの形で、プレフィックスが経由したドメイン間パスを識別
する自律システム（AS）の設定と、アドレスプレフィックスを関連付けます。この設定は、BGP
内で AS_PATH属性として表され、プレフィックスを発信した ASで開始されます。
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誤ったプレフィックスのアナウンス、中間者攻撃など、BGPに対する既知の脅威を低減しやすく
するためのセキュリティ要件の 1つは、BGPルートの発信元 ASを検証する能力です。アドレス
プレフィックスの発信元であるとする AS番号（BGPルートの AS_PATH属性から導出）は、プ
レフィックスの所有者によって検証および許可される必要があります。Resource Public Key
Infrastructure（RPKI）は、IPアドレスとリソースとしてのAS番号の公的で検証可能なデータベー
スを構築するためのアプローチです。RPKIは、BGP（インターネット）プレフィックスから許可
された元の AS番号への情報マッピングなどの情報を含む、グローバルに分散されたデータベー
スです。BGPを実行しているルータは、RPKIに接続して、BGPパスの元のASを検証できます。

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

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

手順の概要

1. configure
2. routerbgpas-number
3. rpkicache {host-name | ip-address}
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• transportsshportport_number

• transporttcpportport_number

5. （任意） usernameuser_name
6. （任意） password
7. preferencepreference_value
8. purge-timetime
9. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• refresh-timetime

• refresh-timeoff

10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• response-timetime

• response-timeoff

11. Shutdown
12. commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 routerbgpas-number

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

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 rpkicache {host-name | ip-address}

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki server 10.2.3.4

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

ステップ 4 次のいずれかのコマンドを使用します。

• transportsshportport_number

• transporttcpportport_number

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#transport ssh port 1

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#transport tcp port 2

RPKIキャッシュの転送方法を指定します。

• ssh：SSHを使用して RPKIキャッシュに接続するには sshを選択します。

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

• portport_number：指定されたRPKIキャッシュ転送に使用するポート番号を指定します。sshと tcpの
両方で指定可能なポート番号の範囲は 1～ 65535です。

transportには TCPと SSHのいずれかを設定できます。transportを変更すると、キャッシュセッ
ションがフラップします。

（注）

ステップ 5 （任意） usernameuser_name

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#username ssh_rpki_cache

RPKIキャッシュサーバの（SSH）ユーザ名を指定します。

ステップ 6 （任意） password

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#password ssh_rpki_pass

RPKIキャッシュサーバの（SSH）パスワードを指定します。
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「username」と「password」の設定は、SSH転送方式がアクティブな場合にのみ適用されま
す。

（注）

ステップ 7 preferencepreference_value

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#preference 1

RPKIキャッシュのプリファレンス値を指定します。プリファレンス値の範囲は 1～ 10です。設定するプ
リファレンス値は低い方が適切です。

ステップ 8 purge-timetime

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#purge-time 30

キャッシュセッションのドロップ後に、BGPがキャッシュからのルートを保持するまで待機する時間を
設定します。破棄時間は秒単位で設定します。破棄時間の範囲は 30～ 360秒です。

ステップ 9 次のいずれかのコマンドを使用します。

• refresh-timetime

• refresh-timeoff

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#refresh-time 20

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#refresh-time off

キャッシュへの定期的なシリアルクエリー送信操作の間に BGPが待機する時間を設定します。リフレッ
シュの時間を秒単位で設定します。リフレッシュの時間の範囲は 15～ 3600秒です。

シリアルクエリーを定期的に送信しないように指定するには offオプションを設定します。

ステップ 10 次のいずれかのコマンドを使用します。

• response-timetime

• response-timeoff

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#response-time 30

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#response-time off

シリアルまたはリセットのクエリーを送信した後に BGPが応答を待機する時間を設定します。応答時間
を秒の単位で設定します。応答時間の範囲は 15～ 3600秒です。

応答を無期限に待機するには offオプションを設定します。

ステップ 11 Shutdown
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例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-rpki-server)#shutdown

