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スの根幹を成す機能です。 動的
ルーティング (経路制御 ) を行
、更新します。 動的ルーティン
グテーブルの更新処理が始まり、

手順、プロトコル間あるいは仮想
ープンショーテストパスファース
、動的ルーティングプロトコルの
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

はじめに

ルーティングは、NetScreen アプライアンスやシステムなど、セキュリティに関わるデバイ
ルーティングとは、ルーターその他のネットワークデバイスと必要な情報を交換しながら、
う機能です。共通のプロトコルを使ってやり取りし、自動的にルーティングテーブルを構築
グ用のプロトコルを使うと、ネットワークトポロジーの変更があっても自動的にルーティン
ごく短時間で終了します。

第 6 部、“ダイナミックルーティング ”では、NetScreen デバイス上に仮想ルーターを設定する
ルーター間でルーティングテーブルの内容を再配布する手順を解説します。また、OSPF (オ
ト )、RIP (ルーティング情報プロトコル )、BGP (ボーダーゲートウェイプロトコル ) といった
設定方法についても説明します。
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す。

れます。

manage
ンを設定する」という意味です。

例外で、必ず斜体  です )。例え
et system  コマンドを使用しま

す。たとえば、set admin user 
です。コマンドを入力する際に

で記載されています。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

規則について
本編はいくつかのタイプの規則を使用しており、それらは次のセクションで導入されていま

• CLI の規則

• vii ページ「WebUI の規則」

• ix ページ「説明図の規則」

• x ページ「ネーミング規則および文字タイプ」

CLI の規則
次の規則は、コマンドラインインターフェース (CLI) コマンドの構文を記述する際に使用さ

• 角括弧 [ ] 内にあるものはすべてオプションです。

• 中括弧 { } 内にあるものはすべて必須です。

• 選択肢が複数ある場合、各選択肢はパイプ ( | )で区切られています。たとえば、
set interface { ethernet1 | ethernet2 | ethernet3 } 

は、「ethernet 1、ethernet 2、または ethernet 3 インターフェースの管理オプショ

• 変数は斜体 で表示されます。例えば、次のように表示されます。
set admin user name password

CLI コマンドが文のコンテキスト内に記載されている場合には、太字 で表示されます (変数は
ば、次のように表示されます。 「NetScreen デバイスのシリアルナンバーを表示するには、g
す。」

注記 : キーワード入力時には、単語を間違いなく識別できる数の文字を入力すれば十分で
joe j12fmt54 のコマンドを入力する際には、 set adm u joe j12fmt54  と入力するだけで十分
はこのショートカットが使用できますが、本編に記載されたコマンドはすべて本来の形式
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ビゲーションを示しています。
 New  と示されます。以下では、

す。

表示されます。

をクリックします。

ページが表示されます。 

4
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WebUI の規則
本編を通して、シェブロン ( > ) はメニューオプションやリンクをクリックする WebUI のナ
たとえば、アドレス構成ダイアログボックスを開く手順は、  Objects > Addresses > List >
このナビゲーションの手順を紹介します。

1. メニュー列の  Objects  をクリックします。
Objects メニューの選択項目が表示されます。

2. (Appletメニュー ) マウスカーソルを Addresses  
に合わせます。

(DHTML メニュー )  Addresses  をクリックします。
Addresses メニューの選択項目が表示されます。

3.  List  をクリックしま
アドレスのリストが

4.  右上隅 New  リンク
新規アドレスの構成

1

2

3
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示させ、そこからオブジェクトの
の 2 つに分かれます。たとえば、

します。

注記： Comment フィールド
に対する指示が無いため、 
そのままにしておきます。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

WebUI で作業を行うには、まず該当するナビゲーションを行ってダイアログボックスを表
定義とパラメータの設定を行います。各作業の指示は、ナビゲーションパスおよび構成詳細
次の指示はアドレス構成ダイアログボックスへのパス、および構成する設定からなります。

Objects > Addresses > List > New:次の内容を入力して  OK  をクリック

Address Name: addr_1

IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: (選択 ), 10.2.2.5/32

Zone: Untrust

Zone: Untrust

Address Name: addr_1

IP Address Name/Domain Name:

IP/Netmask: (選択 ), 10.2.2.5/32

 OK  をクリックする。 
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一サブネットの LAN  
ローカルエリアネットワーク )
例 : 10.1.1.0/24)

ンターネット

スクトップコンピュータ

ーバー

用ネットワークデバイス

例 : NAT サーバー、 
クセスコンセントレータ )

ップトップコンピュータ

的 IP (DIP) プール
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説明図の規則
次の図形は、本編を通して説明図に使用されている画像の基本的なものです。

汎用 NetScreen デバイス

セキュリティゾーン

セキュリティゾーンインターフェース

白 = 保護されたゾーンインターフェース
（例 : Trust ゾーン )

黒 = 外部ゾーンインターフェース 
（例 : Untrust ゾーン )

ルーターアイコン

スイッチアイコン

仮想ルーティングドメイン

VPN トンネル

単
(
(

イ

デ

サ

汎

(
ア

トンネル インターフェース

ラ

動
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 ゲートウェイ、仮想システム、
ます。

符 ( “ ) で囲む必要があります。

ます。たとえば、“ local LAN ” は 

スセンシティブです。 例えば、

に、ASCII、欧州言語、およびヘ
国語、韓国語、および日本語が

ースを含む名前文字列の先頭と末

ウザがサポートする文字セット 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ネーミング規則および文字タイプ
ScreenOS は、ScreenOS 構成で定義されるアドレス、管理ユーザー、認証サーバー、IKE
VPN トンネル、およびゾーンなどのオブジェクトの名前に関して、次の規則を適用してい

• 名前文字列に 1 つまたは複数のスペースが含まれる場合は、文字列全体を二重引用
たとえば、set address trust “local LAN” 10.1.1.0/24 のようにします。

• NetScreen は、二重引用符で囲まれた文字列の先頭または末尾のスペースを取り除き
 “local LAN” となります。

• NetScreen は、連続する複数のスペースを単一のスペースとして扱います。
• CLI キーワードの多くはケースセンシティブではありませんが、名前文字列はケー

“local LAN”は “local lan”とは異なります。

ScreenOS は、次の文字タイプをサポートします。
• 1 バイト文字セット (SBCS) およびマルチバイト文字セット (MBCS)。SBCS の例

ブライ語があります。 2 バイト文字セット (DBCS) とも呼ばれる MBCS の例に、中
あります。

• ASCII 文字の 32 (16 進数の 0x20) から 255 (0xff)。ただし二重引用符 ( “ ) は、スペ
尾を示す特殊な意味をもつため、例外とします。

注記 : コンソール接続では、SBCS のみがサポートされます。ご利用の Web ブラ
に応じて、WebUI は SBCS および MBCS の両方をサポートします。
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セスしてください。

てください。 ソフトウェアをダウ

ださい。
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NETSCREEN のドキュメント
NetScreen の製品の技術文書については、www.netscreen.com/resources/manuals/ にアク

NetScreen ソフトウェアの最新バージョンを入手するには、www.netscreen.comを参照し
ンロードするには、まず認定ユーザーとして登録する必要があります。

本編の内容に間違いや欠落などがあった場合には、以下の E メールアドレスまでご連絡く

techpubs@netscreen.com

http://www.netscreen.com/resources/manuals/
http://www.netscreen.com
mailto:techpubs@netscreen.com


 はじめに NetScreen のドキュメント

xii   
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング



1

1   

ëÊ1èÕ

バイスの根幹を成す機能です。 
のみ使うよう設定しても構いま

あります (静的ルートの設定に
ティングとは、ルーターその他の

です。共通のプロトコルを使っ

プロトコルを使うと、ネット

く短時間で終了します。

想ルーター間でルーティングテー

については、次章以降で説明しま
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仮想ルーター

ルーティングは、NetScreen アプライアンスやシステムと同様に、セキュリティに関わるデ
この機能がなければ、トラフィックを宛先に、安全に届けることができません。 静的ルート
せんが、この場合、ルーティングテーブルへの情報追加、削除、変更は、手動で行う必要が

ついて詳しくは第 2 部の「ルーティングテーブルと静的ルーティング」を参照 )。 動的ルー
ネットワークデバイスと必要な情報を交換しながら、ルーティング (経路制御 ) を行う機能
てやり取りし、自動的にルーティングテーブルを構築、更新します。 動的ルーティング用の
ワークトポロジーの変更があっても自動的にルーティングテーブルの更新処理が始まり、ご

本章では、NetScreen デバイス上に仮想ルーターを設定する手順、プロトコル間あるいは仮
ブルのコンテンツを再配布する手順を解説します。 動的ルーティングプロトコルの設定方法
す。

本章は、以下の事項を説明します。

• 3 ページ「NetScreen デバイス上の仮想ルーター」

– 3 ページ「2 つの仮想ルーターの併用」

– 4 ページ「仮想ルーター間のトラフィック転送」

– 4 ページ「2 つの仮想ルーターの設定」

– 7 ページ「カスタム仮想ルーター」

– 9 ページ「仮想ルーターと仮想システム」

• 13 ページ「仮想ルーターの設定変更」

– 14 ページ「仮想ルーター ID」

– 16 ページ「ルーティングテーブルの最大ルート情報数」
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• 17 ページ「ルートの選択」

– 17 ページ「ルートの優先度」

– 19 ページ「ルートのメトリック」

– 19 ページ「ソースベースのルーティング」

• 23 ページ「ルート情報の再配布」

– 24 ページ「ルートマップの設定」

– 26 ページ「ルートのフィルタリング」

– 26 ページ「アクセスリスト」

• 30 ページ「仮想ルーター間でルート情報をエクスポート /インポート」
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す。 VR (仮想ルーター ) は静的
です。 NetScreen デバイスには、

べて含まれています。

ほかにも仮想ルーターを作成、

仮想ルーター」を参照 )。 定義済
(13 ページ「仮想ルーターの設定

情報をコントロールし、もう一

ワーク「内部」のセキュリティ

ては untrust-vr で管理する、と
ーからアクセスすることはでき

とを、はっきり区別して管理で
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

NETSCREEN デバイス上の仮想ルーター
ScreenOS は、ルーティング構成要素を複数の仮想ルーターに分割できるようになっていま
ルーティング、動的ルーティングの両方のプロトコルに対応しており、併用することも可能

定義済み仮想ルーターが 2 つあります。

• trust-vr: デフォルトでは、定義済みセキュリティゾーン、ユーザー定義ゾーンがす

• untrust-vr: デフォルトでは、セキュリティゾーンは含まれません。

trust-vr や untrust-vr を削除することはできません。 NetScreen デバイスの機種によっては、
設定することができます (カスタム仮想ルーターの作成手順については 7 ページ「カスタム
み仮想ルーター、カスタム仮想ルーターには、変更可能なパラメータがいくつかあります 
変更」を参照 )。

2 つの仮想ルーターの併用
ルーティング情報を 2 つの仮想ルーターに分けることにより、あるルーティングドメインで
方のルーティングドメインで表示する、といった使い方ができます。 たとえば、企業ネット
ゾーン全体のルーティング情報は trust-vr で管理し、一方企業ネットワーク「外部」につい
いった運用が考えられます。 一方の仮想ルーターのルーティングテーブルに別の仮想ルータ
ないので、内部ネットワークのルーティング情報と、必ずしも信頼できない企業外部の情報

きるのです。
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ラフィックが転送されることは

するには、ルーティングテーブ

。

ルートを設定する方法。 これが
、untrust-vr が次のホップ点にな
のルーティングテーブルに載って

ついて詳しくは第 2 部の「ルー

ーターにエクスポートする方法。 
ら untrust-vr に、ルート情報をすべ
そのまま、trust-vr 側の宛先に転送
ート /インポート」を参照してく

ティングテーブルを管理させる

trust-vr 仮想ルーターにバインド
て、trust-vr 仮想ルーターに属し

 を、untrust-vr 仮想ルーターにバ

ュリティゾーンを同一の仮想ルー

ち、各ゾーンのインターフェー

バインドすれば、そのゾーンの

ンをバインドする仮想ルーター

かなければなりません (イン
ス」ページ  2-67を参照 )。
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

仮想ルーター間のトラフィック転送
NetScreen デバイスに仮想ルーターが 2 つある場合でも、それぞれのゾーン間で自動的にト
ありません。転送を許可するポリシーが設定されていても同じことです。 転送されるように
ルに適当なルート情報を設定する必要があります。 その手順には以下の 2 とおりがあります

• 一方の仮想ルーターに、もう一方の仮想ルーターが次のホップ点となるよう、静的

デフォルトルートであっても構いません。 たとえば trust-vr のデフォルトルートを
るように設定することも考えられます。 アウトバウンドパケットの宛先が trust-vr 
いなければ、そのまま untrust-vr に転送することになります (静的ルートの設定に
ティングテーブルと静的ルーティング」参照 )。 

• ルーティングテーブルに登録されたルート情報を、ある仮想ルーターから別の仮想ル

エクスポート /インポートの操作は、ルートごとに個別に行えます。 また、trust-vr か
てエクスポートすることも可能です。 これにより、untrust-vr が受け取ったパケットは
されることになります。 詳しくは 30 ページ「仮想ルーター間でルート情報をエクスポ
ださい。

2 つの仮想ルーターの設定
上述のように、NetScreen デバイス上に複数の仮想ルーターを設定し、それぞれ独立にルー
ことができます。 デフォルトでは、定義済みおよびユーザー定義のセキュリティゾーンは、
されています。 すなわち、このようなセキュリティゾーンに向かうインターフェースはすべ
ているということです。 この節では、セキュリティゾーン (およびそのインターフェース )
インドする手順を解説します。

セキュリティゾーンは、1 つの仮想ルーターにしかバインドできません。 また、複数のセキ
ターにバインドできるのは、ゾーンどうしでアドレスが重複しない場合に限ります。 すなわ
スをすべて Route モードにしなければならない、ということです。 ゾーンを仮想ルーターに
インターフェースはすべて、当該仮想ルーターに属することになります。 セキュリティゾー
を変更することはできますが、その場合、あらかじめインターフェースをすべて削除してお

ターフェースとセキュリティゾーンのバインドおよびその解除については「インターフェー
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以下のようになります。

ます。 インターフェースが残った
 インターフェースに IP アドレス

ンターフェース ethernet3 がこの 
ンターフェースはありません )。 
ティゾーンを untrust-vr 仮想ルー

ntrust-vr  を選択し、 OK  を 

st  を選択し、 OK  をクリックしま
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

したがって、セキュリティゾーンを untrust-vr 仮想ルーターにバインドする手順の概要は、

1. untrust-vr にバインドしようとするゾーンから、インターフェースをすべて削除し
ままでは、ゾーンと仮想ルーターとのバインド関係を変更することはできません。

を割り当てている場合は、あらかじめ削除しておいてください。

2. ゾーンを untrust-vr 仮想ルーターに割り当てます。

3. インターフェースを元どおりゾーンに割り当て直します。

例 : ゾーンを untrust-vr にバインドする
この例では、Untrust セキュリティゾーンが trust-vr 仮想ルーターにバインドされ、さらに、イ
Untrust セキュリティゾーンにバインドされている状態だとします (ほかにバインドされたイ
ethernet3 の IP アドレス /ネットマスクを 0.0.0.0 に変更しておいてから、Untrust セキュリ
ターにバインドし直します。

WebUI

1. Untrust ゾーンにバインドされたインターフェースを解除
Network > Interfaces (ethernet3) > Edit: 以下を入力し  OK  をクリックします。

Zone Name: Null

IP Address/Netmask: 0.0.0.0/0

2. Untrust ゾーンを untrust-vr にバインド
Network > Zones (untrust) > Edit: Virtual Router Name ドロップダウンリストから  u
クリックします。

3. インターフェースを Untrust ゾーンにバインド
Network > Interfaces (ethernet3) > Edit: Zone Name ドロップダウンリストから  Untru
す。
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、仮想ルーターがどのようにバ

ていました。 右側の  get zone  表
とがわかります。

. 7 policy configurable zone(s)
-------------------------------
    VR          Default-IF   VSYS
ed untrust-vr   null         Root
ed untrust-vr   ethernet3    Root
   trust-vr     ethernet1    Root
   trust-vr     ethernet2    Root
   trust-vr     self         Root
   trust-vr     vlan1        Root
   trust-vr     null         Root
   trust-vr     null         Root
   trust-vr     v1-untrust   Root
   trust-vr     v1-trust     Root
   trust-vr     v1-dmz       Root
  trust-vr     null         Root

ンドされている状態 (設定変更後 )
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

1. Untrust ゾーンにバインドされたインターフェースを解除
set interface ethernet3 0.0.0.0/0
unset interface ethernet3 zone

2. Untrust ゾーンを untrust-vr にバインド
set zone untrust vr untrust-vr

3. インターフェースを Untrust ゾーンにバインド
set interface eth3 zone untrust
save

以下の画面表示で、左側の  get zone  出力を見ると、デフォルトインターフェース、ゾーン
インドされているかがわかります。 デフォルトでは Untrust ゾーンが trust-vr にバインドされ
示は、設定変更後の状態を表します。Untrust ゾーンが untrust-vr にバインドされているこ

ns-> get zone
Total of 12 zones in vsys root. 7 policy configurable zone(s)
-------------------------------------------------------------
ID Name         Type    Attr    VR          Default-IF   VSYS

