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BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ド

BGP—RTおよびVPN識別子属性の書き換えワイルドカード機能は、マッピングの際にルート
ターゲット（RT）コミュニティ属性または VPN識別子コミュニティ属性の範囲を設定できる
ようにします。出力 ASBRにおける 1つ以上の RTを入力 ASBRにおける別の RTにマッピン
グすることが必要となる場合があります。VPN識別子属性機能により、管理者は、eBGPを介
して伝送されるVPN識別子に RTをマッピングし、次に入力ASBRで RTにマッピングするこ
とができます。このマッピングは、拡張コミュニティ属性の RT範囲または VPN識別子範囲
を指定するルートマップを設定することによって実現されます。個々のRTではなく範囲を指
定することにより、時間が節約され、設定が簡素化されます。また、VPN識別子範囲では、
route-map句ごとに複数の VPN識別子属性を使用できるため、この機能が導入される前に適用
されていた制約がなくなります。
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BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ドに関する制約事項

•範囲（set extcommunity rtコマンドまたは set extcommunity vpn-distinguisherコマンドで
指定）には、最大 450個の拡張コミュニティを含めることができます。

• VPN識別子範囲は、iBGPピアにはリレーされません。

BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ドに関する情報

RTおよび VPN識別子属性のマッピング範囲の利点
出力 ASBRにおける 1つ以上のルートターゲット（RT）を入力 ASBRにおける別の RTに書
き換える（マッピングする）ことが必要となる場合があります。1つの使用例は、出力 ASBR
の RTを入力 ASBRからプライベートに保つことです。

この書き換えは、着信ルートマップを使用し、route-map句で着信 RTとプレフィックスを照
合して、一致する RTをネイバー ASで認識できる別の RTにマッピングすることによって実
現されます。このような書き換えの設定は、着信ルートマップで、数百ものRTを個別に指定
（set extcommunity rt value1 value2 value3 ...のように設定）しなければならない場合もあるた
め、複雑になることがあります。プレフィックスに対応する RTが連続している場合は、RT
の範囲を指定することで設定を簡素化できます。つまり、RTマッピング範囲の利点は、時間
の節約と設定の簡素化です。

同様に、VPN識別子属性への RTのマッピング（およびその逆）も、RTまたは VPN識別子の
範囲を指定することで簡素化できます。BGP—VPN識別子属性機能により、ネットワーク管理
者は、宛先 AS内の ASBRから送信元 RTをプライベートに保つことができます。出力 ASBR
のRTがVPN識別子にマッピングされ、VPN識別子が eBGPを介して伝送されて、入力ASBR
の RTにマッピングされます。

RTおよび VPN識別子属性のマッピング範囲機能は、マッピングの際にルートターゲット
（RT）または VPN識別子の範囲を指定できるようにします。

もう 1つの利点は、VPN識別子の設定で得られます。この機能が導入される前は、route-map
句ごとに使用できる set extcommunity vpn-distinguisher値は 1つだけでした。マッピング範囲
の導入により、VPN識別子の範囲をルートに設定できます。
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範囲を使用してRTを RTにマッピングする方法

RTを RT範囲に置き換える
ルートターゲット（RT）をRT範囲に置き換えるには、出力ASBRでこの作業を実行します。
必ず、入力ASBRで RTの範囲を RTに置き換えてください。この作業については、「RT範囲
を RTに置き換える」の項を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IP拡張コミュニティリストを設定し
て、バーチャルプライベートネット

ip extcommunity-list expanded-list
{permit | deny}

例：

ステップ 3

ワーク（VPN）ルートフィルタリング
を設定します。

Device(config)# ip extcommunity-list
22 permit

コンフィギュレーションモードを終了

し、次に高いコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：

Device(config-extcomm-list)# exit

ステップ 4

後続のmatchコマンドで一致と認めら
れたルートを許可または拒否するルー

トマップを設定します。

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

例：

ステップ 5

•この例では、後続のmatchコマン
ドで一致と認められたルートを許

可します。

Device(config)# route-map rt-mapping
permit 10

指定したコミュニティリストを照合し

ます。

match extcommunity
extended-community-list-name

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-route-map)# match
extcommunity 22