RPKIキャッシュのシャットダウンを設定します。

ステップ 12 commit

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

手順の概要

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

• rpkiorigin-asvalidationdisable

• rpkiorigin-asvalidationtime {off | prefix_validation_time

4. origin-asvaliditysignalibgp
5. commit

手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 routerbgpas-number

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

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 次のいずれかのコマンドを使用します。

• rpkiorigin-asvalidationdisable

• rpkiorigin-asvalidationtime {off | prefix_validation_time

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki origin-as validation disable

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki origin-as validation time 50
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または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki origin-as validation time off

BGP origin-AS検証パラメータを設定します。

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

• time：プレフィックス検証時間（秒単位）を設定するか、または RPKI更新後の自動プレフィックス
検証をオフに設定するには、timeオプションを使用します。

プレフィックス検証時間の範囲は 5～ 60秒です。

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

rpki origin-as検証オプションはネイバーおよびネイバーアドレスファミリサブモードでも
設定できます。このネイバーは eBGPネイバーでなければなりません。ネイバーまたはネ
イバーアドレスファミリレベルでプレフィックス検証が設定される場合、プレフィック

ス検証の disableオプションと timeオプションはその特定のネイバーまたはネイバーアド
レスファミリでのみ有効になります。

（注）

ステップ 4 origin-asvaliditysignalibgp

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki origin-as validity signal ibgp

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

これはグローバルアドレスファミリサブモードでも設定できます。

ステップ 5 commit

RPKI 最適パス計算の設定
RPKI最適パス計算オプションを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. routerbgpas-number
3. rpkibestpathuseorigin-asvalidity
4. rpkibestpathorigin-asallowinvalid
5. commit
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手順の詳細

ステップ 1 configure

ステップ 2 routerbgpas-number

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

BGP AS番号を指定し、BGPコンフィギュレーションモードを開始します。このモードでは、BGPルー
ティングプロセスを設定できます。

ステップ 3 rpkibestpathuseorigin-asvalidity

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki bestpath use origin-as validity

BGP最適パス処理でのパスのプリファレンスに影響する BGPパスの有効性状態をイネーブルにします。
この設定は、ルータ BGPアドレスファミリサブモードでも設定できます。

ステップ 4 rpkibestpathorigin-asallowinvalid

例：
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)#rpki bestpath origin-as allow invalid

すべての「無効な」パスを BGP最適パス計算対象にします。
この設定はグローバルアドレスファミリ、ネイバー、およびネイバーアドレスファミリの各

サブモードでも設定できます。ルータ BGPとアドレスファミリサブモードで rpki bestpath
origin-as allow invalidを設定すると、すべての「無効な」パスがBGP最適パス計算対象になりま
す。デフォルトではこのようなパスは最適パス候補になりません。ネイバーまたはネイバーア

ドレスファミリサブモードで pki bestpath origin-asを設定すると、その特定のネイバーまたはネ
イバーアドレスファミリのすべての「無効な」パスが最適パス候補として見なされます。この

ネイバーは eBGPネイバーでなければなりません。

（注）

この設定は、rpkibestpathuse origin-asvalidity設定がイネーブルの場合にのみ有効になります。

ステップ 5 commit

リンク障害後の eBGP セッションの即時リセット
デフォルトでは、リンクがダウンすると、直接隣接する外部ピアのBGPセッションはすべて即時
にリセットされます。自動リセットをディセーブルにするにはbgp fast-external-falloverdisableコ
マンドを使用します。自動リセットをイネーブルにするには no bgp fast-external-fallover disable
コマンドを使用します。

BGPタイマー値が 10および 30に設定されているノードで eBGPセッションの数が 3500に達する
と、eBGPセッションはフラップします。3500を超える数の eBGPセッションに対応するには、
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lpts pifib hardware police location location-idコマンドを使用してパケットレートを大きくします。
eBGPセッションを増加する設定の例を次に示します。
RP/0/RP0/CPU0:router#configure
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#lpts pifib hardware police location 0/2/CPU0
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp configured rate 4000
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp known rate 4000
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#flow bgp default rate 4000
RP/0/RP0/CPU0:router(config-pifib-policer-per-node)#commit