   0 Null         Null    Shared untrust-vr   null         Root
   1 Untrust      Sec(L3) Shared trust-vr     ethernet3    Root
   2 Trust        Sec(L3)        trust-vr     ethernet1    Root
   3 DMZ          Sec(L3)        trust-vr     ethernet2    Root
   4 Self         Func           trust-vr     self         Root
   5 MGT          Func           trust-vr     vlan1        Root
   6 HA           Func           trust-vr     null         Root
10 Global       Sec(L3)        trust-vr     null         Root
11 V1-Untrust   Sec(L2)        trust-vr     v1-untrust   Root
12 V1-Trust     Sec(L2)        trust-vr     v1-trust     Root
13 V1-DMZ       Sec(L2)        trust-vr     v1-dmz       Root
16 Untrust-Tun Tun            trust-vr     null         Root

ns-> get zone
Total of 12 zones in vsys root
------------------------------
ID Name         Type    Attr

   0 Null         Null    Shar
   1 Untrust      Sec(L3) Shar
   2 Trust        Sec(L3)     
   3 DMZ          Sec(L3)     
   4 Self         Func        
   5 MGT          Func        
   6 HA           Func        
10 Global       Sec(L3)     
11 V1-Untrust   Sec(L2)     
12 V1-Trust     Sec(L2)     
13 V1-DMZ       Sec(L2)     
16 Untrust-Tun Tun          

Untrust ゾーンが trust-vr にバインドされている状態 (設定変更前 ) Untrust ゾーンが untrust-vr にバイ
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仮想ルーターを作成することがで

に登録できる最大ルート情報数、

ます。

自動的にルート情報をエクスポー
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

カスタム仮想ルーター
NetScreen デバイスの機種によっては1

、定義済みの 2 つの仮想ルーターに加え、カスタム
きます。 ユーザー定義の仮想ルーターについては、仮想ルーター ID、ルーティングテーブル
ルートの収集に使ったプロトコルに応じた優先度値など、さまざまな事項を自由に設定でき

例 :カスタム仮想ルーターを作成する
この例では、trust2-vr というカスタム仮想ルーターを作成し、trust2-vr から untrust-vr に、
トするよう設定します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > New: 以下を入力し  OK  をクリックします。

Virtual Router Name: trust2-vr

Auto Export Route to Untrust-VR: (選択 )

CLI

set vrouter name trust2-vr
set vrouter trust2-vr auto-route-export
save

1.  カスタム仮想ルーターを作成できない機種もあります。 また、作成するためには、ソフトウェアライセンスキーが必要です。
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す。

、Y を入力。

ーザー定義の仮想ルーターはど

、いったん削除してから作成
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : カスタム仮想ルーターを削除する
ここでは “trust2-vr”というユーザー定義の仮想ルーターを削除します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers: trust2-vr に対応する  Remove   をクリックしま

削除の確認プロンプトが表示されるので、 OK をクリックします。

CLI

unset vrouter trust2-vr

“vrouter unset, are you sure? y/[n]”という削除の確認プロンプトが表示されるので

save

注記 : 定義済み仮想ルーターである untrust-vr、trust-vr は削除できませんが、ユ
れでも削除できます。 ユーザー定義仮想ルーターの名前や ID を変更したい場合は
し直してください。
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めから以下の仮想ルーターが使

仮想ルーターであり、どの vsys 
きます。

作られます。これは 
は、デフォルトでは 
ことはできません。

くは 7  -1ページ「仮想システム」
ります。 すなわち、vsysname-vr 

フトウェアライセンスキーが必要です。

s1-vr

vr vsys 作成時に自動
的に作られる
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

仮想ルーターと仮想システム
vsys (仮想システム ) に対応した2

システム上にルートレベル管理者が作成した vsys は、初
えるようになっています。

• ルートレベル仮想ルーターのうち、共有可と定義されているもの。 untrust-vr は共有
からも使えます。 ほかのルートレベル仮想ルーターも、共有可と設定することがで

• vsys レベル仮想ルーター。 vsys を作成すると自動的に vsys レベル仮想ルーターも
Trust-vsysname ゾーンのルーティングテーブルを管理しています。 仮想ルーター名
vsysname-vr ですが、別に定義することもできます。 これを他の vsys と共有する

カスタム仮想ルーターは vsys ごとにいくつでも定義できます。 仮想システムについて詳し
を参照してください。 以下の図では、3 つの vsys のそれぞれに、仮想ルーターが 2 つずつあ
という vsys レベル仮想ルーターと、untrust-vr です。

2.  仮想システムに対応しているのは、NetScreen-500、-5200、-5400 の各機種に限ります。 また、vsys オブジェクトの作成にはソ

vsys1

vsys2

vsys3

ルートシス

DMZ

Mail

Untrust

Finance

Trust Eng

Trust-vsys1

Trust-vsys2

Trust-vsys3

untrust-vr
(共有 ルートレベル仮
想 ルーター )

trust-vr

vsy

vsys2-

vsys3-vr
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す。ルーター ID は 10.1.1.9 とし

入力し  Apply  をクリックします。 
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : 仮想システム上に仮想ルーターを作成する
この例では、my-vsys1 という仮想システム上に、カスタム仮想ルーター vr-1a を定義しま
ます。

WebUI

Vsys > Enter (my-vsys1) > Network > Routing > Virtual Routers > New: 以下のように

Virtual Router Name: vr-1a

Virtual Router ID: Custom (選択 )

テキストボックスに “10.1.1.9”と入力

CLI

set vsys my-vsys1
(my-vsys1) set vrouter name vr-1a
(my-vsys1/vr-1a) set router-id 10.1.1.9
(my-vsys1/vr-1a) exit
(my-vsys1) exit

以下のプロンプトが現れたら  Y  と入力。

Configuration modified, save? [y]/n
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でもあります。 これをカスタム仮
1a を仮想システム my-vsys1 のデ

This Vrouter Default-Vrouter for the 

た vsys レベル仮想ルーターがバ
定義の vsys レベルセキュリティ
。

ーは共有不可ですが、ルートレ

仮想ルーターに、共有ルートレベ

ys レベル仮想ルーターと共有
可能です。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

vsys 作成時に作られた vsys レベル仮想ルーターは、この vsys のデフォルト仮想ルーター
想ルーターに変更することもできます。 たとえば、先に作成したカスタム仮想ルーター vr-
フォルト仮想ルーターにする手順は、以下のとおりです。

WebUI

Vsys > Enter (my-vsys1) > Network > Routing > Virtual Routers > Edit (vr-1a): Make 
System を 選択 にして  Apply  をクリックします。

CLI

set vsys my-vsys1
(my-vsys1) set vrouter vr-1a
(my-vsys1/vr-1a) set default-vrouter
(my-vsys1/vr-1a) exit
(my-vsys1) exit

以下のプロンプトが現れたら  Y  と入力。

Configuration modified, save? [y]/n

デフォルトでは、定義済みのセキュリティゾーン Trust-vsysname に、vsys 作成時に作られ
インドされています。 しかし、定義済みのセキュリティゾーン Trust-vsysname やユーザー
ゾーンには、この vsys で使えるものならばどの仮想ルーターをバインドしても構いません

デフォルトでは、untrust-vr はすべての vsys 間で共有されています。 vsys レベル仮想ルータ
ベル仮想ルーターならば、vsys 間で共有するよう定義できます。 したがって、vsys レベル
ル仮想ルーターが次のホップ点となるようなルート (経路 ) を定義できるのです。 また、vs
ルートレベル仮想ルーターとの間で、ルート (経路 ) 情報を再配布するよう定義することも
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ークに関するルート (経路 ) 情報
すれば、vsys レベル仮想ルー
できます。 この例では、仮想シス

下を入力し  OK  をクリックします。 

y-router
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : 共有仮想ルーターにルートを定義する
この例では、ルートレベル仮想ルーター my-router のルートテーブルに、4.0.0.0/8 ネットワ
が載っているとします。 ルートレベル仮想ルーター my-router を vsys 間で共有するよう設定
ターに、my-router を次のホップ点とする、4.0.0.0/8 宛のルート (経路 ) を定義することが
テムを my-vsys1、vsys レベル仮想ルーターを my-vsys1-vr とします。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > New: 以下を入力し  OK  をクリックします。

Virtual Router Name: my-router

Shared and accessible by other vsys: (選択 )

Vsys > Enter (my-vsys1) > Network > Routing > Routing Entries > New (my-vsys1-vr): 以

Network Address/Netmask: 40.0.0.0 255.0.0.0

Next Hop Virtual Router Name: (選択 ) my-router

CLI

set vrouter name my-router sharable
set vsys my-vsys1
(my-vsys1) set vrouter my-vsys1-vr route 40.0.0.0/8 vrouter m
(my-vsys1) exit

次のプロンプトが現れたら  Y  と入力。

Configuration modified, save? [y]/n
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使っても可能です。 たとえば 

ティングテーブルの最大ルート情

の優先度」を参照 )

と (デフォルトでは宛先 IP アド

untrust-vr に自動エクスポートす

追加

ラップをプライベートと設定す

他の仮想ルーターへのエクス

フェース上に定義された、稼動

てよいとすること (デフォルト

と、設定を同期できるようにする
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

仮想ルーターの設定変更
定義済み仮想ルーター、カスタム仮想ルーターの設定変更は、WebUI 画面からでも CLI を
trust-vr 仮想ルーターのパラメータを修正する手順は以下のようになります。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit

CLI

set vrouter trust-vr

仮想ルーターに関して修正できるパラメータは以下のとおりです。

• 仮想ルーター ID (詳しくは 14 ページ「仮想ルーター ID」参照 )

• ルーティングテーブルに保存できる最大ルート情報数 (詳しくは 16 ページ「ルー
報数」を参照 )

• ルートの収集に使ったプロトコルに応じた優先度値 (詳しくは 17 ページ「ルート

• 仮想ルーターがトラフィックを転送する基準としてソース IP アドレスを用いるこ
レスが基準。 詳しくは 19 ページ「ソースベースのルーティング」を参照 )

• (trust-vr のみ ) Route モードのインターフェースを経由するルート (経路 ) 情報を、
る機能の ON/OFF 

• (trust-vr のみ ) 他の仮想ルーターを次のホップ点とするようなデフォルトルートの

• (デフォルトルートレベル仮想ルーターのみ ) 動的ルーティング MIB 用の SNMP ト
ること

• 動作していないインターフェース上のルートでも、他のプロトコルへの再配布や、

ポートの対象と看做してよいとすること (デフォルトでは、稼動しているインター
中のルートのみ可能 )

• インターフェースどうしのサブネットが重複していても、仮想ルーターでは無視し

では、同一の仮想ルーターに属するインターフェースどうしでは、重複を禁止 )

• 仮想ルーターが、NSRP (NetScreen Redundancy Protocol) ピア上の仮想ルーター
こと
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するため、それぞれに一意的な
10 進記法で表しても、単に整数値
コルを有効にした場合、

きな IP アドレスを、仮想ルー

ドレス 192.168.1.1 が割り当て
、自動的に割り当てられるルー

かなくなる恐れがあります。

ことになるからです。 これを避
推奨します。 ループバックイン
ィインターフェース ) でなけれ

RP クラスターの設定について
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

仮想ルーター ID
動的ルーティングプロトコルでは、ルーティングデバイスどうしが情報を交換できるように

識別番号を割り当てる必要があります。 この識別子は、IP アドレスのようなドット区切り 
として表しても構いません。 仮想ルーター ID を設定することなく動的ルーティングプロト
ScreenOS は自動的に、当該仮想ルーター上で稼動しているインターフェースのうち最も大
ター ID として割り当てます。

注記 : デフォルトでは、NetScreen デバイスはすべて、VLAN1 インターフェースに IP ア
られています。 したがって、この状態のまま動的ルーティングプロトコルを有効にすると
ター ID はすべてこの 192.168.1.1 になってしまいます。 すると、ルーティングが正常に働
同一のルーティングドメイン内に、同一のルーター ID の NetScreen 仮想ルーターがある
けるためにも、ネットワーク内で一意的な仮想ルーター ID を、明示的に割り当てるよう
ターフェースが NSRP (NetScreen 冗長性プロトコル ) クラスターの VSI (仮想セキュリテ
ば、ループバックインターフェースアドレスを仮想ルーター ID としても構いません (NS
詳しくは、第 8 部、“高可用性 ”を参照 )。
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ます。

ればなりません。 CLI の場合
ん。後者の場合、“0.0.0.10”と変

ター ID の割り当てや変更はで
ておいてください。 その具体的
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : 仮想ルーター ID を割り当てる
ここでは trust-vr のルーター ID として、0.0.0.10 を割り当てます。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit: 以下を入力し  OK  をクリックし

Virtual Router ID: Custom (選択 )

テキストボックスに “0.0.0.10”と入力

CLI

set vrouter trust-vr router-id 10
save

注記 : WebUI 画面から設定する場合、ルーター ID はドット区切り 10 進記法で入力しなけ
は、ドット区切り 10 進記法で “0.0.0.10”と指定しても、単に “10”と入力しても構いませ
換されます。

注記 : 仮想ルーターで動的ルーティングプロトコルを有効にしてからでは、ルー
きません。 変更する場合は、あらかじめ動的ルーティングプロトコルを無効にし
な手順については、この巻の該当する章を参照してください。
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要な容量が割り当てられます。 
仮想ルーターの個数によって決ま

です。 これにより、ある特定の仮
です。

します。

ます。
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

ルーティングテーブルの最大ルート情報数
各仮想ルーターには、システム全体で確保されたプールから、ルーティングテーブル用に必

ルーティングテーブルに登録できる最大ルート情報数は、NetScreen デバイス3
の機種と、

ります。 しかしこれとは別に、ある仮想ルーターに割り当てる最大数を制限することも可能
想ルーターがシステム全体の資源を消費し尽くしてしまうことを、回避することができるの

例 : ルーティングテーブルに登録できるルート情報数を制限する
この例では、trust-vr 用のルーティングテーブルに登録できる最大ルート情報数を 20 と設定

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr): 以下を入力し  OK  をクリックし

Maximum Route Entry:

Set limit at: (選択 ), 20

CLI

set vrouter trust-vr max-routes 20
save

3.  NetScreen デバイスの、機種別の最大ルート情報数については、どれぞれの機種のデータシートを参照してください。
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ルートが、複数登録されることも

最小のルートを採用します。 これ

トに対して加える「重み」のこ

ーはルートの優先度値を設定し

さい (0 に近い ) 方が、大きい (0 

の、デフォルトの優先度値を以

すいとか、予測できるとかいうことはあり
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ルートの選択
ルーティングテーブルには、同一のプレフィックス (IP アドレスおよびネットマスク ) 宛の
あります。 同一の宛先のルートが複数ある場合は、各ルーターの優先度値を比較し、 それが
も同一の場合はメトリック値を比較し、 やはり最小のルートを採用します4

。 

ルートの優先度
ルートの優先度とは、トラフィックがその宛先に到達する最適パスを判定する際、当該ルー

とです。 ルーティングテーブルにルート情報をインポートあるいは追加する際、仮想ルータ
ます。この値は、ルート情報の収集に使われたプロトコルによって決まります。 この値が小
から離れている ) 値よりも優先度は高いものとして扱います。

仮想ルーターでは各ルートの優先度値を、プロトコルによって決めています。 各プロトコル
下に示します。

4.  同一の宛先や、優先度値で、さらに同一のメトリック値の場合は、いずれかのルートを任意に選びます。 あるルートが採用されや
ません。

プロトコル デフォルトの優先度値

Connected 0

Static 20

Auto-Exported 30

EBGP 40

OSPF 60

RIP 100

Imported 140

OSPF External Type 2 200

IBGP 250
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先度値として、4 を指定します。

します。

ィングテーブルを表示

で、すなわち、動的
までは、元の優先度値
値が反映されます。

とです。
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

優先度値を調整して、あるパスを優先的に使うようにすることも可能です。

例 : ルートの優先度値を設定する
この例では、untrust-vr のルートテーブルに「直接接続5

」ルートを追加する際に設定する優

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (untrust-vr): 以下を入力し  OK  をクリック

Route Preference:

Connected: 4

CLI

set vrouter untrust-vr preference connected 4
save

注記 : あるプロトコル (たとえば OSPF Type 1) に対する優先度値を変更すれば、ルーテ
すると新しい値に変わっているはずです。しかし実際には、ルート情報が再収集されるま
ルーティングプロトコルによりいったんルート情報が無効になり、その後再び有効になる
のままです。静的ルートの場合は、いったん削除して再び追加した段階で、新しい優先度

5.  「直接接続」とは、ルーターのあるインターフェースに、宛先ネットワークの該当する IP アドレスが割り当てられている状態のこ
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めに使います。 同一の宛先に到
するか判断します。 すなわち、
トを採用するのです。