•この例では、拡張コミュニティリ
スト 22（手順 3で設定）に一致す
るルートが後続の setコマンドの
対象となります。

指定した拡張コミュニティリスト内の

ルートから RTを削除します。
set extcomm-list extcommunity-name
delete

例：

ステップ 7

•この例では、拡張コミュニティリ
スト 22内のルートから RTが削除
されます。

Device(config-route-map)# set
extcomm-list 22 delete

ルートマップで許可されているルート

に対して、拡張コミュニティ属性の指

set extcommunity rt range start-value
end-value

例：

ステップ 8

定した RT範囲（境界値を含む）を設
定します。

Device(config-route-map)# set
extcommunity rt range 500:1 500:9 •この例では、拡張コミュニティ22

に一致するルートに対して、

500:1、500:2、500:3、500:4、
500:5、500:6、500:7、500:8、500:9
の RT拡張コミュニティ属性値を
設定しています。

ルートマップ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。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 9

（任意）ルートを許可するルートマッ

プエントリを設定します。

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

例：

ステップ 10

•この例では、RTから RT範囲への
マッピングの対象とならない他の

Device(config)# route-map rt-mapping
permit 20 ルートを許可するルートマップエ

ントリを設定します。この手順を

実行しない場合、他のすべての

ルートは暗黙のdenyの対象となり
ます。

ルートマップ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。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 11
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目的コマンドまたはアクション

ルータコンフィギュレーションモード

を開始して、BGPルーティングプロセ
スを作成します。

router bgp as-number

例：

Device(config)# router bgp 3000

ステップ 12

自律システムに属するネイバーを指定

します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 13

Device(config-router)# neighbor
192.168.103.1 remote-as 3000

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て、アドレス

address-family vpnv4

例：

ステップ 14

ファミリ固有の設定を受け入れるよう

に BGPピアを設定します。Device(config-router)# address-family
vpnv4

指定したネイバーをアクティブにしま

す。

neighbor ip-address activate

例：

ステップ 15

Device(config-router-af)# neighbor
192.168.103.1 activate

指定した発信ルートマップを、指定し

たネイバーに適用します。

neighbor ip-address route-map map-tag
out

例：

ステップ 16

Device(config-router-af)# neighbor
192.168.103.1 route-map rt-mapping
out

アドレスファミリコンフィギュレー

ションモードを終了して、特権 EXEC
モードを開始します。

exit-address-family

例：

Device(config-router-af)#
exit-address-family

ステップ 17

RT範囲を RTに置き換える
属性の RT範囲を RT属性に置き換えるには、入力 ASBRでこの作業を実行します。この作業
では、RTを RT範囲に置き換えるように出力 ASBRを設定済みであることを前提としていま
す。この作業については、「RTを RT範囲に置き換える」の項を参照してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IP拡張コミュニティリストを設定し
て、指定したRT範囲のRTを持つルー

ip extcommunity-list expanded-list
{permit | deny} rt reg-exp

例：

ステップ 3

トが拡張コミュニティリストに含まれ

るように、バーチャルプライベート

Device(config)# ip extcommunity-list
128 permit rt 500:[1-9]

ネットワーク（VPN）ルートフィルタ
リングを設定します。

•この例では、500:1～ 500:9の範囲
内のRTを持つルートを拡張コミュ
ニティリスト 128に対して許可し
ています。

コンフィギュレーションモードを終了

し、次に高いコンフィギュレーション

モードを開始します。

exit

例：

Device(config-extcomm-list)# exit

ステップ 4

後続のmatchコマンドで一致と認めら
れたルートを許可または拒否するルー

トマップを設定します。

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

例：

ステップ 5

•この例では、後続のmatchコマン
ドで一致と認められたルートを許

可します。

Device(config)# route-map rtmap2
permit 10

指定したコミュニティリストを照合し

ます。

match extcommunity
extended-community-list-name

例：

ステップ 6

•この例では、拡張コミュニティリ
スト 128（手順 3で設定）に一致

Device(config-route-map)# match
extcommunity 128 するルートが後続の setコマンド

の対象となります。

BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカードの設定
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目的コマンドまたはアクション