BGP の実装に関する概要
BGPを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

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

BGPは次の方法（プリファレンス順）でルータ IDの取得を試みます。

•ルータコンフィギュレーションモードで bgp router-idコマンドを使用して設定されたアド
レスを使用する。

•保存されたループバックアドレス設定を使用してルータがブートされた場合に、システムの
ループバックインターフェイス上の最大の IPv4アドレスを使用する。

•保存された設定に存在しない場合に、設定される最初のループバックアドレスのプライマリ
IPv4アドレスを使用する。

このいずれの方法でもルータ IDを取得できない場合、BGPはルータ IDを持たず、BGPネイバー
とのピアリングセッションを確立できません。そのような場合は、エラーメッセージがシステム

ログに記録され、show bgp summaryコマンドでは、ルータ IDとして 0.0.0.0が表示されます。
ルータ IDを取得した BGPでは、さらに適したルータ IDが使用可能になっても、同じルータ ID
の使用を続行します。この使用方法によって、いずれのBGPセッションでも不要なフラッピング
が発生しないようにします。一方、現在使用中のルータ IDが無効になった場合（インターフェイ
スがダウンするか、設定が変更されたことによる）、BGPでは新しいルータ IDを選択し（上記
のルールを使用）、確立したすべてのピアリングセッションをリセットします。

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

（注）

BGP のデフォルト制限
BGPでは、ルータに設定できるネイバーの最大数、および特定のアドレスファミリのピアから受
け入れるプレフィックスの最大数に制限を設定しています。この制限は、ルータにとって、ロー
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カルまたはリモートネイバーのいずれかの設定ミスに起因する、リソースの枯渇に対する予防措

置となります。BGP設定には、次の制限が適用されます。

•設定できるピアのデフォルトの最大数は100です。このデフォルトは、bgpmaximumneighbor
コマンドを使用して変更できます。最大制限値を超えてさらにピアを設定しようとしたり、

現在設定されているピアの数未満の最大制限値を設定しようとしたりすると失敗します。

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

maximum-prefix limitコマンドを設定することにより、上書きできます。ユーザがそのアドレ
スファミリに対するプレフィックスの最大数を設定していない場合は、次のデフォルト制限

値が使用されます。

◦ IPv4プレフィックス：128 K

◦ IPv6プレフィックス：64 K

特定のアドレスファミリのピアから受信したプレフィックスの数が、このアドレスファミ

リに対する最大制限値（デフォルト設定またはユーザ設定のいずれかによる）を超えると、

停止通知メッセージがそのネイバーに送信され、このネイバーとのピアリングが終了されま

す。

特定のアドレスファミリのネイバーとのピアリングが確立され、そのネイバーから一定数の

プレフィックスをすでに受信した後で、そのネイバーのプレフィックスの最大数が設定され

ていることがあります。設定されたプレフィックスの最大数が、アドレスファミリのネイ

バーからすでに受信したプレフィックスの数よりも小さい場合は、設定直後に停止通知メッ

セージがそのネイバーに送信され、そのネイバーとのピアリングが終了されます。

BGP 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

   Cisco NCS 5000 シリーズルータの BGP コンフィギュレーションガイド、IOS XR リリース 6.0.x
82

「BGP の実装」
BGP の実装に関する概要



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

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

BGP最適パスアルゴリズムは、次の 3つのパートに分かれて実行されます。

•パート 1：2つのパスを比較して、いずれが優れているのかを判別します。

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

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

比較演算が推移的ではないため、パート 2で決定された比較の順序は重要です。つまり、3つ
のパス、A、B、Cがある場合、Aと Bを比較したときに Aの方が優れていて、Bと Cと比較
したときに Bの方が優れている場合、Aと Cを比較したときに必ずしも Aが優れているとは
限りません。この非推移性は、Multi ExitDiscriminator（MED）は、すべてのパス間ではなく、
同じネイバー自律システム（AS）からのパス間のみで比較されるために生じます。