帯域幅、パスを構成するリンク

る接続ルーターがメトリック値

は通常 1 ですが、静的ルートを

宛先 IP アドレスだけでなく、
に属するユーザーからのトラ

使い方が可能です。

ルから最適ルートを見つけるよう

 IP アドレスを基準としてルー
を基準として検索します。

たがって、当該仮想ルーターで

仮想ルーターを指定するような

きません。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ルートのメトリック
ルートのメトリック値は、パケットが特定の宛先に到達するための、最適パスを判定するた

達するルートが複数ある場合、ルーターはメトリック値を比較して、どちらのルートを採用

同一の宛先ネットワークに到達でき、優先度値も同じであれば、メトリック値が最小のルー

メトリック値は、宛先に到達するまでにパケットが通過するルーター数、パスの相対速度や

のドルコストなどを考慮して求めます。 動的に収集されるルートについては、その起点とな
を決めます。 「直接接続」ルートのメトリック値は常に 0 です。静的ルートのメトリック値
定義する際、別の値を指定することもできます。

ソースベースのルーティング
ScreenOS 仮想ルーターがトラフィックの転送先を判断する基準として、データパケットの
ソース IP アドレスも使うよう設定することができます。 たとえば、ある特定のサブネット
フィックについてのみ、転送するパスを別のサブネットからの場合とは区別する、といった

デフォルトでは、宛先 IP アドレスのみを基準として、仮想ルーターのルーティングテーブ
になっています。 ソースベースのルーティングを有効にすると、ScreenOS はまず、ソース
ティングテーブルを検索するようになります。 これで見つからなければ、宛先 IP アドレス

ソースベースのルートは、特定の仮想ルーターに対して、静的ルートとして定義します。 し
しか適用されません。 ソースベースのルートについては、たとえば次のホップ点として別の
ことはできないのです。 別の仮想ルーターやルーティングプロトコルに再配布することもで
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ださい。

ブルにはこのアドレスが登録さ

で、インターフェースのデフォル

トウェイを、次のホップ点と看做

)

ルートが複数ある場合、このメト

つけます )

降、この仮想ルーターについて

して検索するようになります。 こ
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

この機能が使えるようにする手順を以下に示します。

1. ある仮想ルーターに対し、ソースベースのルートを設定します。以下を指定してく

– このルートを適用する仮想ルーター名

– ソース IP アドレス。ScreenOS はこれを基準として検索 (ルーティングテー
れます )

– パケットを転送する外向きインターフェース名

– 次のホップ点 ( set interface interface gateway ip_addr  という CLI コマンド
トゲートウェイが設定済みであれば、指定は不要です。このデフォルトゲー

します。 他の仮想ルーターを次のホップ点として指定することはできません

– このルートのメトリック値 (同一のプレフィックスのパケットに適用される
リック値が最小のルートを採用し、他のルートには「使用しない」旨の印を

2. 当該仮想ルーターについて、ソースベースのルーティングを有効にします。 これ以
ルーティングテーブルを検索する際は、まずパケットのソース IP アドレスを基準と
れで見つからなければ、宛先 IP アドレスを基準として再検索します。
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、10.1.2.0/24 からの場合は 
以下の 2 つのルート情報を追

ーター (1.1.1.1)

ーター (2.2.2.2)

す。

ISP 1
1.1.1.1

ISP 2
2.2.2.2
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : ソースベースのルーティング
以下の例では、サブネット 10.1.1.0/24 に属するユーザーからのトラフィックは ISP 1 に転送し
ISP 2 に転送するよう設定します。 デフォルト trust-vr 仮想ルーターのルーティングテーブルに
加し、ソースベースのルーティングを有効にします。

• サブネット 10.1.1.0/24、転送インターフェース ethernet1、次のホップ点は ISP 1 のル

• サブネット 10.1.2.0/24、転送インターフェース ethernet2、次のホップ点は ISP 2 のル

WebUI

Network > Routing > Source Routing > New (trust-vr): 以下を入力し  OK をクリックしま

Network Address/Netmask: 10.1.1.0 255.255.255.0

Interface: ethernet1 (選択 )

Gateway IP Address: 1.1.1.1

10.1.1.0/24

10.1.2.0/24

ethernet1

ethernet2
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します。

.0

。

net1 gateway 

net2 gateway 
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

Network > Routing > Source Routing > New (trust-vr): 以下を入力し  OK をクリック

Network Address/Netmask: 10.1.2.0 255.255.255

Interface: ethernet2 (選択 )

Gateway IP Address: 2.2.2.2

Network > Routing > Source Routing: (trust-vr の )  Source Routing  を 選択 にする

CLI

set vrouter trust-vr route source 10.1.1.0/24 interface ether
1.1.1.1 metric 1

set vrouter trust-vr route source 10.1.2.0/24 interface ether
2.2.2.2 metric 1

set vrouter trust-vr enable-source-routing
save

注記 : WebUI 画面で設定する場合、メトリックの初期値は 1 となっています。
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トコルにより収集されたものの

F、RIP、BGP など ) は、以下の

場合は、収集に使われたプロト

仮想ルーターに属する他のルー

ート情報を広告できるようにな

て変換するのは、インポートす

が OSPF、もう一方が BGP を
しなければ、BGP ドメイン内の

義した再配布規則 7を参照しま
ずつ順に調べて、再配布するか

ティングテーブルから削除する

とに注意してください。 適用順序

か、指定することができます。

。

NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ルート情報の再配布
仮想ルーターのルーティングテーブルに蓄積されたルート情報には、動的ルーティングプロ

ほか、静的ルートや直接接続ルートがあります。 通常、動的ルーティングプロトコル (OSP
条件に合致するルートのみを、接続ノードやピアに広告するようになっています。

• ルーティングテーブル上でアクティブになっていること。

• 動的ルーティングプロトコルにより収集されたルート情報であること6。

他のプロトコルにより収集されたルート情報 (静的ルートを含む ) も広告するようにしたい
コルから広告に使うプロトコルに、当該ルート情報を再配布する必要があります。 

あるルーティングプロトコルにより収集されたルート情報 (静的ルートを含む ) は、同一の
ティングプロトコルに再配布できます。 すると、再配布された方のプロトコルを使って、ル
ります。 ルート情報をインポートする場合、既知のルートなどの情報をプロトコルに合わせ
る側のドメインの役割です。 たとえば、相互に接続されている一方のルーティングドメイン
使っている場合、OSPF ドメインでは、BGP ドメインからルート情報をすべてインポート
デバイスへの到達方法を OSPF 接続ノードに通知することができません。

ルート情報をプロトコル間で再配布する際、システム管理者またはネットワーク管理者が定

す。 仮想ルーターのルーティングテーブルにルート情報が追加されると、再配布規則を 1 つ
どうか判定するのです。 ルート情報が削除された場合も同様にして、他のプロトコルのルー
かどうか判定します。 ここで、再配布規則は、対象ルート情報に対してすべて適用されるこ
は不定ですし、「最初に条件に合致したものを適用」するということもありません。

NetScreen デバイスにルートマップ を設定して、どのルート情報のどの属性を再配布する

6.  OSPF、RIP、BGP では、このプロトコルが有効になっている ScreenOS インターフェースに直接接続されたルートも広告します

7.  再配布規則は、プロトコルの 2 つ組に対して 1 つしか定義できません。
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部があり、これをルート情報と

にルート情報と比較するのです。 
ことができます。 また、ルート
るものと看做します。したがっ

トのフィルタリング」を参照。

フィルタリング」を参照。

に合致。

ルタリング」を参照。

ルタリング」を参照。
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

ルートマップの設定
ルートマップは一連の文から成り、これをルート情報に対して順に適用します。 文には条件
比較するようになっています。 すなわち、指定されたルートマップの文の条件部を、番号順
条件に合致した場合の処理として、当該ルートを使った転送を許可する、あるいは拒否する

の属性値を変更することもできます。 ルートマップの末尾には「すべて拒否」という文があ
て、どの条件文にも合致しなかった場合、そのルートは破棄されることになります。

ルートマップの条件部には、以下を指定できます。

条件 説明

BGP AS Path 指定された AS パスアクセスリストに合致。 26 ページ「ルー
BGP Community 指定されたコミュニティリストに合致。 26 ページ「ルートの
OSPF route type OSPF internal、external type 1、external type 2 のいずれか
Interface 指定されたインターフェースに合致。

IP address 指定されたアクセスリストに合致。 26 ページ「ルートのフィ
Metric 指定されたメトリック値に合致。

Next-hop 指定されたアクセスリストに合致。 26 ページ「ルートのフィ
Tag 指定されたルートタグ値または IP アドレスに合致。



第 1 章 仮想ルーター ルート情報の再配布

25   

さらに、ルートの属性値を設定

リスト属性の先頭に追加。

ティ属性として設定。

。

ype 1 または external type 2 のい

リック値に加算して、優先度を

設定。

ドレスを設定。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

条件ごとに、これに合致したルートを許可するか拒否するか指定できます。 許可する場合は
することもできます。 設定できる属性を以下に示します。

属性 説明

BGP AS Path 指定された AS パスアクセスリストを、当該ルートのパス
BGP Community 指定されたコミュニティリストを、当該ルートのコミュニ

BGP local preference 指定された値を、当該ルートの local-pref 属性として設定
BGP Weight 当該ルートの重みとして設定。

OSPF metric type 当該ルートの OSPF メトリックタイプとして、external t
ずれかを設定。

RIP offset metric 当該ルートのオフセット値を 1～ 16 の範囲で設定。メト
落とす働きがあります。

Metric 指定された値を、当該ルートのメトリックとして設定。

Next-hop of route 当該ルートの次のホップ点を、指定された IP アドレスに
Tag 当該ルートのタグとして、指定されたタグ値または IP ア
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ルートをピアに広告するか、ど

ターを適用できるのは、ルー

送出するルート情報です。 実際

ィックスを基準として、ルート情

ください。

した自律システム (AS、
セスリストは、AS を表す正規表
す。 AS パスアクセスリストの設

たもの。 ルートに属するコミュニ
トの設定方法については 118 

文には、ネットワークプレ

れています。 たとえば「サブネッ
ット 2.2.2.0/24 宛のルートは拒否
または拒否されることになりま

文から順に比較され、合致した

て、より限定的な条件の文を先に

」旨の文は、「サブネット 
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

ルートのフィルタリング
ルートのフィルタリング機能を使うと、どのルート情報を仮想ルーターに登録するか、どの

のルート情報を他のプロトコルに再配布するか、といったコントロールができます。 フィル
ティングピアから送られてくるルート情報や、NetScreen 仮想ルーターからピアルーターに
に適用できるしくみとしては、以下のようなものがあります。

• アクセスリスト— IP アドレスプレフィックスを列挙したもの。 ネットワークプレフ
報を選別します。 アクセスリストの設定方法についてはアクセスリストを参照して

• BGP AS パスアクセスリスト— AS パス属性とは、ルート情報の広告に際して経由
Autonomous System) のリストで、ルート情報の一部を成すものです。 AS パスアク
現を列挙したものです。 ルート上にある AS を基準としてルート情報を選別できま
定方法については 110 ページ「AS-Path アクセスリスト」を参照してください。

• BGP コミュニティリスト— BGP ルートが属するコミュニティの識別子を列挙し
ティを基準として、ルート情報を選別することができます。 BGP コミュニティリス
ページ「BGP コミュニティ」を参照してください。

アクセスリスト
アクセスリストは一連の文から成り、これをルート情報と比較するようになっています。 各
フィックスの IP アドレス /ネットマスクと、転送を許可するか拒否するかの区別が指定さ
ト 1.1.1.0/24 宛のルートを許可する」というような文を記述できます。 あるいは、「サブネ
する」という文を記述することもできます。 条件に合致したルートは、その文に従って許可
す。

アクセスリストでは、文の順序に重要な意味があります。ルート情報は、リスト上の先頭の

時点で終了します。 合致した場合、それ以降の文と比較されることはありません。 したがっ
置くようにするとよいでしょう。 たとえば、「サブネット 1.1.1.1/30 宛のルートを拒否する
1.1.1.0/24 宛のルートを許可する」旨の文よりも前に置くことになります。
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あります。 

定する必要があります )

るかを表す番号 )

し  OK  をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : アクセスリストを設定する
ここでは trust-vr 上にアクセスリストを作成します。 アクセスリストに、以下のよう特性が

• Identifier (識別番号 ): 2 (アクセスリストの設定時には、アクセスリスト識別子を指

• Forwarding Status (ルート情報の取り扱い ): permit (許可 )

• IP Address/Netmask Filtering (IP アドレス /ネットマスク ): 1.1.1.1/24

• Sequence Number (順序番号 ): 10 (これがアクセスリスト中の何番目の文に当た

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Access List: > New (trust-vr): 次のように入力

Access List ID: 2

Sequence No: 10

IP/Netmask: 1.1.1.1/24

Action: Permit

CLI

set vrouter trust-vr access-list 2 permit ip 1.1.1.1/24 10
save
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。 まず AS パスアクセスリストを
設定については 110 ページ
よう、ルートマップ “rtmap1”を設
配布元は BGP とします。

 以下を入力し   Add  をクリックし

クリックします。
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : ルート情報を OSPF に再配布する
この例では、自律システム 65000 を経由する BGP ルート情報を、OSPF 用に再配布します
設定して、AS 65000 を経由するルートを許可するようにします (AS パスアクセスリストの
「AS-Path アクセスリスト」を参照 )。 次に、AS パスアクセスリスト中のルートに合致する
定します。 最後に OSPF 側で、ルートマップ “rtmap1”を使う再配布規則を設定します。再

WebUI

1. BGP AS パスアクセスリスト
Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > AS Path:
ます。

AS Path Access List ID: 1

Permit: (選択 )

AS Path String: _65000_

2. ルートマップ

Network > Routing > Virtual Routers > Route Map > New (trust-vr): 以下を入力し  OK  を

Map Name: rtmap1

Sequence No.: 10

Action: Permit (選択 )

Match Properties:

AS Path: (選択 ),1
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table Rules: 以下を入力し  Add  を

t _65000_

ap1 protocol bgp
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

3. 再配布規則

Network > Routing > Virtual Router > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Redistribu
クリックします。

Route Map: rtmap1

Protocol: BGP

CLI

1. BGP AS パスアクセスリスト
set vrouter trust-vr protocol bgp as-path-access-list 1 permi

2. ルートマップ

set vrouter trust-vr
ns(trust-vr)-> set route-map name rtmap1 permit 10
ns(trust-vr/rtmap1-10)-> set match as-path 1
ns(trust-vr/rtmap1-10)-> exit
ns(trust-vr)-> exit

3. 再配布規則

set vrouter trust-vr protocol ospf redistribute route-map rtm
save
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ルート情報を、もう一方でも利

エクスポートを許可するような

ルーターでもネットワーク情報

て、どのようなルート情報をイ

ルート情報をすべて受理します。

。

りませんが、どのようなルート情

るとよいでしょう。

る必要があります。

ター (インポート規則の場合 )

正する属性

をエクスポート /インポートする

もできます。 また、ユーザー定
し、NAT モードのインター
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

仮想ルーター間でルート情報をエクスポート /インポート
NetScreen デバイス上に仮想ルーターを 2 つ設定した場合、一方の仮想ルーターで収集した
用できるようにすることが可能です。 そのためには、一方の仮想ルーターに、もう一方への
エクスポート規則を設定する必要があります。 ルート情報をエクスポートすれば、他の仮想
を参照できるようになります。 エクスポート先仮想ルーターでも、インポート規則を設定し
ンポートするかコントロールできます。 インポート規則がない場合は、エクスポートされた

仮想ルーター間でルート情報をエクスポート /インポートする手順は以下のようになります

1. エクスポート側仮想ルーターにエクスポート規則を定義。

2. (必要な場合のみ ) インポート側仮想ルーターにインポート規則を定義。 必須ではあ
報をインポートするか細かくコントロールしたい場合は、インポート規則を定義す

NetScreen デバイスでエクスポート /インポート規則を設定する場合、以下の事項を指定す

• エクスポート先仮想ルーター (エクスポート規則の場合 )、インポート元仮想ルー

• エクスポート /インポートするルート情報のプロトコル

• エクスポート /インポートするルート情報

• (必要な場合のみ ) エクスポート /インポート時に、ルート情報に追加する属性、修

設定手順は再配布規則の場合と同様です。 ルートマップを設定して、どのルートのどの属性
かを指定します。

trust-vr から untrust-vr に、ルートテーブルの中身をすべて、自動的にエクスポートする設定
義仮想ルーターから他の仮想ルーターに、自動的にエクスポートする設定も可能です。 ただ
フェースに直接接続されているネットワーク内のルートは、エクスポートできません。
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ワーク宛の OSPF ルート情報を
成します。ルートマップ

ust-vr から untrust-vr に OSPF 

K  をクリックします。

をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : エクスポート規則を設定する
ここでは、仮想ルーター trust-vr から untrust-vr ルーティングドメインに、1.1.1.1/24 ネット
エクスポートします。 まず、ネットワークプレフィックス 1.1.1.1/24 のアクセスリストを作
“rtmap1”ではこれを使って、1.1.1.1/24 宛のルートに合致する条件を記述します。 次に、tr
ルート情報をエクスポートする、エクスポート規則を作成します。