指定した拡張コミュニティリスト内の

ルートから範囲内のRTを削除します。
set extcomm-list extcommunity-name
delete

例：

ステップ 7

•この例では、拡張コミュニティリ
スト 128内のルートから範囲内の
RTが削除されます。

Device(config-route-map)# set
extcomm-list 128 delete

ルートマップで許可されているルート

に、指定した RTを設定します。
set extcommunity rt value additive

例：

ステップ 8

•この例では、拡張コミュニティ128
に一致するルートに RT 400:1を設Device(config-route-map)# set

extcommunity rt 400:1 additive
定します。additiveキーワードを
指定すると、RTを置き換えずに
RTが RTリストに追加されます。

ルートマップ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。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 9

（任意）ルートを許可するルートマッ

プエントリを設定します。

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

例：

ステップ 10

•この例では、RT範囲から RTへの
マッピングの対象とならない他の

Device(config)# route-map rtmap2
permit 20 ルートを許可するルートマップエ

ントリを設定します。この手順を

実行しない場合、他のすべての

ルートは暗黙のdenyの対象となり
ます。

ルートマップ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。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 11

ルータコンフィギュレーションモード

を開始して、BGPルーティングプロセ
スを作成します。

router bgp as-number

例：

Device(config)# router bgp 4000

ステップ 12

自律システムに属するネイバーを指定

します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 13
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router)# neighbor
192.168.0.50 remote-as 4000

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て、アドレス

address-family vpnv4

例：

ステップ 14

ファミリ固有の設定を受け入れるよう

BGPピアを設定します。Device(config-router-af)#
address-family vpnv4

指定したネイバーをアクティブにしま

す。

neighbor ip-address activate

例：

ステップ 15

Device(config-router-af)# neighbor
192.168.0.50 activate

指定した着信ルートマップを指定した

ネイバーに適用します。

neighbor ip-address route-map map-tag
in

例：

ステップ 16

Device(config-router-af)# neighbor
192.168.0.50 route-map rtmap2 in

アドレスファミリコンフィギュレー

ションモードを終了して、特権 EXEC
モードを開始します。

exit-address-family

例：

Device(config-router-af)#
exit-address-family

ステップ 17

BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ドの設定例

BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ドの設定例

例：RTを VPN識別子範囲に置き換える

次の例では、出力 ASBRで、RT 201:100を持つルートが拡張コミュニティリスト 22
に含まれます。rt-mappingという名前のルートマップで拡張コミュニティリスト 22
を照合し、コミュニティリスト内のルートから RTを削除します。コミュニティリス
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トに一致するルートに対して、600:1～ 600:8の範囲内の VPN識別子を設定します。
このルートマップはネイバー 192.168.103.1に適用されます。

出力 ASBR

ip extcommunity-list 22 permit rt 201:100
!
route-map rt-mapping permit 10
match extcommunity 22
set extcomm-list 22 delete
set extcommunity vpn-distinguisher range 600:1 600:8
!
route-map rt-mapping permit 20
!
router bgp 3000
neighbor 192.168.103.1 remote-as 3000
address-family vpnv4
neighbor 192.168.103.1 activate
neighbor 192.168.103.1 route-map rt-mapping out
exit-address-family

!

入力 ASBRでは、600:1～ 600:8の範囲内の VPN識別子が拡張コミュニティリスト
101に属します。rtmap2という名前のルートマップで、これらの VPN識別子を RT範
囲 700:1～ 700:10にマッピングします。このルートマップはネイバー 192.168.0.50に
適用されます。additiveオプションを指定すると、新しい範囲が既存の値に置き換えな
しに追加されます。

入力 ASBR

ip extcommunity-list 101 permit VD:600:[1-8]
!
route-map rtmap2 permit 10
match extcommunity 101
set extcomm-list 101 delete
set extcommunity rt 700:1 700:10 additive
!
route-map rtmap2 permit 20
!
router bgp 4000
neighbor 192.168.0.50 remote-as 4000
address-family vpnv4
neighbor 192.168.0.50 activate
neighbor 192.168.0.50 route-map rtmap2 in
exit-address-family

!

BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカードの設定
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BGP-RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ドに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS IP Routing: BGP

Command Reference』

BGPコマンド

『IP : BGP Configuration Guide,
XE 3S』の「BGP—VPN
Distinguisher Attribute」モ
ジュール

BGP—VPN識別子属性

BGP—RTおよびVPN識別子属性の書き換えワイルドカー
ドに関する機能情報

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

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

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

スでもサポートされます。

表 1 : BGP—RTおよび VPN識別子属性の書き換えワイルドカードに関する機能情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1
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