（注）

パスのペアの比較

2つのパスを比較して、優れたパスを判別するには、次の手順を実行します。

1 いずれかのパスが無効な場合（可能な最大MED値を持つパス、到達不能なネクストホップを
持つパスなど）、もう一方のパスが選択されます（そのパスが有効な場合）。
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2 パスの準最適パスコストコミュニティが等しくない場合は、準最適パスコストコミュニティ

の低いパスが最適パスとして選択されます。

3 パスの重みが等しくない場合は、重みが最大のパスが選択されます。

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

（注）

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

スが選択されます。

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

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

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

（注）

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

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

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

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

（注）

eiBGPは、内部および外部の BGPマルチパスピアを指定します。eiBGPでは、内部および外
部のパスを同時に使用できます。

（注）

7 パス間で起点が異なる場合は、起点の値が低い方のパスが選択されます。内部ゲートウェイプ

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

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

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

ます。一般に、MEDはパスが両方のパスが同じASにあるネイバーから受信された場合に比較
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され、それ以外の場合はMED比較はスキップされます。ただし、この動作は特定のコンフィ
ギュレーションオプションによって変更され、考慮すべきいくつかの場合があります。

bgp bestpath med alwaysコマンドが設定されている場合、MED比較は、パス内のネイバーAS
にかかわらず、常に実行されます。それ以外の場合、MED比較は、次のように、比較する 2
つのパスの ASパスによって異なります。

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

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

• ASパスがコンフェデレーションセグメントのみを含むか、コンフェデレーションセグメ
ントで開始されてAS_SETが続く場合、MEDは、他のいずれのパスとも比較されません。
ただし、bgpbestpathmed confedコマンドが設定されている場合を除きます。その場合、
パスは内部であると見なされ、MEDは他の内部パスと比較されます。

• ASパスがコンフェデレーションセグメントとそれに続く AS_SEQUENCEで開始してい
る場合、ネイバー ASは AS_SEQUENCEの最初の AS番号であり、MEDは同じネイバー
ASを持つ他のパスと比較されます。

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

（注）

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

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

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

12 ステップ 1～ステップ 10ですべてのパスパラメータが一致している場合は、ルータ IDが比
較されます。送信元属性付きでパスを受信した場合は、この属性が比較対象のルータ IDとし
て使用されます。それ以外の場合は、パスの受信元ネイバーのルータ IDが使用されます。パ
ス間でルータ IDが異なる場合は、ルータ IDの小さい方のパスが選択されます。

送信元をルータ IDとして使用する場合は、2つのパスが同じルータ IDを持つことがありま
す。同じピアルータと 2つの BGPセッションを持つこともでき、したがって、同じルータ ID
を持つ 2つのパスを受信することがあります。

（注）

13 パス間でクラスタ長が異なる場合は、クラスタ長の小さい方のパスが選択されます。クラスタ
リスト属性なしでパスを受信した場合、クラスタの長さは 0であると見なされます。
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14 最後に、IPアドレスの小さいネイバーから受信したパスが選択されます。ローカル生成された
パス（たとえば、再配布されたパス）は、ネイバー IPアドレスが 0であると見なされます。

比較の順序

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

1 各グループ内のすべてのパス間でMEDを比較できるように、パスがグループ分けされます。
2つのパス間でMEDを比較できるかどうかは、パスのペアの比較, （88ページ）と同じルー
ルを使用して決定されます。通常、この比較の結果は、ネイバー ASごとに 1グループになり
ます。bgp bestpath med alwaysコマンドが設定されている場合は、パスを含む 1グループだけ
があります。

2 各グループ内の最適パスが決定されます。最適パスは、グループ内のすべてのパスを反復処理

し、その時点までの最適なパスを追跡することによって決定されます。各パスが、この時点ま

での最適なパスと比較され、より適していれば新しいこの時点までの最適なパスになって、グ

ループ内の次のパスと比較されます。

3 ステップ2の各グループから選択した最適パスで構成される、パスのセットを形成します。こ
のパスセットに対してステップ2と同様の比較を繰り返すことによって、全体としての最適パ
スを選択します。