WebUI

trust-vr

1. アクセスリスト

Network > Routing > Virtual Routers > Access List: > New (trust-vr): 以下を入力し  O

Access List ID: 2

Sequence No: 10

IP/Netmask: 1.1.1.1/24

Action: Permit

2. ルートマップ

Network > Routing > Virtual Routers > Route Map > New (trust-vr): 以下を入力し  OK  

Map Name: rtmap1

Sequence No.: 10

Action: Permit (選択 )

Match Properties:

Access List: (選択 ), 2
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  をクリックします。

ap1 protocol ospf
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

3. エクスポート規則

Network > Routing > Virtual Routers > Export Rules > New (trust-vr): 以下を入力し  OK

Destination Virtual Router: untrust-vr

Route Map: rtmap1

Protocol: OSPF

CLI

trust-vr

1. アクセスリスト

set vrouter trust-vr
ns(trust-vr)-> set access-list 2 permit ip 1.1.1.1/24 10

2. ルートマップ

ns(trust-vr)-> set route-map name rtmap1 permit 10
ns(trust-vr/rtmap1-10)-> set match ip 2
ns(trust-vr/rtmap1-10)-> exit

3. エクスポート規則

ns(trust-vr)-> set export-to vrouter untrust-vr route-map rtm
ns(trust-vr)-> exit
save
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もできます。 とはいっても、
ならないというわけではありま

ことができるのです。 ここでは、
st-vr 側では内部 OSPF ルートの

-VR  を 選択 にし、 OK  をクリック

 をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : 自動エクスポートを設定する
trust-vr から untrust-vr に、ルートテーブルの中身をすべて、自動的にエクスポートする設定
trust-vr からエクスポートされたルート情報を、untrust-vr 側ですべてインポートしなければ
せん。 untrust-vr 側にインポート規則を設定すれば、必要なルート情報のみインポートする
trust-vr がルート情報をすべて自動的に untrust-vr にエクスポートするように設定し、untru
みインポートするよう、インポート規則で設定します。

WebUI

trust-vr

Network > Routing > Virtual Router > Edit (trust-vr):  Auto Export Route to Untrust
します。

untrust-vr

Network > Routing > Virtual Router > Route Map (untrust-vr) > New: 以下を入力し  OK

Map Name: from-ospf-trust

Sequence No.: 10

Action: Permit (選択 )

Route Type: internal-ospf (選択 )
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rnal-ospf

rom-ospf-trust protocol 
NetScreen 概念と用例 - 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

trust-vr

set vrouter trust-vr auto-route-export

untrust-vr

set vrouter untrust-vr
ns(untrust-vr)-> set route-map name from-ospf-trust permit 10
ns(untrust-vr/from-ospf-trust-10)-> set match route-type inte
ns(untrust-vr/from-ospf-trust-10)-> exit
ns(untrust-vr)-> set import-from vrouter trust-vr route-map f

ospf
ns(untrust-vr)-> exit
save
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ëÊ2èÕ

ースト )
プンショーテストパスファース
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

OSPF (オープンショーテストパスファ
本章では、NetScreen デバイスに組み込まれたルーティングプロトコルである OSPF (オー
ト ) について、 以下の事項を解説します。

• 36 ページ「OSPF の概要」
– 36 ページ「エリア」
– 37 ページ「ルーターの分類」
– 38 ページ「Hello プロトコル」
– 38 ページ「ネットワークタイプ」
– 39 ページ「接続状態の通知」

• 40 ページ「OSPF の基本設定」
– 41 ページ「OSPF ルーティングインスタンスの作成」
– 43 ページ「OSPF エリアの定義」
– 44 ページ「OSPF エリアにインターフェースを割り当て」
– 47 ページ「インターフェース上で OSPF を稼動」
– 49 ページ「設定内容の確認」

• 52 ページ「ルート情報の再配布」
– 53 ページ「再配布されたルート情報の要約」

• 55 ページ「OSPF に関する大域パラメータ」
– 57 ページ「仮想リンク」

• 61 ページ「インターフェースごとの OSPF パラメータ」
• 64 ページ「セキュリティ設定」

– 64 ページ「接続ノードの認証」
– 66 ページ「OSPF 接続ノードのフィルタリング」
– 67 ページ「デフォルトルートの拒否」
– 68 ページ「フラッディングの回避」
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) の一つで、AS (自律システム ) 
通知 ) を flood させることにより、
配布します。

状態に保ちます。 接続状態データ
の定期的な LSA の交換によって、

けます。 そのために、AS 内の各
 接続状態データベースはどの
ルート (最上位 ) とするツリー

クボーン」エリアに属しているも

のが普通です。 ネットワークの拡
を改善しようとしているのです。

きます。各ルーターは、属する

ークやルーターに関する接続状

リアごとに接続状態データベー

れていなければならないことに注
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

OSPF の概要
OSPF (オープンショーテストパスファースト ) は IGP (インテリアゲートウェイプロトコル
内のルーティング処理を行います。 OSPF が動作するルーターは、定期的に LSA (接続状態の
使用可能なインターフェース、接続ノードへの到達可能性などといった状態情報を AS 全体に

各 OSPF ルーターは、隣接するルーターの LSA を使用し、接続状態データベースを最新の
ベースは、周辺ネットワークのトポロジーや状態に関する情報の管理に使います。 AS 内で
AS のすべてのルーターが同一の接続状態のデータベースを維持します。

OSPF は接続状態データベースを使って、AS 内のネットワークに到達する最適パスを見つ
ネットワークに到達する最短パスをグラフとして表現した、最短パスツリーを生成します。
ルーターも同じですが、最短パスツリーはそれぞれ異なります。各ルーターが、自分自身を

を生成するからです。

エリア
デフォルトでは、ルーターはすべて、area 0 (通常 “area 0.0.0.0”と表記 ) という同じ「バッ
のとして扱われます。 しかし大規模に分散されたネットワークは、複数のエリアに分割する
大に伴い接続状態データベースも大きくなるので、これを分割して扱うことにより、拡張性

エリアに分割すると、ネットワーク上を行き来するルーティング情報の量を減らすことがで

エリア内の接続状態データベースを管理するだけでよくなるからです。 エリア外のネットワ
態情報は管理しません。 複数のエリアに接続された ABR (エリア境界ルーター ) は、そのエ
スを管理します。 エリアはすべて、“area 0”、すなわちバックボーンエリアに、直接接続さ
意してください (後述の例外を除く )。
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に流布されます。 ある条件を満た
部通知は、スタブエリアには流れ

OSPF 以外のプロトコル (BGP な
して受け取ることはないエリアで

看做します。

 以外のプロトコルで収集された
を受け取り、他のエリアに通知

下のように分類できます。

以外のエリアに関するルート情

合、OSPF を稼動させると、バッ
エリアを作成すると、当該デバイ

を接続するルーター。 外部 AS の
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

AS 外部通知は、他の自律システム内の宛先に到達するルートを記述したもので、AS 全体
す OSPF エリアは、スタブエリア (行き止まりエリア ) と設定することができます。AS 外
ません。 OSPF で使われるスタブエリアには、以下の 2 種類があります。

• (狭義の ) スタブエリア :  バックボーンエリアから要約ルート情報を受け取るが、
ど ) を使って収集したルート情報を、他のエリアからの LSA (接続状態の通知 ) と
す。 さらに、要約ルート情報をまったく受け取らない場合は、完全スタブエリアと

• NSSA (準スタブエリア ):  通常のスタブエリアと同様、当該エリア外から、OSPF
ルートを受け取ることはありません。 しかし、エリア内で収集した外部ルート情報
することはできます。

ルーターの分類
OSPF によるルーティングに関与するルーターは、機能やネットワーク上の位置により、以

• 内部ルーター :  インターフェースがすべて同じエリアに属するルーター。

• バックボーンルーター :  バックボーンエリアにインターフェースを持つルーター。

• ABR (エリア境界ルーター ):  複数のエリアに接続しているルーター。 バックボーン
報を要約し、バックボーンエリアに流す働きがあります。 NetScreen デバイスの場
クボーンエリアは最初から作成された状態になっています。 ScreenOS でもう 1 つ
スは ABR として機能するようになります。

• ASBR (AS 境界ルーター ):  OSPF エリアが別の AS と隣接している場合に、AS 間
ルーティング情報を AS 全体に通知する役割があります。
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あるといいます。 Hello プロトコ
ようになった場合は、隣接関係 
報を交換することはできません。

 1 つを BDR (バックアップ代表
列挙した LSA を、ネットワーク
のは DR だけです。 言い替える
うことです。 BDR は、DR に障害

に 1 つのメッセージをブロード
ネットワーク内にある 2 つのルー

、マルチキャストアドレス 
コルを使います。

ブロードジャスト (同報 ) する
ドレス宛に送ることはできない

ーク上で OSPF を動かすことは
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

Hello プロトコル
2 つのルーターのインターフェースが同じサブネット上にある場合、この 2 つは接続関係 に
ルには、この関係を確立、維持する働きがあります。 2 つのルーターが双方向で通信できる
(adjacency) を確立したといいます。 隣接関係を確立していなければ、互いにルーティング情

ネットワーク上にルーターが複数ある場合、そのうちの 1 つを DR (代表ルーター )、もう
ルーター ) とする必要があります。 DR には、ネットワーク上にある OSPF 対応ルーターを
全体に流布させる役割があります。 ネットワーク上の他のルーターと隣接関係を確立できる
と、ネットワーク上の他のルーターにルーティング情報を通知できるのは、DR に限るとい
があった場合に、代表ルーターとしての役割を果たします。

ネットワークタイプ
ScreenOS は以下のようなネットワークタイプに対応しています。

• ブロードキャストネットワーク

• ポイントツーポイントネットワーク

ブロードキャストネットワーク

ブロードキャストネットワークとは、多くのルーターが接続されたネットワークで、物理的
キャスト (同報 ) の形で各ルーターに送ることができるものをいいます。 ブロードキャスト
ターは、相互に通信できるという前提になっています。 イーサネットはその一例です。

ブロードキャストネットワークでは、OSPF ルーターは動的に接続ルーターを検出するため
224.0.0.5 に Hello パケットを送信します。 また、DR や BDR を選ぶためにも Hello プロト

非ブロードキャストネットワークとは、多くのルーターが接続されていても、メッセージを
ことはできないもののことです。 この場合、OSPF プロトコルパケットをマルチキャストア
ので、各接続ルーターに個別に送信します。 ScreenOS では、非ブロードキャストネットワ
できません。
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2 つのルーターが直接つながって
ワークがこれに当たります。 この
動的に接続ルーターを検出しま

各ルーターの役割に応じて、さま

ーインターフェースの状態を通知。

すべてのルーターのリスト。

ートを通知。 これにはさらに 

トワーク宛のルートを通知。

 境界ルーター宛のルートを通知。

クへのルート。 これがデフォル
ることもあります (特定のルート
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ポイントツーポイントネットワーク

ポイントツーポイントネットワークでは、通常、WAN (ワイドエリアネットワーク ) 上の 
います。 たとえば IPSec VPN トンネル経由で 2 台の NetScreen デバイスを接続するネット
場合、OSPF ルーターはマルチキャストアドレス 224.0.0.5 に Hello パケットを送信して、
す。

接続状態の通知
各 OSPF ルーターは、自分自身の状態情報を記述した LSA を送出します。 また、ほかにも
ざまなタイプの LSA を送出します。 LSA のタイプを以下に要約します。

LSA のタイプ 送信元 流布させる範囲 LSA で送信する情報

ルーター LSA すべての OSPF 
ルーター

エリア エリア内のすべてのルータ

ネットワーク LSA ブロードキャスト
ネットワーク、
NBMA (非ブロード
キャストマルチアク
セス ) ネットワーク
の代表ルーター

エリア ネットワークに接続された

要約 LSA エリア境界ルーター エリア AS 内の他のエリア宛のル
2 つのタイプがあります。
タイプ 3 要約 LSA はネッ
タイプ 4 要約 LSA は AS

AS 外部 LSA AS 境界ルーター AS (自律システム ) 他の AS にあるネットワー
トルート (0.0.0.0/0) であ
がない場合 )。
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います。 仮想ルーター (VR) が複

。

動的に OSPF バックボーンエリ

のでなければ、OSPF エリアを
して使う場合に必要です。 通常の

エリアも含む ) にインターフェー

あります。 この例では、
10 に接続します。

想ルーターを参照して、あらか

Untrust ゾーン

area 0

インターネット
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

OSPF の基本設定
RIP や BGP と同様、OSPF の場合も NetScreen デバイス上の仮想ルーターごとに設定を行
数あれば、それぞれ独立に OSPF を稼動させることができます。

ここでは、NetScreen デバイスの VR 上で OSPF の設定をする基本的な手順を説明します

1. VR 上に OSPF ルーティングインスタンスを作成し、有効にします。 このとき、自
ア (エリア ID は 0.0.0.0) も生成されます。これは削除できません。

2. (必要な場合のみ ) OSPF インターフェースをすべてバックボーンエリアに接続する
定義し、エリア ID を割り当てておきます。 たとえば NetScreen デバイスを ABR と
エリアのほか、スタブエリア、準スタブエリアとして設定することも可能です。

3. 各 OSPF エリアにインターフェースを割り当てます。 OSPF エリア (バックボーン
スが自動的に割り当てられるわけではないので、明示的に割り当ててください。

4. 各インターフェースについて OSPF を有効にします。

5. OSPF が正常に設定され、稼動していることを確かめます。

以下、この作業の実行例を説明します。CLI による方法と、WebUI 画面から実行する方法が
NetScreen デバイスを ABR として扱い、ethernet3 経由で area 0、ethernet1 経由で area 

注記 : NetScreen デバイスで動的ルーティングプロトコルの設定をする場合、第 1章、仮
じめ仮想ルーター ID を割り当てておいてください。 

Trust ゾーン

area 10

10.1.1.0/24 10.1.2.0/24

ethernet3ethernet1
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 (55 ページ「OSPF に関する大

ーフェースごとに設定するもの  

設定するもの (64 ページ「セ

、有効にします。 このとき、自
っている VR 上の各インター

SPF ルーティングインスタンスを

します。

 Enabled  を 選択 にして   OK  をク
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

必要に応じ、以下のような OSPF パラメータも設定できます。

• 仮想リンクなど OSPF プロトコル用の大域パラメータで、VR ごとに設定するもの
域パラメータ」を参照 )

• 認証などに関する OSPF プロトコル用のインターフェースパラメータで、インタ
(61 ページ「インターフェースごとの OSPF パラメータ」を参照 )

• セキュリティ関連の OSPF パラメータで、VR ごとまたはインターフェースごとに
キュリティ設定」を参照 )

OSPF ルーティングインスタンスの作成
OSPF ルーティングインスタンスを、NetScreen デバイス上のある仮想ルーター上に作成し
動的に OSPF バックボーンエリアも生成されます。 この作業が終わると、OSPF が有効にな
フェースと、パケットをやり取りできるようになります。

例 : OSPF インスタンスを作成する
まず、仮想ルーター trust-vr の ID として、0.0.0.10 を割り当てます。 以下に trust-vr 上に O
作成します (仮想ルーターやその設定方法については第 1章、仮想ルーターを参照 )。

WebUI

1. ルーター ID

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit:  以下を入力して  OK  をクリック

Virtual Router ID:  Custom (選択 )

テキストボックスに “0.0.0.10”と入力

2. OSPF ルーティングインスタンス

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit >  Create OSPF Instance :   OSPF
リックします。
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の、OSPF が有効になっている

abled を オフ にして  OK  をクリッ

。確認プロンプトが現れるので 

き、次にこれを有効にします。 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

1. ルーター ID
set vrouter trust-vr router-id 10

2. OSPF ルーティングインスタンス
set vrouter trust-vr protocol ospf
set vrouter trust-vr protocol ospf enable
save

例 : OSPF インスタンスを削除する
ここでは trust-vr 上に作成した OSPF ルーティングインスタンスを無効にします。 trust-vr 上
インターフェースに対し、OSPF パケットを送信する処理は停止します。 

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers (trust-vr) > Edit > Edit OSPF Instance: OSPF En
クします。

Network > Routing > Virtual Routers (trust-vr) > Edit > Delete OSPF Instance を実行
 OK をクリック 。

注記 :  CLI で設定する場合、OSPF ルーティングインスタンスをまず作成してお
コマンドが 2 つに分かれているのはそのためです。
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きます。各ルーターは、属する

ークやルーターに関する接続状

エリアは、仮想ルーター上に 
た OSPF エリアについては、ス
くは 36 ページ「エリア」を参照

てから削除します。 コマンドが 

初期値

メト 1

プ  1

に通知 通知する

通知
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

unset vrouter trust-vr protocol ospf enable
unset vrouter trust-vr protocol ospf
save

OSPF エリアの定義
エリアに分割すると、ネットワーク上を行き来するルーティング情報の量を減らすことがで

エリア内の接続状態データベースを管理するだけでよくなるからです。 エリア外のネットワ
態情報は管理しません。

エリアはすべて、area 0 (バックボーンエリア ) に接続する必要があります。バックボーン
OSPF ルーティングインスタンスを作成する際、自動的に定義されます。 これ以外に作成し
タブエリアあるいは準スタブエリアと定義することもできます。 エリアタイプについて詳し
してください。

エリアに関しては以下のようなパラメータも設定できます。

注記 :  CLI で操作する場合、OSPF ルーティングインスタンスを無効にしておい
2 つに分かれているのはそのためです。

エリアパラメータ 説明

デフォルトルート通知の
メトリック値

(スタブエリア、準スタブエリアのみ ) デフォルトルート通知の
リック値。

デフォルトルート通知の
メトリックタイプ

(準スタブエリアのみ ) デフォルトルートの外部メトリックタイ
(1 または 2)。

要約なし (スタブエリア、準スタブエリアのみ ) 要約 LSA をこのエリア
しない旨の指定。

範囲 (すべてのエリア ) 要約 LSA を通知する IP アドレスの範囲と、
するか否かの区別。
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下を入力し  OK  をクリックしま

するか、 set interface  という CLI 

rnet3 を割り当てます。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : OSPF エリアを作成する
ここでは OSPF エリアを作成し、エリア ID として 10 を割り当てます。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Area:  以
す。

Area ID:  10

Type:  normal (選択 )
Action:  Add

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf area 10
save

OSPF エリアにインターフェースを割り当て
作成したエリアにはインターフェースを割り当てることができます。WebUI 画面から実行
コマンドを使います。

例 :エリアにインターフェースを割り当てる
この例では、インターフェースとして、OSPF area 10 に ethernet1、OSPF area 0 に ethe
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onfigure (Area 10):   Add  ボタンで、
に移動。  OK  をクリックします。

nfigure (Area 0):   Add  ボタンで、
移動。  OK  をクリックします。

ア範囲を設定すると、エリアに

他のエリアに通知するようになり
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Area > C
インターフェース ethernet1 を、Available Interface(s) 欄から Selected Interfaces 欄

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Area > Co
インターフェース ethernet3 を、Available Interface(s) 欄から Selected Interfaces 欄に

CLI

set interface ethernet1 protocol ospf area 10
set interface ethernet3 protocol ospf area 0
save

例 :エリア範囲を設定する
デフォルトでは、ABR はあるエリアから別のエリアに送るルート情報を集約しません。 エリ
属するサブネットのグループを単一のネットワークアドレスに集約し、1 件の要約 LSA で
ます。 さらに、これを LSA で通知するか否かも指定できます。

次の例では、area 10 のアドレス範囲を以下のように定義します。

• 10.1.1.0/24:通知する

• 10.1.2.0/24:通知しない
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onfigure (0.0.0.10): Area Range に

advertise
no-advertise
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Area > C
以下を入力し  Add  をクリックします。

IP/Netmask:  10.1.1.0/24

Type:  (選択 ) Advertise

Area Range に以下を入力し  Add  をクリックします。

IP/Netmask:  10.1.2.0/24

Type:  (選択 ) No Advertise

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf area 10 range 10.1.1.0/24 
set vrouter trust-vr protocol ospf area 10 range 10.1.2.0/24 
save
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。 したがって、エリアにインター
ると、当該インターフェースを

保存されています。 

よび ethernet3 上の OSPF ルー

して  Apply  をクリックします。

して  Apply  をクリックします。

F インスタンスを削除する」を
信することはなくなります。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

インターフェース上で OSPF を稼動
デフォルトでは、仮想ルーターのどのインターフェースでも OSPF は無効になっています
フェースを割り当てた後、明示的に OSPF を有効にする必要があります。 OSPF を無効にす
介して OSPF がパケットを送受信することはなくなりますが、設定パラメータはそのまま

例 :インターフェース上で OSPF を稼動する
この例では、先に area 10、area 0 にそれぞれ割り当てた、インターフェース ethernet1 お
ティングインスタンスを有効にします。

WebUI

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > OSPF:   Enable Protocol OSPF  を 選択 に

Network > Interfaces > Edit (ethernet3) > OSPF:   Enable  Protocol OSPF を 選択 に

CLI

set interface ethernet1 protocol ospf enable
set interface ethernet3 protocol ospf enable
save

注記 : VR 上で OSPF ルーティングインターフェースを無効にする (42 ページ「例 : OSP
参照 ) と、OSPF が有効になっている他のインターフェースに対し、OSPF パケットを送
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ます。 この場合でも、trust-vr 仮
止することはありません。

して  Apply  をクリックします。

F インスタンスを削除する」を
信することはなくなります。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :インターフェース上の OSPF を停止する
ここではインターフェース ethernet1 上の OSPF ルーティングインスタンスのみを無効にし
想ルーター上のこれ以外のインターフェースについては、OSPF パケットの送信や処理が停

WebUI

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > OSPF:   Enable Protocol OSPF  を オフ に

CLI

unset interface ethernet1 protocol ospf enable
save

注記 : VR 上で OSPF ルーティングインターフェースを無効にする (42 ページ「例 : OSP
参照 ) と、OSPF が有効になっている他のインターフェースに対し、OSPF パケットを送
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NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

設定内容の確認
WebUI 画面や CLI コマンドで設定した内容は、以下の CLI コマンドで確認できます。

ns-> get vrouter trust-vr protocol ospf config
VR:  trust-vr RouterId:  10.1.1.250
----------------------------------
set protocol ospf
set enable
set area 0.0.0.10 range 10.1.1.0 255.255.255.0 advertise
set area 0.0.0.10 range 10.1.2.0 255.255.255.0 no-advertise
set area 0.0.0.10
set vlink area-id 0.0.0.10 router-id 10.1.1.250
exit
set interface ethernet1 protocol ospf area 0.0.0.10
set interface ethernet1 protocol ospf enable
set interface ethernet3 protocol ospf area 0.0.0.0
set interface ethernet3 protocol ospf enable
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。

ing table

interfaces is 1

interfaces is 1

値のままでなく、明示
う推奨します。 詳しくは
ターを参照。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ある仮想ルーター上で OSPF が稼動していることは、以下の CLI コマンドで確認できます

ns-> get vr trust-vr protocol ospf
VR:  trust-vr RouterId:  10.1.1.250
----------------------------------
OSPF enabled
Supports only single TOS(TOS0) route
Internal Router
Automatic vlink creation is disabled
Numbers of areas is 2
Number of external LSA(s) is 0
SPF Suspend Count is 10 nodes
Hold time between SPFs is 3 second(s)
Advertising default-route lsa is  OFF 
Default-route discovered by ospf will be added to the rout
RFC 1583 compatibility is disabled.
Hello packet flooding protection is not enabled
LSA flooding protection is not enabled
Area 0.0.0.0
        Total number of interfaces is 1, Active number of 
        SPF algorithm executed 2 times
        Number of LSA(s) is 1
Area 0.0.0.10
        Total number of interfaces is 1, Active number of 
        SPF algorithm executed 2 times
        Number of LSA(s) is 0

ルーター ID は初期
的に割り当てるよ
第 1章、仮想ルー

OSPF が稼動
している旨の
表示。

稼動中の OSPF 
エリアおよびイ
ンターフェース
の表示。



第 2 章 OSPF ( オープンショーテストパスファースト ) OSPF の基本設定

51   

を調べる CLI コマンドの実行例を

確立していることは、以下の CLI 

------

outer

ルーターの優先度を上げ、DR や 
 として扱うことができます。 61 
ジ「インターフェースごとの OSPF 
メータ」を参照。

--

--

このインターフェー
ス上の接続ルーター
と、完全な隣接関係
を確立している旨の
表示。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

あるインターフェース上で OSPF が稼動している旨を確認し、各インターフェースの状態
示します。

NetScreen デバイス上の OSPF ルーティングインスタンスが、接続ルーターと隣接関係を
コマンドで確認できます。

ns-> get vr trust-vr protocol ospf interface
VR:  trust-vr RouterId:  10.1.1.250
----------------------------------
Interface   IpAddr        NetMask       AreaId        Status   State
--------------------------------------------------------------------------

ethernet3   2.2.2.2       255.255.255.0 0.0.0.0       enabled Designated R

ethernet1   10.1.1.1      255.255.255.0 0.0.0.10      enabled Up

仮想
BDR
ペー
パラ

ns-> get vrouter trust-vr protocol ospf neighbor

VR: trust-vr RouterId: 10.1.1.250

----------------------------------

                Neighbor(s) on interface ethernet3 (Area 0.0.0.0)

IpAddr/If Index RouterId        Priority State    Options

----------------------------------------------------------------------------
2.2.2.2        2.2.2.250              1 Full     E
                

                Neighbor(s) on interface ethernet1 (Area 0.0.0.10)

IpAddr/If Index RouterId        Priority State    Options

----------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1       10.1.1.252             1 Full     E
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ようにする処理のことです。 た
ンスに再配布することができま

指定する必要があります。 ルー

インに、ルート情報を再配布しま

と想定しています。

butable Rules:  以下を入力し  Add  

-bgp protocol bgp
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ルート情報の再配布
ルート情報の再配布とは、収集したルート情報を、別のルーティングプロトコルでも使える

とえば以下のようなルート情報を、同じ仮想ルーターにある OSPF ルーティングインスタ
す。

• BGP により収集したルート情報

• 直接接続されたルート

• インポートされたルート情報

• 静的ルート

ルート情報再配布の設定に当たっては、再配布するルートを分別するためのルートマップを

トマップの作成について詳しくは、第 1章、仮想ルーターを参照してください。

例 :ルート情報を OSPF に再配布
この例では、BGP ルーティングドメインから、現在稼動している OSPF ルーティングドメ
す。 CLI コマンド、WebUI 画面のどちらも、add-bgp というルートマップが作成済みである

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Redistri
をクリックします。

Route Map:  add-bgp

Protocol:  BGP

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf redistribute route-map add
save
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ターに、ルート情報が過度に集

 OSPF ルーティングインスタン
くつものルートがあっても 1 つ

化しても他のルーターには影響

害と復旧を繰り返すと、ルー

変化しないので、ドメイン外の

、要約ネットワークを停止ある

のルートのどちらでも、要約す

動している OSPF ルーティング
ス 2.1.1.0/24 に要約します。

butable Rules:  以下を入力し  Add  

ry Import:  以下を入力し  Add  をク
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

再配布されたルート情報の要約
数百から数千単位のネットワークアドレスが含まれる大規模ネットワークでは、一部のルー

中することがあります。 他のプロトコルで収集した一連のルート情報を、現在稼動している
スに再配布した後、これを要約ネットワークルート情報としてまとめることができます。 い
と認識されるので、処理が簡潔になります。

大規模で複雑なネットワークで、ルート情報を要約して扱うようにすると、トポロジーが変

を与えずに済む、という利点もあります。 たとえばあるドメインのあるリンクが断続的に障
ティングテーブルがその都度変化してしまいますが、この場合でも要約されたルート情報は

ルーターには影響が及ばないのです。

バックボーンルーターのルーティングテーブルで管理するルート情報数が少なくて済むほか

いは再起動した場合でも、LSA を他のエリアに送る必要がありません。 エリア内、エリア外
ることができます。 

例 :再配布されたルート情報の要約
ここでは、ルートマップ add-bgp の定義に従い、BGP で収集されたルート情報を、現在稼
インスタンスに再配布します。 次に、インポートされたルート情報を、ネットワークアドレ

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Redistri
をクリックします。

Route Map:  add-bgp

Protocol:  BGP

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Summa
リックします。

IP/Netmask:  2.1.1.0/24
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-bgp protocol bgp
24
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf redistribute route-map add
set vrouter trust-vr protocol ospf summary-import ip 2.1.1.0/
save
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して OSPF パラメータを設定する
の設定は、CLI の OSPF ルー

初期値

ート 
らに、メ
を保存す
e 1 また
知する

デフォルトルートは通
知しない。

に登録し ルートテーブルに登録
する。

動的に仮 無効。

ットの 10

トの最 初期値なし。

版である RFC 2328 に規定され
た OSPF version 2 に
準拠して動作。

じ、認
デッド

仮想リンクなし。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

OSPF に関する大域パラメータ
この節では、VR ごとに設定できる OSPF の大域パラメータについて解説します。 VR に対
と、OSPF を有効にしたすべてのインターフェースの動作に反映されます。 大域パラメータ
ティングプロトコルコンテキストから実行するほか、WebUI 画面からも変更できます。

OSPF に関する大域パラメータとその初期値を表にまとめます。

OSPF に関する大域 

パラメータ

説明

Advertise default route VR ルートテーブルに登録された、アクティブなデフォルトル
(0.0.0.0/0) を、すべての OSPF エリアに通知するか否か。 さ
トリック値を指定する、あるいはルート本来のメトリック値
るよう指定することもできます。メトリックタイプ (ASE typ
は type 2) も指定できます。 また、デフォルトルートを常に通
よう指定することもできます。

Reject default route OSPF で収集したデフォルトルート情報を、ルートテーブル
ない旨の指定。

Automatic virtual link OSPF バックボーンに到達できない場合、仮想ルーターが自
想リンクを生成する機能の有効 /無効。

Maximum hello packets 仮想ルーターが Hello 間隔の間に受け取れる OSPF Hello パケ
最大数。

Maximum LSA packets 仮想ルーターが所定の時間内に受け取れる OSPF LSA パケッ
大数。

RFC 1583 compatibility ScreenOS OSPF ルーティングインスタンスが、OSPF の旧
RFC 1583 に準拠して動作するよう指定。

Virtual link configuration 仮想リンク用の OSPF エリアやルーター ID を設定。 必要に応
証方法、Hello パケットの間隔、再送信間隔、送信遅延、接続
間隔なども設定できます。
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ますが、よりプレフィックスが合

知するよう設定します。

sing Default Route Enable  を  

ic 1 metric-type 1

クタイプが ASE タイプ 1 と
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : デフォルトルートの通知
デフォルトルート 0.0.0.0/0 は、ルーティングテーブルのどの宛先ネットワークにも合致し
致するルート情報があればそちらが優先します。

ここでは、現在稼動している OSPF ルーティングインスタンスの、デフォルトルートを通

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance:   Adverti
選択 にし  OK  をクリックします。

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf advertise-default-route metr
save

注記 : WebUI 画面で設定する場合、デフォルトではメトリック値が 1、メトリッ
なっています。
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必要があります。 しかしバック
リンクはこのような場合に使い

想リンクを設定する場合、次の

通過する仮想リンクは作成できま

初期値

れか 認証なし

いと 40 秒

10 秒

LSA を 5 秒

隔 (秒 1 秒
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

仮想リンク
OSPF インターネットワークに属するエリアはすべて、バックボーンエリアに直接接続する
ボーンエリアに物理的に接続されないエリアを作らなければならないこともあります。 仮想
ます。 これは、他のエリアを通ってバックボーンに接続される、論理的なパスのことです。

仮想リンクは、その両端のルーターに設定しなければなりません。 NetScreen デバイスに仮
ようなパラメータが必要です。

• 仮想リンクが通過する OSPF エリアの ID。 バックボーンエリアやスタブエリアを
せん。

• 仮想リンクの反対側の端にあるルーターの ID。 

そのほか、仮想リンクに関しては以下のようなパラメータも設定できます。

仮想リンクの 
パラメータ

説明

Authentication 認証方法として、クリアテキストパスワード、MD5 認証のいず
を指定。

Dead interval OSPF 接続ノードから応答がない場合に、これが稼動していな
判断するまでの時間 (秒単位 )。

Hello interval OSPF Hello パケットを送出する間隔 (秒単位 )。
Retransmit interval 接続ノードが LSA に応答しない場合に、インターフェースが 

再送するまでの時間 (秒単位 )。
Transmit delay インターフェースを介して接続状態更新パケットを送信する間

単位 )。
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NetScreen-B (ルーター ID は 
想ルーターを参照 )。 仮想リンク
リンクの反対側にあるルーターの 

ink:  以下を入力し  Add  をクリッ

  をクリックします。

ea 0

ーネット

間に、
ンクを設定。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :仮想リンクを作成する
この例では、OSPF エリア 10 を通って、NetScreen-A (ルーター ID は 10.10.1.250) から 
10.1.1.250) に到る仮想リンクを作成します (ルーター ID の設定方法については第 1章、仮
の送信遅延 (Transmit delay) の値は 10 秒とします。 各 NetScreen デバイスについて、仮想
ID を指定する必要があります。

WebUI (NetScreen-A)

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Virtual L
クします。

Area ID:  10 (選択 )