最適パスの変更の抑制

実装のパート 3では、最適パスの変更を抑制するかどうか、つまり、新しい最適パスを使用する
のか、既存の最適パスの使用を続行するのかを決定します。最適パス選択アルゴリズムが任意性

を持つ部分まで、新規の最適パスと一致している場合は（ルータ IDが同一であることが前提）、
引き続き既存の最適パスを使用できます。既存の最適パスの使用を続行すると、ネットワークで

のチャーンを回避できます。

この抑制動作は、IETFネットワーキングワーキンググループの draft-ietf-idr-bgp4-24.txt資料
に準拠していませんが、IETFネットワーキングワーキンググループの
draft-ietf-idr-avoid-transition-00.txt資料に指定されています。

（注）

この抑制動作は、bgpbestpath compare-routeridコマンドを設定してオフにできます。このコマン
ドを設定すると、新しい最適パスが常に既存の最適パスよりも優先されます。

それ以外の場合は、次の手順を使用して、最適パスの変更を抑制するかどうかが決定されます。

1 既存の最適パスが有効でなくなった場合は、変更を抑制できません。

2 既存または新規の最適パスを内部（またはコンフェデレーション）ピアから受信したか、ロー

カルで生成した（再配布によるなど）場合は、変更を抑制できません。つまり、抑制は、両方

のパスを外部ピアから受信した場合のみ可能です。
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3 パスを同じピアから受信した場合（通常はパスのルータ IDが同一）は、変更を抑制できませ
ん。ルータ IDは、パスのペアの比較, （88ページ）のルールを使用して計算されます。

4 パスの重み、ローカルプリファレンス、起点、またはネクストホップへの IGPメトリックが
異なる場合は、変更を抑制できません。このすべての値は、パスのペアの比較, （88ページ）
のルールを使用して計算されます。

5 パスの ASパス長が異なり、bgp bestpath as-path ignoreコマンドが設定されていない場合は、
変更を抑制できません。この場合もやはり、ASパスの長さは、パスのペアの比較, （88ペー
ジ）のルールを使用して計算されます。

6 パスのMEDを比較でき、MEDが異なる場合は、変更を抑制できません。MEDを比較できる
かどうかは、パスのペアの比較, （88ページ）で説明されているMED値の計算とまったく同
じルールによって判定されます。

7 ステップ 1～ステップ 6のすべてのパスパラメータに該当しない場合は、変更を抑制できま
す。

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

するメッセージ生成は自動的かつ個別に行われます。

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

し、変更を適用します。

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

おくことを推奨します。この機能には、BGPアップデートグループを監視するためのコマンドが
含まれます。

BGP コストコミュニティの参照
コストコミュニティ属性は、ルートポリシーで set extcommunity costコマンドを設定することに
より、内部ルートに適用されます。cost community set句は、コストコミュニティ ID番号（0～
255）およびコストコミュニティ番号（0～4294967295）を使用して設定されます。コストコミュ
ニティ番号によってパスの優先度が判断されます。最も低いコストコミュニティ番号を持つパス

が優先されます。コストコミュニティ番号を具体的に設定していないパスには、デフォルトのコ

ストコミュニティ番号である 2147483647（0～ 4294967295の中央値）が割り当てられ、最適パ
ス選択プロセスにより評価されます。2つのパスが同じコストコミュニティ番号を使用して設定
されている場合、パス選択プロセスでは最も低いコストコミュニティ IDのパスが優先されます。
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このコスト拡張コミュニティリンク属性は、拡張コミュニティ交換がイネーブルなとき、iBGP
ピアに伝播します。

次のコマンドには route-policyキーワードが含まれています。このキーワードは、cost community
set句を使用して設定されるルートポリシーを適用するために使用できます。

• aggregate-address

• redistribute

• network

BGP ネクストホップの参照
RIBからのイベント通知は、クリティカルおよび非クリティカルとして分類されます。クリティ
カルおよび非クリティカルイベントの通知は、別々のバッチで送信されます。BGPは、次のいず
れかのイベントが発生したときに通知を受けます。

•ネクストホップが到達不能になった。

•ネクストホップが到達可能になった。

•ネクストホップへの完全な繰り返し IGPメトリックが変更される。

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

•ネクストホップが接続された。

•ネクストホップが接続解除された。

•ネクストホップがローカルアドレスになった。

•ネクストホップが非ローカルアドレスになった。

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

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

場合は、非クリティカルイベントがクリティカルイベントとともに送信されます。

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

ベントの通知は遅延しません。

•非クリティカルイベントには、IGPメトリックの変更のみが含まれます。これらのイベント
は 3秒の間隔で送信されます。メトリック変更イベントは最後の 1つが送信されてから 3秒
後にバッチ処理され、送信されます。

BGPは、次のいずれかのイベントが発生したときに通知を受けます。

•ネクストホップが到達不能になった。

•ネクストホップが到達可能になった。
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•ネクストホップへの完全な繰り返し IGPメトリックが変更される。

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

•ネクストホップが接続された。

•ネクストホップが接続解除された。

•ネクストホップがローカルアドレスになった。

•ネクストホップが非ローカルアドレスになった。

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

クリティカルおよび非クリティカルイベントのネクストホップトリガー遅延は、nexthop
trigger-delayコマンドを使用して、クリティカルおよび非クリティカルイベントの最小バッチ間
隔を指定するように設定できます。トリガー遅延は、アドレスファミリに依存します。

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

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

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

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

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

ピアリングインターフェイスの IPv6アドレスとしてのネクストホップ

BGPを使用すると、IPv4セッションで IPv6プレフィックスを伝送できます。IPv6プレフィック
スのネクストホップは、ネクストホップポリシーを使用して設定できます。ポリシーが設定さ

れていない場合、ネクストホップはピアリングインターフェイスの IPv6アドレスとして設定さ
れます（いずれかのインターフェイスが設定されている場合は、IPv6ネイバーインターフェイス
または IPv6の更新送信元インターフェイス）。

ネクストホップポリシーが設定されておらず、IPv6ネイバーインターフェイスも IPv6更新送信
元インターフェイスも設定されていない場合は、ネクストホップは IPv4射影 IPv6アドレスにな
ります。

範囲を指定した IPv4/VPNv4テーブルウォーク

処理するアドレスファミリを判別するために、ネクストホップと関連付けられたゲートウェイ

コンテキストを逆参照し、次に、ゲートウェイコンテキストを調べてそのゲートウェイコンテキ

ストを使用しているアドレスファミリを判別することにより、ネクストホップ通知が受信されま

す。IPv4ユニキャストアドレスファミリとVPNv4ユニキャストアドレスファミリは、RIB内の
IPv4ユニキャストテーブルに登録されるため、同じゲートウェイコンテキストを共有します。そ
の結果、RIBから IPv4ユニキャストネクストホップ通知を受信したときは、グローバル IPv4ユ
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ニキャストテーブルと VPNv4テーブルの両方が処理されます。ネクストホップでマスクを保持
することで、そのネクストホップが、IPv4ユニキャスト、VPNv4ユニキャスト、またはこの両方
に属しているのかどうかを示します。この範囲を指定したテーブルウォークにより、適切なアド

レスファミリテーブル内に処理が限定されます。

アドレスファミリ処理の並べ替え

ソフトウェアでは、アドレスファミリの数値に基づいてアドレスファミリテーブルを探索しま

す。ネクストホップ通知バッチを受信すると、アドレスファミリ処理の順序が、次の順序に並べ

替えられます。

• IPv4トンネル

• VPNv4ユニキャスト

• VPNv6ユニキャスト

• IPv4ラベル付きユニキャスト

• IPv4ユニキャスト

• IPv4 MDT

• IPv6ユニキャスト

• IPv6ラベル付きユニキャスト

• IPv4トンネル

• VPNv4ユニキャスト

• IPv4ユニキャスト

• IPv6ユニキャスト

ネクストホップ処理の新規スレッド

spkrプロセスの critical-eventスレッドでは、ネクストホップ、双方向フォワーディング検出
（BFD）、および高速外部フェールオーバー（FEF）の通知のみを処理します。この critical-event
スレッドによって、BGPコンバージェンスは、大量の時間を必要とするおそれのある他のイベン
トによる悪影響が確実に受けなくなります。