Router ID:  10.1.1.250

> Configure: Transmit Delay に  10  と入力し、 OK

ルーター ID 
10.1.1.250

ルーター ID 
10.10.1.250

ararea 10

area 20

インタ

NetScreen-B

NetScreen-A
NetScreen-A と NetScreen-B の
OSPF エリア 10 を通る仮想リ
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 10.1.1.250
 10.1.1.250  

ink:  以下を入力し  Add  をクリッ

  をクリックします。

 10.10.1.250 
 10.10.1.250 

ラメータを設定することになり
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI (NetScreen-A)

set vrouter trust-vr protocol ospf vlink area-id 10 router-id
set vrouter trust-vr protocol ospf vlink area-id 10 router-id

transit-delay 10
save

WebUI (NetScreen-B)

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance > Virtual L
クします。

Area ID:  10

Router ID:  10.10.1.250

> Configure: Transmit Delay に  10  と入力し、 OK

CLI (NetScreen-B)

set vrouter trust-vr protocol ospf vlink area-id 10 router-id
set vrouter trust-vr protocol ospf vlink area-id 10 router-id

transit-delay 10
save

注記 :  CLI で設定する場合、仮想リンクを作成しておいてから、必要に応じてパ
ます。 上のコマンド例で、作成と設定の 2 つに分かれているのはそのためです。
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ようにすることもできます。 こう
るよう設定する例を示します。

tically Generate Virtual Links   を 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : 仮想リンクの自動作成
バックボーンに到達できないインスタンスがある場合、VR が自動的に仮想リンクを生成する
しておけば、手動で個別に仮想リンクを作成する必要がありません。 仮想リンクを自動作成す

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance:   Automa
選択 にし、  OK  をクリックします。

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf auto-vlink
save
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は当該インターフェース上の動

たは WebUI 画面から行います。

初期値

ア
し
しま
。

認証なし

ト
が大

100 MB 以上の大域幅なら
ば 1、10 MB ならば 10、 
1 MB ならば 100

と 40 秒

10 秒

イーサネットはブロード
キャストインターフェース
として扱う。

ア なし (インターフェース上
のすべての接続ノードと隣
接関係を確立 )。

 ルー
身

OSPF を有効にしたイン
ターフェースは、OSPF パ
ケットを送受信する。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

インターフェースごとの OSPF パラメータ
この節では、インターフェースごとに設定できる OSPF パラメータについて説明します。 これ
作にのみ影響を及ぼします。 パラメータの設定は、 interface  という CLI コマンドを使うか、ま

インターフェースごとの OSPF パラメータとその初期値を表に示します。

インターフェース 
ごとの OSPF  
パラメータ

説明

Authentication このインターフェースを使う OSPF 通信の認証方法として、クリ
テキストパスワード、MD5 認証のいずれかを指定。 パスワードと
て、前者の場合最大 8 字、後者の場合最大 16 字の文字列を指定
す。 さらに MD5 の場合は、キー文字列を設定する必要があります

Cost インターフェースのメトリックを指定。 インターフェースのコス
は、そこにつながるリンクの帯域幅によって決まります。 帯域幅
きいほどコスト値が小さくなり、優先度は上がります。

Dead interval OSPF 接続ノードから応答がない場合に、これが稼動していない
判断するまでの時間 (秒単位 )。

Hello interval OSPF Hello パケットを送出する間隔 (秒単位 )。
Link type インターフェースをポイントツーポイントリンクとして指定。

Neighbor list 隣接関係を確立しうる OSPF 接続ノードが属するサブネットを、
クセスリストの形で指定。

Passive Interface インターフェースの IP アドレスを、外部ルートではなく OSPF
トとして OSPF ドメインに通知するが、このインターフェース自
が OSPF パケットを送受信することはないと設定。 同じインター
フェース上で BGP も稼動させる場合に有用です。
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代表
DR 
りま

1

A を 5 秒

間 1 秒

transmit interval の値が同じでな

初期値
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

Priority 仮想ルーターを DR (代表ルーター ) または BDR (バックアップ
ルーター ) として扱うための優先度を指定。 優先度が高いほど、
や BDR になる可能性は高くなりますが、保証されるわけではあ
せん。

Retransmit Interval 接続ノードが LSA に応答しない場合に、インターフェースが LS
再送するまでの時間 (秒単位 )。

Transit delay このインターフェースを介して接続状態更新パケットを送信する
隔 (秒単位 )。

注記 : 隣接関係を確立するためには、すべての OSPF ルーターについて、Hello/Dead/Re
ければなりません。

インターフェース 
ごとの OSPF  
パラメータ

説明
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ます。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :インターフェースごとの OSPF パラメータを設定する
この例では、ethernet1 インターフェースに次のような OSPF パラメータを設定します。

• OSPF Hello メッセージの送出間隔 (Hello interval) を 15 秒に増加。

• OSPF 再送信間隔 (Retransmit interval) を 7 秒に増加。

• 接続状態更新パケットの送信間隔 (Transit delay) を 2 秒に増加。

WebUI

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > OSPF:  以下を入力し  Apply  をクリックし

Hello Interval:  15

Retransmit Interval:  7

Transit Delay:  2

CLI

set interface ethernet1 protocol ospf hello-interval 15
set interface ethernet1 protocol ospf retransmit-interval 7
set interface ethernet1 protocol ospf transit-delay 2
save
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御方法について説明します。 

きるので、OSPF ルーターのなり
が最善です。

ード認証と MD5 認証の 2 つがあ
、どの OSPF インターフェース

必要があります。 同じ NetScreen 
になっています。 MD5 キーが複
。 したがって、MD5 キーを定期

キストパスワードを設定します。

ます。

 12345678

セキュリティレベルに設定しな

SPF ルーティングドメイン全体
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

セキュリティ設定
この節では、OSPF ルーティングドメインに起こりうるセキュリティ上の問題と、攻撃の防

接続ノードの認証
LSA は暗号化されておらず、どんなプロトコルアナライザーでも OSPF パケットを分析で
すまし (spoofing) 攻撃は容易です。 これを回避する方法としては、OSPF 接続ノードの認証

OSPF には、接続ノードから受け取った OSPF パケットの確認手段として、単純なパスワ
ります。 認証に失敗した OSPF パケットはすべて破棄することになります。 デフォルトでは
も認証は無効になっています。

MD5 認証のためには、送信側および受信側の OSPF ルーターが、同じキーを共有している
デバイスに複数の MD5 キーを登録することもできます。キーはそれぞれ、キー識別子と組
数ある場合、接続ルーターとの通信を認証するために使うキーは、キー識別子で指定します

的に変更しても、パケットを失う危険はほとんどありません。

例 :クリアテキストパスワードを設定する
ここでは、OSPF ルーターのインターフェース ethernet1 に対し、“12345678”というクリアテ

WebUI

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > OSPF:  以下を入力し  Apply   をクリックし

Password:  (選択 ), 12345678

CLI

set interface ethernet1 protocol ospf authentication password
save

注記 : OSPF の安全性を確保するためには、OSPF ドメイン内のルーターをすべて、同じ
ければなりません。 そうでないと、最も安全性の低い OSPF ルーターが原因となって、O
が危険にさらされる恐れがあります。



第 2 章 OSPF ( オープンショーテストパスファースト ) セキュリティ設定

65   

ち一方を選択します。 デフォルト
指定しなくてもよいことに注意

ます。

567890123456
543210987654 key-id 1
ve-md5-key-id 1
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : MD5 パスワードを設定する
この例では、インターフェース ethernet1 に対して MD5 キーを 2 つ設定しておき、そのう
ではキー識別子が 0 となっているので、最初に設定した MD5 キーに対してはキー識別子を
してください。

WebUI

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > OSPF: 以下を入力し  Apply  をクリックし

Authentication: 

MD5 Keys:  (選択 )

1234567890123456

9876543210987654

Key ID:  1

Preferred:  (選択 )

CLI

set interface ethernet1 protocol ospf authentication md5 1234
set interface ethernet1 protocol ospf authentication md5 9876
set interface ethernet1 protocol ospf authentication md5 acti
save
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続できてしまいます。 そのため、

ば、OSPF を有効にしたインター
を制限して、所定のサブネット

るサブネットを指定しておくと、

の指定は、仮想ルーターごとに、

設定します。 次に、OSPF 隣接関

  をクリックします。

ます。

10
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

OSPF 接続ノードのフィルタリング
マルチアクセス環境にすると、ルーターなどのデバイスが、比較的容易にネットワークに接

信頼性に劣るデバイスが接続されると、安定性や性能に問題が生じる可能性があります。

NetScreen 仮想ルーターの OSPF ルーティングインスタンスは、デフォルトのままであれ
フェースを介して通信できるすべての接続ノードと、隣接関係を確立しようとします。 これ
に属する OSPF 接続ノードだけが隣接関係を確立するようにすることができます。 信頼でき
そこにあるホストやルーターだけと隣接関係を確立するようになるのです。 このサブネット
アクセスリストを定義する形で行います。

例 :接続ノードリストを設定する
ここではまず、サブネット 10.10.10.130/27 上のホストのみを許可する、アクセスリストを
係を確立するノードを、このアクセスリストの範囲に制限します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Access List > New:  以下を入力し  OK

Access List ID:  4

Sequence No.:  10

IP/Netmask:  10.10.10.130/27

Action:  Permit (選択 )

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > OSPF:  以下を入力し  Apply  をクリックし

Neighbor List:  4 

CLI

set vrouter trust-vr access-list 4 
set vrouter trust-vr access-list 4 permit ip 10.10.10.130/27 
set interface ethernet1 protocol ospf neighbor-list 4 
save
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加するようにして、パケットが

てサービスを提供できなくなっ

バイスのデフォルトでは、OSPF 
ようになっています。

Add Default-route Learned in 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

デフォルトルートの拒否
ルート迂回攻撃とは、ルーターがデフォルトルート (0.0.0.0/0) をルーティングドメインに追
このルーターを延々と迂回するようにする攻撃です。 この攻撃を受けると、パケットを失っ
たり、転送しようとするパケット内の情報が漏洩したりする恐れがあります。 NetScreen デ
により収集したデフォルトルート情報をすべて受け入れ、ルーティングテーブルに登録する

例 :デフォルトルートを削除する
ここでは OSPF によりデフォルトルートの情報を収集しないよう設定します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance:   Do Not 
OSPF  チェックボックスを 選択 にして  OK  をクリックします。

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf reject-default-route
save
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トや LSA を接続ノードに大量に
、デバイス、ネットワーク、

ーターは、ネットワーク上の他

ています。 LSA フラッディングの
受け取った仮想ルーターはフラッ

過大な LSA を生成するよう不正
せ、本来のサービスを妨害すると

に OSPF インターフェースが受
は、Hello パケット間隔当たりの

A 数の初期値はないので、そのま

は OSPF インターフェースごと

力し  OK  をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

フラッディングの回避
ルーターが正しく設定されていなかったり、攻撃を受けたりした場合、OSPF Hello パケッ
送りつけて (フラッディング、洪水 ) しまうことがあります。 LSA は OSPF ルーターに対し
ルーティングなどの情報を提供するもので、接続状態データベースの管理に必要です。 各ル
のルーターから LSA を受け取って、ルーティングテーブルのパス情報を最新の状態に保っ
保護機能により、仮想ルーターに入る LSA の数を制限することができます。 過剰な LSA を
ディング状態に陥り、正常に機能しなくなります。 LSA フラッディング攻撃とは、短時間に
にルーターを操作して、他の OSPF ルーターの CPU を SPF アルゴリズムの実行に消費さ
いうものです。

NetScreen の仮想ルーターに、Hello パケット間隔当たりの最大パケット数、所定の時間内
け取れる最大 LSA 数を設定できます。 この数以上のパケットは破棄されます。 デフォルトで
最大パケット数は 10 になっています (Hello パケット間隔の初期値は 10 秒です )。 最大 LS
まであれば、LSA をすべて受理します。

例 :最大 Hello パケット数を設定する
ここでは Hello パケット間隔当たりの閾値を 20 パケットと設定します。 Hello パケット間隔
に設定できますが、ここではデフォルトである 10 秒のままにしておきます。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance:  以下を入

Prevent Hello Packet Flooding Attack:  On

Max Hello Packet:  20

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf hello-threshold 20
save



第 2 章 OSPF ( オープンショーテストパスファースト ) セキュリティ設定

69   

 パケットに制限します。

力して  OK  をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :最大 LSA 数を設定する
この例では、OSPF LSA フラッディング攻撃を回避するため、その閾値を 10 秒当たり 10

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit OSPF Instance:  以下を入

LSA Packet Threshold Time:  10

Maximum LSAs:  10

CLI

set vrouter trust-vr protocol ospf lsa-threshold 10 10
save
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NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング
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ëÊ3èÕ

ィング情報プロトコル ) version 2 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

RIP (ルーティング情報プロトコル )

本章では、NetScreen デバイスに組み込まれたルーティングプロトコルである RIP (ルーテ
について、 次の事項に分けて解説します。

• 72 ページ「RIP の概要」

• 73 ページ「RIP の基本設定」

– 74 ページ「RIP インスタンスの作成」

– 76 ページ「インターフェース上で RIP を稼動」

– 77 ページ「ルート情報の再配布」

• 80 ページ「RIP に関する大域パラメータ」

• 82 ページ「インターフェースごとの RIP パラメータ」

• 84 ページ「セキュリティ設定」

– 84 ページ「接続ノードの認証」

– 86 ページ「RIP 接続ノードのフィルタリング」

– 87 ページ「デフォルトルートの拒否」

– 88 ページ「フラッディングの回避」
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、距離ベクトルアルゴリズムに

 2453 で定義された RIP version 2 
よるもののみですが、NetScreen 

規模で同種のノードから成るネッ

大 15 ホップまでのパスを扱えま
の最大ホップ数である 15 を超え

イムに測定しながらルートを選

ントネットワーク、ブロードキャ

ツーマルチポイントインター

 30秒ごとに送信します。 通常、

ごとに、 次のようなルート情報が

、各ネットワークのメトリック値
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

RIP の概要
RIP (ルーティング情報プロトコル ) は IGP (インテリアゲートウェイプロトコル ) の一つで
より、中規模の AS (自律システム ) 内のルーティング処理を行います。 ScreenOS は RFC
(RIPv2) に対応しています。RIPv2 の認証機構は簡単なパスワード (プレインテキスト ) に
の実装では、RFC 2082 で定義されている MD5 認証拡張も使えるようになっています。

上述のように、RIP は中規模ネットワーク向けのプロトコルです。 企業 LAN のような、小
トワークで、ルート情報を管理するために使うことも可能です。 RIP ネットワークでは、最
す。 メトリック値 “16”は、無効あるいは到達不可であることを表します。RIP ネットワーク
るので、「無限大」ということもあります。 

その一方、大規模ネットワークには向いていませんし、遅延、信頼性、負荷などをリアルタ

択するような処理にも対応できません。 RIP は、(VPN でよく使われる ) ポイントツーポイ
スト /マルチキャスト Ethernet ネットワークのどちらにも対応しています。 しかしポイント
フェースには対応していません。

RIP は、完全なルーティングテーブルを含んだメッセージを、接続ルーターすべてに宛てて
マルチキャストアドレス 224.0.0.9 に向けて、RIP ポートから送信します。

RIP ルーティングデータベースには、RIP ルーティングインスタンス経由で到達できる宛先
記録されています。

• 宛先の IPv4 アドレス。 RIP はネットワークとホストを区別しません。

• 宛先へのルート上にある最初のルーター (次のホップ点 ) の IP アドレス。

• 最初のルーターに到達するためのネットワークインターフェース。

• 宛先までの距離 (あるいはコスト ) を表すメトリック値。 ほとんどの RIP 実装では
をすべて 1 として処理します。

• データベース中の当該ルート情報を最後に更新してからの経過時間。
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テムに仮想ルーター (VR) が複数

報を、RIP インスタンスに再配布

から操作する方法があります。

ドなど (80 ページ「RIP に関す

ジ「インターフェースごとの 

ーフェースごとに設定するもの

想ルーターを参照して、あらか
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

RIP の基本設定
OSPF や BGP と同様、RIP も NetScreen デバイスの仮想ルーターごとに設定します。 シス
あれば、VR ごとにインスタンスを設定し、いくつもの RIP を稼動させることができます。

ここでは NetScreen デバイスで RIP を設定する基本的な手順を説明します。

1. 仮想ルーターに RIP ルーティングインスタンスを作成します。

2. RIP インスタンスを有効にします。

3. 他の RIP ルーターに接続するインターフェースについて、RIP を有効にします。

4. 他のルーティングプロトコル (OSPF、BGP、静的ルートなど ) で収集したルート情
します。

以下、この手順にそって、具体的な操作方法を説明します。CLI を使う方法と、WebUI 画面

さらに、以下のような RIP パラメータも設定できます。

• 仮想ルーターごとに設定する大域パラメータ。タイマー、信頼できる RIP 接続ノー
る大域パラメータ」を参照 )。

• インターフェースごとに設定するパラメータ。接続ノードの認証方法など (82 ペー
RIP パラメータ」を参照 )。

• セキュリティ関連の RIP パラメータ。仮想ルーターごとに設定するものと、インタ
があります (84 ページ「セキュリティ設定」を参照 )。

注記 : NetScreen デバイスで動的ルーティングプロトコルの設定をする場合、第 1章、仮
じめ仮想ルーター ID を割り当てておいてください。 



第 3 章 RIP ( ルーティング情報プロトコル ) RIP の基本設定

74   

有効にします。 この作業が終わる
うになります。

てについて、RIP 設定情報が削除
さい。

 ルーティングインスタンスを作成

ます。

。

NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

RIP インスタンスの作成
RIP ルーティングインスタンスを、NetScreen デバイス上のある仮想ルーター上に作成し、
と、RIP が有効になっている VR 上の各インターフェースと、パケットをやり取りできるよ