show、clear、debugコマンド

showbgpnexthopsコマンドは、ネクストホップ通知に関する統計情報、この通知の処理に費やし
た時間、および RIBに登録されている各ネクストホップに関する詳細を表示します。clear bgp
nexthopperformance-statisticsコマンドは、モニタリングを容易にするために、ネクストホップの
showコマンドの処理部分に関する累積統計情報をクリアします。clear bgp nexthop registrationコ
マンドは、ネクストホップを RIBに非同期的に登録します。

debug bgp nexthopコマンドは、ネクストホップ処理の情報を表示します。outキーワードを指定
すると、RIBに登録されている BGPのネクストホップに関するデバッグ情報のみが表示されま
す。inキーワードでは、RIBから受信したネクストホップ通知に関するデバッグ情報が表示され
ます。outキーワードでは、RIBに送信されたネクストホップ通知に関するデバッグ情報が表示
されます。
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iBGP マルチパスロードシェアリングの参照
eBGPから取得した到達可能性情報を持つ複数の境界 BGPルータがあり、ローカルポリシーが適
用されていない場合、境界ルータでは、eBGPパスを最適パスとして選択します。境界ルータで
は、この最適パスを ISPネットワークの内部にアドバタイズします。コアルータの場合、同じ宛
先に対し複数のパスがある場合がありますが、1つのパスのみを最適パスとして選択し、そのパ
スを転送用に使用します。iBGPマルチパスロードシェアリングでは、複数の等距離パス間でロー
ドシェアリングを可能にする機能が追加されます。複数の iBGPの最適パスを設定すると、ルー
タでは、特定のサイトを宛先とするトラフィックを均等に負担できるようになります。iBGPのマ
ルチパスロードシェアリング機能は、サービスプロバイダーバックボーンを持つマルチプロト

コルラベルスイッチング（MPLS）バーチャルプライベートネットワーク（VPN）と同様に機能
します。

同じ宛先への複数のパスをマルチパスと見なすには、次の基準を満たす必要があります。

•すべての属性が同じである必要があります。属性には、重み、ローカルプリファレンス、自
律システムパス（長さだけでなく属性全体）、発信元コード、Multi Exit Discriminator
（MED）、および Interior Gateway Protocol（IGP）距離が含まれます。

•各マルチパスのネクストホップルータが異なっている必要があります。

基準を満たしていて、複数のパスがマルチパスと見なされても、BGP対応ルータは、マルチパス
の 1つを最適パスに指定し、この最適パスをそのネイバーにアドバタイズします。

（注） •マルチパスプレフィックスのネクストホップ計算の上書きは許可されていません。
next-hop-unchangedmultipathコマンドを使用すると、マルチパスプレフィックスのネク
ストホップ計算の上書きが無効になります。

•マルチパスの計算時に as-pathオンワードを無視する機能が追加されます。bgp multipath
as-path ignore onwardsコマンドを使用すると、マルチパスの計算時に as-pathオンワード
が無視されます。

IPv6 ユニキャストルーティング
Ciscoでは、インターネットプロトコルバージョン6（IPv6）の完全なユニキャスト機能を提供し
ています。

IPv6ユニキャストアドレスは、単一ノード上の単一インターフェイスの識別子です。ユニキャス
トアドレスに送信されたパケットは、そのアドレスが示すインターフェイスに配信されます。

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

•集約可能グローバルアドレス

•サイトローカルアドレス

•リンクローカルアドレス
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• IPv4互換 IPv6アドレス

IPv6ユニキャストアドレッシングの詳細については、『IP Addresses and Services Configuration
Guide』を参照してください。