VR から RIP ルーティングインスタンスを削除すると、VR に属するインターフェースすべ
されます。 仮想ルーターやその設定方法については、第 1章、仮想ルーターを参照してくだ

例 : RIP インスタンスを作成する
まず、仮想ルーター trust-vr の ID として、0.0.0.10 を割り当てます。 次に trust-vr 上に RIP
します

WebUI

1. ルーター ID

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit:  以下を入力し OK をクリックし

Virtual Router ID:  Custom (選択 )

テキストボックスに “0.0.0.10”と入力します

2. RIP ルーティングインスタンス

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit:   Create RIP Instance  および 

Enable RIP を 選択 にして  OK  をクリックします
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、RIP が有効になっているイン

オフ にして  OK  をクリックします。

認プロンプトが現れるので  OK  を

、次にこれを有効にします。  

から削除します。 コマンドが 2 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

1. ルーター ID
set vrouter trust-vr router-id 10

2. RIP ルーティングインスタンス
set vrouter trust-vr protocol rip
set vrouter trust-vr protocol rip enable
save

例 : RIP インスタンスを削除する
ここでは trust-vr 上に作成した RIP ルーティングインスタンスを無効にします。 trust-vr 上の
ターフェースに対し、RIP パケットを送信する処理は停止します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit  RIP Instance :  Enable RIP を 

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Delete  RIP Instance を実行。確
クリックします。

CLI

unset vrouter trust-vr protocol rip enable
unset vrouter trust-vr protocol rip
save

注記 :  CLI で設定する場合、RIP ルーティングインスタンスをまず作成しておき
コマンドが 2 つに分かれているのはそのためです。

注記 :  CLI で操作する場合、RIP ルーティングインスタンスを無効にしておいて
つに分かれているのはそのためです。
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ようとするインターフェースご

ると、そこでは RIP パケットの

pply  をクリックします。

スタンスを削除する」を参照 ) 
はなくなります。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

インターフェース上で RIP を稼動
デフォルトでは、VR のどのインターフェースでも RIP は無効になっているため、稼動させ
とに、明示的に有効にする必要があります。 あるインターフェースについて RIP を無効にす
送受信を行わないようになります。 ただし設定パラメータはそのまま保存されます。

例 :インターフェース上で RIP を稼動する
ここでは Trust インターフェース上で RIP を稼動させます。

WebUI

Network > Interface > Edit (Trust) > RIP:  プロトコル RIP の  Enable  を 選択 にし、 A

CLI

set interface trust protocol rip enable
save

注記 : VR 上で RIP ルーティングインターフェースを無効にする (75 ページ「例 : RIP イン
と、RIP が有効になっている他のインターフェースに対し、RIP パケットを送信すること
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をクリックします。

ようにする処理のことです。 た
ンスに再配布することができま

指定する必要があります。 ルー

。これは変更できます (80 ページ
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :インターフェース上の RIP を停止する
ここでは Trust インターフェース上の RIP を停止します。

WebUI

Network > Interface (Trust) > RIP:  プロトコル RIP の  Enable  を オフ にし、 Apply  

CLI

unset interface trust protocol rip
save

ルート情報の再配布
ルート情報の再配布とは、収集したルート情報を、別のルーティングプロトコルでも使える

とえば以下のようなルート情報を、同一の仮想ルーターにある RIP ルーティングインスタ
す。

• BGP により収集したルート情報

• OSPF により収集したルート情報

• 直接接続されたルート

• インポートされたルート情報

• 静的ルート

ルート情報再配布の設定に当たっては、再配布するルートを分別するためのルートマップを

トマップの作成について詳しくは、第 1章、仮想ルーターを参照してください。

他のプロトコルから RIP にインポートしたルートの、デフォルトのメトリック値は 1 です
「RIP に関する大域パラメータ」を参照 )。
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する RIP 接続ノードに再配布しま
成します。 次に、このアクセスリ
マップを使って、静的ルートを 

  をクリックします。

  をクリックします。

able Rules:  以下を入力し  Add  を
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :ルート情報を RIP に再配布する
この例では、サブネットワーク 20.1.0.0/16 内の静的ルートを、仮想ルーター trust-vr に属
す。 そのために、サブネット 20.1.0.0/16 に属するアドレスを許可するアクセスリストを作
ストに一致するアドレスを許可するよう、ルートマップを設定します。 最後に、このルート
RIP ルーティングインスタンスに再配布するよう指定します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Access List > New:  以下を入力し  OK

Access List ID:  20

Sequence No.:  1

IP/Netmask:  20.1.0.0/16

Action:  Permit (選択 )

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Route Map > New:  以下を入力し  OK

Map Name:  rtmap1

Sequence No.:  1

Action:  Permit (選択 )

Match Properties: 

Access List:  (選択 ), 20 (選択 )

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit RIP Instance > Redistribut
クリックします。

Route Map:  rtmap1 (選択 )

Protocol:  Static (選択 )
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p1 protocol static
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

set vrouter trust-vr acc-list 20 permit ip 20.1.0.0/16 1
set vrouter trust-vr route-map name rtmap1 permit 1
set vrouter trust-vr route-map rtmap1 1 match ip 20
set vrouter trust-vr protocol rip redistribute route-map rtma
save
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て RIP パラメータを設定すると、
は、CLI の RIP ルーティングプロ

初期値

したルート 10

)。 30 秒

制限なし

と看做すま 180 秒

 (秒単位 )。 120 秒
16

指定。 この指
より、当該

接続ノードはす
べて信頼できる
と看做す。

定。 無効

無効

旨の指定。 無効

なし

なし
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

RIP に関する大域パラメータ
この節では、VR ごとに設定できる RIP の大域パラメータについて解説します。 VR に対し
RIP を有効にしたすべてのインターフェースの動作に反映されます。 大域パラメータの設定
トコルコンテキストから実行するほか、WebUI 画面からも変更できます。

RIP に関する大域パラメータとその初期値を表にまとめます。

RIP に関する大域パラメータ 説明

Default metric OSPF や BGP など、他のプロトコルから RIP にインポート
の、デフォルトメトリック値。

Update timer 接続ノードに RIP ルート情報の更新通知を送る間隔 (秒単位
Maximum packets per 
update

1 回の更新通知で受信する最大パケット数。

Invalid timer 接続ノードからの通知がなくなってから、ルート情報を無効
での時間 (秒単位 )。

Flush timer ルート情報が無効になってから、実際に削除するまでの時間

Maximum neighbors RIP 接続ノードの最大数。
Trusted neighbors 信頼してよい RIP 接続ノードを定義したアクセスリストを

定がない場合は、マルチキャストまたはブロードキャストに
インターフェース上の接続ノードを検出します。

Allow neighbors on different 
subnets

他のサブネットに属する RIP 接続ノードも許可する旨の指

Advertise default route デフォルトルート (0.0.0.0/0) を通知するか否かを指定。
Reject default route 他のプロトコルで収集したデフォルトルート情報を拒否する

Incoming route map RIP で収集したルート情報を分別するためのフィルタ。
Outgoing route map RIP で通知するルートを分別するためのフィルタ。
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ています。 次のコマンドは、仮想
と通知します (この値は明示的
ものと想定します。 

し  OK  をクリックします。

mber 5

詳しくは、NetScreen CLI 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :デフォルトルートの通知
デフォルトでは、デフォルトルート (0.0.0.0/0) は RIP 接続ノードに通知しないようになっ
ルーター trust-vr 上の RIP 接続ノードに対し、デフォルトルートのメトリック値が 5 である
に指定してください )。 このデフォルトルートは、ルーティングテーブルに登録されている

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit RIP Instance:  以下を入力

Advertising Default Route:  (選択 )

Metric:  5

CLI

set vrouter trust-vr protocol rip adv-default-route metric nu
save

注記 : RIP ルーティングプロトコルのコンテキストで設定できる大域パラメータについて
Reference Guide を参照してください。
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は当該インターフェース上の動作

たは WebUI 画面から行います。

ースごとに定義できます。 両方
を優先します。 したがって、た
はさらに別の内向きルートマッ

ります。 

初期値

を指
スか
通知

同一
ク値

無効

1

れか 認証なし

ない 無効

なし

なし
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

インターフェースごとの RIP パラメータ
この節では、インターフェースごとに設定できる RIP パラメータについて説明します。 これ
にのみ影響を及ぼします。 パラメータの設定は、 interface  という CLI コマンドを使うか、ま

インターフェースごとの RIP パラメータとその初期値を表に示します。

内向きおよび外向きのルートマップフィルターは、仮想ルーターごとあるいはインターフェ

の定義がある場合は、当該インターフェースに対して定義したルートマップフィルターの方

とえば内向きルートマップを仮想ルーターに対して定義し、あるインターフェースに対して

プを定義した場合、当該インターフェースに関しては、後者のルートマップを使うことにな

インターフェースごとの 
RIP パラメータ

説明

Split-horizon スプリットホライズン (split-horizon) コントロールをするか否か
定。「無限計数」という現象を避けるため、あるインターフェー
ら受信したルート情報を、同一のインターフェースに対しては
しないよう制限する機能です。 さらにポイズンリバース 
(poison-reverse) 機能を有効にすることもできます。この場合、
のインターフェースに対する通知をやめる代わりに、メトリッ
が 16 の「毒入り」状態にして通知するようになります。

RIP metric インターフェースの RIP メトリックを指定。
Authentication 認証方法として、クリアテキストパスワード、MD5 認証のいず

を指定。

Passive mode インターフェースが RIP パケットの受信のみを行い、送信はし
よう設定。

Incoming route map RIP で収集したルート情報を分別するためのフィルタを指定。
Outgoing route map RIP で通知するルートを分別するためのフィルタ。
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)

8765432 key-id 215
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :インターフェースごとの RIP パラメータを設定する
この例では、Trust インターフェースに次のような RIP パラメータを設定します。

• MD5 認証の設定。キーは “1234567898765432”、キー ID は “215”とします。
• スプリットホライズンを有効にし、ポイズンリバースも行うようにします。

WebUI

Network > Interfaces > Edit (Trust) > RIP:  以下を入力し  OK  をクリックします。

Authentication:  MD5 (選択 )

Key:  1234567898765432

Key ID:  215

Split Horizon:  Enabled with poison reverse (選択

CLI

set interface trust protocol rip authentication md5 123456789
set interface trust protocol rip split-horizon poison-reverse
save
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方法について説明します。 

析できるので、RIP ルーターの
の認証が最善です。

証と MD5 認証の 2 つがありま
 RIP インターフェースも認証は

必要があります。 同一の 
識別子と組になっています。 MD5 
定します。 したがって、MD5 

キュリティレベルに設定しなけ

ーティングドメイン全体が危険
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

セキュリティ設定
この節では、RIP ルーティングドメインに起こりうるセキュリティ上の問題と、攻撃の防御

接続ノードの認証
RIP パケットは暗号化されておらず、どんなプロトコルアナライザーでも RIP パケットを分
なりすまし (spoofing) 攻撃は容易です。 これを回避する方法としては、RIP 接続接続ノード

RIP には、接続ノードから受け取った RIP パケットの確認手段として、単純なパスワード認
す。 認証に失敗した RIP パケットはすべて破棄することになります。 デフォルトでは、どの
無効になっています。

MD5 認証のためには、送信側および受信側の RIP ルーターが、同一のキーを共有している
NetScreen デバイスに複数の MD5 キーを登録することもできます。キーはそれぞれ、キー
キーが複数ある場合、接続ルーターとの通信を認証するために使うキーは、キー識別子で指

キーを定期的に変更しても、パケットを失う危険はほとんどありません。

注記 : RIP の安全性を確保するためには、RIP ドメイン内のルーターをすべて、同一のセ
ればなりません。 そうでないと、最も安全性の低い RIP ルーターが原因となって、RIP ル
にさらされる恐れがあります。
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ち一方を選択します。 デフォルト
指定しなくてもよいことに注意

す。

67890123456
210987654 key-id 1
e-md5-key-id 1
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : MD5 パスワードを設定する
この例では、インターフェース ethernet1 に対して MD5 キーを 2 つ設定しておき、そのう
ではキー識別子が 0 となっているので、最初に設定した MD5 キーに対してはキー識別子を
してください。

WebUI

Network > Interfaces > Edit (ethernet1) > RIP:  以下を入力し  Apply  をクリックしま

MD5 Keys:  (選択 )

1234567890123456 (1 つめの欄 )

9876543210987654 (2 つめの欄 )

Key ID:  1

Preferred:  (選択 )

CLI

set interface ethernet1 protocol rip authentication md5 12345
set interface ethernet1 protocol rip authentication md5 9876543
set interface ethernet1 protocol rip authentication md5 activ
save
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続できてしまします。 そのため、
。 これを回避するため、所定の
きます。 デフォルトでは、
れるよう制限しています。

ような大域パラメータを設定し

  をクリックします。

 OK  をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

RIP 接続ノードのフィルタリング
マルチアクセス環境にすると、ルーターなどのデバイスが、比較的容易にネットワークに接

接続されたデバイスが信頼性に欠ける場合、安定性や性能に問題が生じる可能性があります

ノードだけが RIP 接続ノードになれるよう、アクセスリストを定義して制限することがで
NetScreen 仮想ルーターと同一のサブネットに属するデバイスだけが、RIP 接続ノードにな

例 :信頼できる接続ノードを設定する
ここでは、仮想ルーター trust-vr で稼動する RIP ルーティングインスタンスに対して、次の
ます。

• RIP 接続ノードの最大数を 1 とします。

• 信頼できる接続ノード IP アドレス 10.1.1.1 をアクセスリストで指定します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Access List > New:  以下を入力し  OK

Access List ID:  10

Sequence No.:  1

IP/Netmask:  10.1.1.1/32

Action:  Permit (選択 )

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit RIP Instance:  以下を入力し 

Trusted Neighbors:  (選択 ), 10

Maximum Neighbors:  1
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加するようにして、パケットが

てサービスを提供できなくなっ

バイスのデフォルトでは、RIP に
うになっています。

ォルトルートの情報を RIP で収

 OK  をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

set vrouter trust-vr
ns(trust-vr)-> set access-list 10 permit ip 10.1.1.1/32 1
ns(trust-vr)-> set protocol rip
ns(trust-vr/rip)-> set max-neighbor-count 1
ns(trust-vr/rip)-> set trusted-neighbors 10
ns(trust-vr/rip)-> exit
ns(trust-vr)-> exit
save

デフォルトルートの拒否
ルート迂回攻撃とは、ルーターがデフォルトルート (0.0.0.0/0) をルーティングドメインに追
このルーターを延々と迂回するようにする攻撃です。 この攻撃を受けると、パケットを失っ
たり、転送しようとするパケット内の情報が漏洩したりする恐れがあります。 NetScreen デ
より収集したデフォルトルート情報をすべて受け入れ、ルーティングテーブルに登録するよ

例 :デフォルトルートを拒否する
ここでは、仮想ルーター trust-vr 上で稼動する RIP ルーティングインスタンスに対し、デフ
集しないよう設定します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit RIP Instance:  以下を入力し 

Reject Default Route Learnt by RIP:  (選択 )

CLI

set vrouter trust-vr protocol rip reject-default-route
save
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接続ノードに大量に送りつけて 

定の時間内に RIP インターフェー
以上のパケットは破棄されます。 

ださい。一時的に大量の更新パ

なルート情報も取得できなく

。

K  をクリックします。

択 ), 4
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

フラッディングの回避
ルーターが正しく設定されていなかったり、攻撃を受けたりした場合、RIP 更新パケットを
(フラッディング、洪水 ) しまうことがあります。 NetScreen の仮想ルーターに対して、所
ス上で受け取る更新パケットの最大数を制限することにより、これを回避できます。 この数
この閾値を設定していない場合は、更新パケットをすべて受理します。