BGP の AS パスからのプライベート AS 番号の削除および置換
プライベート自律システム番号（ASN）は、グローバルに一意な AS番号を保護するために、イ
ンターネットサービスプロバイダー（ISP）およびお客様のネットワークで使用されます。プラ
イベート AS番号は一意でないため、グローバルインターネットへのアクセスには使用できませ
ん。AS番号はルーティングアップデートの eBGPASパスに表示されます。プライベートASNを
使用している場合にグローバルインターネットにアクセスするには、ASパスからプライベート
ASNを削除する必要があります。

パブリックな AS番号は、InterNICによって割り当てられ、グローバルに一意です。範囲は 1～
64511です。プライベート AS番号は、グローバルに一意な AS番号（有効な範囲は 64512～
65535）を保護するために使用されます。プライベート AS番号はグローバル BGPルーティング
テーブルにリークできません。プライベート AS番号は一意ではなく、BGP最適パスの計算には
一意の AS番号が必要であるからです。そのため、ルートが BGPピアに伝播される前に、ASパ
スからプライベート AS番号を削除する必要がある可能性があります。

外部BGP（eBGP）では、グローバルなインターネットへのルーティングで、グローバルに一意な
AS番号を使用する必要があります。プライベートAS番号（これは一意でない）を使用すると、
グローバルなインターネットにアクセスできません。BGPのASパスからプライベートASNを削
除および交換する機能によって、プライベート ASに属するルータがグローバルなインターネッ
トにアクセスできるようになりました。ネットワーク管理者は、発信アップデートメッセージに

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

ASパスからプライベート ASNを削除および交換する機能は、次のように拡張されました。

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

• remove-private-asコマンドでは、ASパスにプライベートAS番号のみが含まれる場合でも、
ASパスからプライベートAS番号が削除されます。このコマンドは eBGPピアのみに適用さ
れ、その場合、eBGPピアではローカルルータのAS番号がASパスに付加されるため、長さ
0の ASパスにはなることはありません。

• remove-private-asコマンドでは、ASパスでコンフェデレーションセグメントの前にプライ
ベート ASNが出現する場合でも、プライベート AS番号が削除されます。

• replace-asコマンドでは、パスから削除されるプライベート ASの番号をローカルの AS番号
に置き換えることができるため、ASパスの長さは同じままに保つことができます。

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

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

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

のみのアウトバウンド側のアップデートメッセージに影響を与えることができます。
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プライベートAS番号が削除または交換されたことを確認するには、show bgp neighborsコマンド
および show bgp update-groupコマンドを使用します。

BGP アップデートメッセージのエラー処理
BGPアップデートメッセージのエラー処理によって、セッションのリセットを避けるためにエ
ラーアップデートメッセージの処理における BGPの動作が変わります。IETF IDR
I-D:draft-ietf-idr-error-handlingで説明されているアプローチに基づいて、Cisco IOSXRBGPアップ
デートメッセージのエラー処理を実装すると、重大度、更新エラーが発生する可能性、属性のタ

イプなどの要素に基づいて、BGP更新エラーはさまざまなカテゴリに分類されます。各カテゴリ
で発生したエラーは、ドラフトに沿って処理されます。セッションのリセットは、エラーの処理

プロセス中は可能な限り回避されます。一部のカテゴリのエラー処理は、デフォルトの動作を有

効または無効にする設定コマンドによって制御されます。

基本の BGP仕様に応じて、不正な属性を含むアップデートメッセージを受信した BGPスピーカ
は、不正な属性が受信されたセッションをリセットする必要があります。セッションのリセット

は、不正な属性があるルートだけでなくセッションを介して交換される他の有効なルートにも影

響するので、この動作は好ましくありません。

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

BGPエラー処理の syslogメッセージの例を次に示します。

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

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

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

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

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

ユーザ定義の Martian チェック
このソリューションによって、次の IPアドレスプレフィックスに対するMartianチェックを無効
化できます。

• IPv4アドレスプレフィックス

◦ 0.0.0.0/8

◦ 127.0.0.0/8

◦ 224.0.0.0/4

• IPv6アドレスプレフィックス

◦ ::

◦ ::0002 - ::ffff

◦ ::ffff:a.b.c.d

◦ fe80:xxxx

◦ ffxx:xxxx
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