接続ノードに大きなルーティングテーブルがある場合は、この閾値の選び方にも注意してく

ケットが送られる可能性があります。 そうすると、閾値を超えたパケットは破棄され、有効
なってしまいます。

例 :更新パケットの最大数を設定する
ここではあるインターフェースで RIP が受け取る更新パケットの最大数を 4 と設定します

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit RIP Instance: 以下を入力し  O

Maximum Number Packets per Update Time:  (選

CLI

set vrouter trust-vr protocol rip threshold-update 4
save
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スタンスを作成し、稼動させます。 
を有効にします。 サブネット 
めにまず、サブネット 10.10.0.0/16 

d  を指定して、このアクセスリスト
IP 接続ノードに通知するルートを

le RIP  を 選択 にして  OK  をクリック

  をクリックします。

creen-B (RIP)

st ゾーン

RIP ルーター

1.1.1.1/16

2.2.2.2/16
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 :トンネルインターフェース上で RIP を稼動する
この例では、NetScreen-A デバイスの仮想ルーター Trust-VR に、RIP ルーティングイン
VPN トンネルインターフェースと Trust ゾーンインターフェースの両方について、RIP 
10.10.0.0/16 内のルートだけを、NetScreen-B 上の RIP 接続ノードに通知します。 そのた
に属するアドレスのみを許可するアクセスリストを作ります。次に、ルートマップ  abc
に合致するルートのみを許可するようにします。 最後に、このルートマップを使って、R
分別します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router > Edit (trust-vr) > Create RIP Instance:   Enab
します。

Network > Routing > Virtual Router > Access List (trust-vr) > New:  以下を入力し  OK

Access List ID:  10

Sequence No.:  10

IP/Netmask:  10.10.0.0/16

Action:  Permit

NetScreen-A (RIP) NetS

10.10.0.0/16

Trust ゾーン Untru

Tunnel.1

10.20.0.0/16

VPN トンネル

インターネット

RIP ルーター
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  をクリックします。

して  OK  をクリックします。

。

NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

Network > Routing > Virtual Router > Route Map (trust-vr) > New:  以下を入力し  OK

Map Name:  abcd

Sequence No.:  10

Action:  Permit

Match Properties: 

Access List:  (選択 ), 10

Network > Routing > Virtual Router > Edit (trust-vr) > Edit RIP Instance:  以下を入力

Outgoing Route Map Filter:  abcd

Network > Interfaces > Edit (tunnel.1) > RIP:  以下を入力し  Apply  をクリックします

Enable RIP:  (選択 )

Network > Interfaces > Edit (trust) > RIP:  以下を入力し  Apply  をクリックします。

Enable RIP:  (選択 )

CLI

set vrouter trust-vr protocol rip
set vrouter trust-vr protocol rip enable
set interface tunnel.1 protocol rip enable 
set interface trust protocol rip enable
set vrouter trust-vr access-list 10 permit ip 10.10.0.0/16 10
set vrouter trust-vr route-map name abcd permit 10
set vrouter trust-vr route-map abcd 10 match ip 10
set vrouter trust-vr protocol rip route-map abcd out
save



4

91   

ëÊ4èÕ

ます。 次の内容を扱います。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP (境界ゲートウェイプロトコル )

本章では、NetScreen デバイス上の BGP (境界ゲートウェイプロトコル ) について説明し

• 92 ページ「BGP の概要」

– 93 ページ「BGP メッセージのタイプ」

– 93 ページ「パス属性」

– 94 ページ「外部および内部 BGP」

• 95 ページ「基本的な BGP 構成」

– 96 ページ「BGP インスタンスを作成して使用可能にする」

– 98 ページ「BGP をインターフェースで使用可能にする」

– 99 ページ「BGP ピアを構成する」

– 104 ページ「BGP 構成を確認する」

• 106 ページ「セキュリティ構成」

– 106 ページ「接続デバイスを認証する」

– 107 ページ「デフォルトルートを拒否する」

• 108 ページ「オプションの BGP 構成」

– 109 ページ「ルートの再配布」

– 110 ページ「AS-Path アクセスリスト」

– 111 ページ「条件付きルートアドバタイズメント」

– 112 ページ「ルートリフレクション」

– 114 ページ「コンフェデレーション」

– 118 ページ「BGP コミュニティ」
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律システム ) 間で伝えるためのパ
ート ) が行き来した AS 番号の
止を可能にし、ルーティングポ

ージョン 4 (BGP-4) をサポート

BGP ルーターは、別のピアとの 
 GP セッションを開く必要があ

 ルーティングテーブルに変更が生
のピアのルーティングテーブルの

的にキープアライブメッセージを

P ピアはルートを自分の接続デバ
ス属性とプレフィックスを比較
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP の概要
Border Gateway Protocol (境界ゲートウェイプロトコル ) は、ルーティング情報を AS1 (自
スベクトルプロトコルです。 BGP ルーティング情報には、ネットワークプレフィックス (ル
シーケンスが含まれます。 このパス情報はプレフィックスに関連付けられており、ループ防
リシーを施行するために使用されます。 ScreenOS は、RFC 1771 に定義されている BGP バ
しています。

2 つの BGP ピアが、ルーティング情報を交換するために BGP セッション を確立します。 
BGP セッションに参加できます。 BGP ピアは、最初に自分たちの間に TCP 接続を確立して
ります。 最初の接続がつくられると、ピアはルーティングテーブルをまるごと交換します。
じるとき、BGP ルーターは更新メッセージをピアと交換します。 BGP ルーターは、すべて
最新バージョンを保持します。BGP ルーターはこれらのピアとセッションを維持し、定期
ピアに送信して、接続を確認します。

BGP ピアは、自分が積極的に使用しているルートだけをアドバタイズ (通知 )します。 BG
イスに通知するとき、そのルートの特性を説明するパス属性も含めます。 BGP ルーターはパ
して、所定の宛先へ向かうのに使用できるあらゆるパスの中から最適なルートを選びます。

1.  自律システムとは、同一の管理ドメイン内にあるルーターの一式です。
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 これらのメッセージは、ピアが 
P ピアは自分たちのプロトコル

)したルートを取り消します。

 TCP セッションは閉じます。

en デバイスはデフォルトで、
です。

と説明するルートをペアにし、あ

トを選び出します。 次のパス属

lete のいずれかです。 これは、既

のリストが含まれます。 これは、

。 これは、既知の BGP パス必須属

トリックです (MED は一方の AS 

トコル機能を NetScreen デバ
をこのピアに送信しません。

ん。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP メッセージのタイプ
BGP は、次の 4 種類のメッセージタイプを使用してピアと情報をやりとりします。

• Open  メッセージは、BGP ピアを互いに識別して BGP セッションを開始します。
TCP セッションを確立した後で送信されます。 オープンメッセージの交換中、BG
バージョン、AS 番号、保持時間、および BGP 識別子を指定します。

• Update  メッセージは、ピアへのルートを公表し、それまでにアドバタイズ (通知

• Notification メッセージは、エラーを知らせます。 BGP セッションは終了し、その

• Keepalive メッセージは、BGP セッションを保持するために使用します。 NetScre
キープアライブメッセージをピアに 60 秒間隔で送信します。 この間隔は設定可能

パス属性
BGP パス属性は、ルートの特性を説明するパラメータのセットです。 BGP はこれらの属性
る宛先へ向かうのに使用できるすべてのパスを比較して、その宛先に達するのに最適なルー

性があります。

• Origin  は、ルートがどこで得られたかを表わし、可能な値は IGP、EGP、Incomp
知の BGP パス必須属性です。2

• AS-Path  には、ルートのアドバタイズメント (通知 )情報が経由した自律システム
既知の BGP パス必須属性です。

• Next-Hop  は、ルートのトラフィックの送信先となるルーターの IP アドレスです
性です。

• Multi-Exit Discriminator  (MED) は、AS  間に複数のリンクがあるパスのためのメ
が設定し、別の AS がパスを選択するために使用します )。

注記 :  オープンメッセージの交換中、あるピアが、自分がサポートしているプロ
イスがサポートしないことを知らせると、NetScreen デバイスは通知メッセージ

2.  すべての BGP 実装は既知の BGP パス必須属性を認識しなければならず、これらの属性がルートの記述に出現しなければなりませ
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ために使用するメトリックです。

ットの中から 特定の少ないルー

す。

ンの設定値です。 たとえば、
タンスを作成するときに指定す

にパス属性の追加や変更を選択で

が ISP ネットワークするときの
 AS の内部で使用します。 IBGP 
、IBGP ルーターはその EBGP ピ
P ピアには通知できません。 この
すが、IBGP ネットワークが完

P ルーターは、ネットワーク内の

P メッセージだけに使われ、
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

• Local-Pref  は、BGP ピアに、ルートに対するローカルルーターの優先権を知らせる

• Atomic-Aggregate  は BGP ピアに、あるピアから受け取った重複するルートのセ
トをローカルルーターが選んだことを通知します。

• Aggregator  は、ルートの集約を行った AS やルーターを示します。

• Communities  は、このルートが属する 1 つ以上のコミュニティを示します。

• Cluster List  には、ルートが経由してきたリフレクタクラスタのリストが含まれま

これらのパス属性は、BGP ルーティングインスタンスに構成する上で必須またはオプショ
NetScreen デバイス上で BGP によって通知されるルートの場合、BGP ルーティングインス
る AS 番号は AS-Path 属性に追加されます。 BGP ルーターは、ルートをピアに通知する前
きます。 

外部および内部 BGP
EBGP (外部 BGP) は、異なる ISP ネットワークが互いに接続するときや企業ネットワーク
ように、自律システム間で使用します。 IBGP (内部 BGP) は、企業ネットワーク内のように
の主要目的は、EBGP から得たルートを AS 内のルーターへ配布することです。 したがって
アから得たルートを IBGP ピアへ再通知できますが、IBGP ピアから得たルートを別の IBG
制限により、ネットワーク内でルートアドバタイズメントにループが生じるのを防いでいま

全メッシュでなければならないことを意味します (つまり、ネットワーク内のすべての BG
他のすべてのルーターとセッションを持たなければなりません )。

一部のパス属性は、EBGP または IBGP だけに適用可能です。 たとえば、MED 属性は EBG
LOCAL-PREF 属性は IBGP メッセージ内だけに存在します。
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作成します。 デバイスに複数の仮
使用可能にすることができます。

を説明します。

に、最初に自律システム番号を 

を使用して説明します。 この例で
は、BGP セッションを AS 65500 

ー ID を 第 1章、「仮想ルー

ルーター ID
2.2.2.250

ルーター
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

基本的な BGP 構成
RIP や OSPF と同様に、NetScreen デバイス上に仮想ルーターベースで BGP インスタンスを
想ルーター がある場合、各 VR にインスタンスを 1 つずつ、複数の BGP のインスタンスを

このセクションでは、NetScreen デバイスの仮想ルーターに BGP を構成する基本的な手順

1. BGP ルーティングインスタンスを仮想ルーター内で作成して使用可能にするため
BGP インスタンスに割り当て、次にこの BGP インスタンスを使用可能にします。

2. ピアに接続されているインスタンスの BGP を使用可能にします。

3. 各 BGP ピアを使用可能にします。

4. 1 つ以上のリモート BGP ピアを構成します。

5. BGP が正しく構成されて作動していることを確認します。

このセクションでは、これらの作業を CLI か WebUI を使用して行う方法について、次の例
は、NetScreen デバイスを AS 65000 の BGP ピアとして構成します。 NetScreen デバイス
のピアと 確立します。

注記 : 動的ルーティングプロトコルを NetScreen デバイス上で構成する前に、仮想ルータ
ター」 の説明にしたがって割り当てる必要があります。

AS 65000 AS 65500

ルーター ID
1.1.1.250

インターフェース IP 
アドレス 1.1.1.1/24

BGP 使用可能

ローカル NetScreen デバイス リモート

自律システム

BGP ピア

自律システム番号

インターフェース IP 
アドレス 2.2.2.2/24

BGP 使用可能



第 4 章 BGP ( 境界ゲートウェイプロトコル ) 基本的な BGP 構成

96   

使用可能にします。 BGP ルー
を指定する必要があります 仮想
ーと同じにする必要があります。 
タンスは構成する BGP ピアと接

に、AS 65000 の NetScreen デ
。 (仮想ルーターと NetScreen デ
)

ックします。

に入力して  OK  をクリックします。

しては、American Registry for Internet 
65535 の番号は民間で使用されるため、イ
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP インスタンスを作成して使用可能にする
NetScreen デバイス上の特定の仮想ルーターに BGP ルーティングインスタンスを作成して
ティングインスタンスを作成するには、最初に仮想ルーターが存在する自律システム番号

3

ルーターが IBGP ルーターの場合、自律システム番号は ネットワーク内の他の IBGP ルータ
VR の BGP ルーティングインスタンスを使用可能にすると、この BGP ルーティングインス
触してセッションを確立可能になります。

例 : BGP ルーティングインスタンスを作成する
次の例では、最初に 0.0.0.10 を trust-vr 仮想ルーターのルーター ID として割り当てます。 次
バイスに存在する trust-vr の BGP ルーティングインスタンスを作成して使用可能にします
バイスでの仮想ルーターの構成の詳細は、第 1章、「仮想ルーター」 を参照してください。

WebUI

1. ルーター ID

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit: 次のように入力して  OK  をクリ

仮想ルーター ID:  Custom (選択 )

テキストボックスに 0.0.0.10 を入力します。

2. BGP ルーティングインスタンス

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Create BGP Instance: 次のよう

AS Number (必須 ):  65000

BGP Enabled: (選択する )

3.  自律システム番号は、EBGP ルーティング情報の交換と AS の識別に使用する全体で一意の番号です。 AS 番号を割り当てる団体と
Numbers (ARIN)、Reseaux IP Europeens (RIPE)、そして Asia Pacific Network Information Center (APNIC) があります。 64512 ～ 
ンターネットではアドバタイズされません。
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P はすべてのピアとのセッション

bled を選択解除して、 OK  を 

し、確認プロンプトで  OK  を 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

1. ルーター ID
set vrouter trust-vr router-id 10

2. BGP ルーティングインスタンス
set vrouter trust-vr protocol bgp 65000
set vrouter trust-vr protocol bgp enable
save

例 : BGP インスタンスを削除する
この例では、trust-vr の BGP ルーティングインスタンスを使用不可にして削除します。 BG
を中止します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers (trust-vr) > Edit >  Edit BGP Instance :  BGP Ena
クリックします。

Network > Routing > Virtual Routers (trust-vr) > Edit:   Delete BGP Instance  を選択
クリックします。

CLI

unset vrouter trust-vr protocol bgp enable
unset vrouter trust-vr protocol bgp 65000
save
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は、NetScreen デバイスのイン

リックします。

した他のインターフェースでは、

クリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP をインターフェースで使用可能にする
BGP をピアが存在するインターフェースで使用可能にする必要があります。 (デフォルトで
ターフェースはいずれのルーティングプロトコルにもバインドされていません。)

例 : BGP をインターフェースで使用可能にする
この例では、BGP をインターフェース ethernet4 で使用可能にします。

WebUI

Network > Interfaces > Configure (ethernet4):   Protocol BGP  を選択して、 OK  をク

CLI

set interface ethernet4 protocol bgp
save

例 : BGP をインターフェースで使用不可にする
この例では、BGP をインターフェース ethernet4 で使用不可にします。 BGP を使用可能に
まだ BGP パケットを送信および処理できるので注意してください。

WebUI

Network > Interfaces > Configure (ethernet4):   Protocol BGP  を オフ にして、 OK  を

CLI

unset interface ethernet4 protocol bgp
save
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にお互いを識別する必要があり

をオプションとして構成する必要

ピアの場合、ピアが存在する自律

ことで認証されます。 成功したピ
へ送信またはピアから受信し、

ともできます。これにより、ピア

を同じピアグループに割り当て

の “X”は個々のピア IP アドレス
構成できるパラメータであること

デフォルト値

アへ通知 デフォルトルートは
通知されません

0 (使用不可 )

 BGP 接
。 このパ
するた
しよう

なし

のメッ 180 秒

保持時間の 1/3 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP ピアを構成する
2 台の BGP デバイスが通信し、ルートを交換する前に、BGP セッションを開始できるよう
ます。 BGP ピアの IP アドレスを指定し、セッションを確立して保持するためのパラメータ
があります。 ピアは、内部 (IBGP) ピアと外部 (EBGP) ピアのどちらかにできます。 EBGP 
システムを指定する必要があります。

すべての BGP セッションは、ピアが通知した BGP ピア識別子と AS 番号をチェックする
アとの接続はログされます。 ピア接続に何か異常が発生すると、BGP 通知メッセージがピア
これにより接続は失敗または終了します。 

個々のピアアドレスのパラメータを構成できます。 またピアを peer-group に割り当てるこ
グループ全体としてのパラメータを構成可能になります。 ただし、IBGP ピアと EBGP ピア
ることはできません。

次の表は、BGP ピアに構成可能なパラメータとデフォルト値を記載しています。 「ピア」列
に構成できるパラメータをであることを示し、「ピアグループ」列の “X”はピアグループに
を示します。 

BGP パラメータ ピア ピア
グループ

説明

Advertise default route X 仮想ルーター内のデフォルトルートを BGP ピ
します。

EBGP multihop X X ローカル BGP と近隣との間のノード数。
Force connect X X BGP インスタンスは指定したピアとの既存の

続をドロップして、新しい接続を受け入れます
ラメータはピア接続のより速い再確立を可能に
め 、停止した後で復帰して BGP ピアを再確立
とするルーターに接続する場合に便利です。*

Hold time X X ピアが停止したと考えられるまでこのピアから
セージがなく経過した時間。

Keepalive X X キープアライブの送信と送信の間の時間。
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プションの BGP 構成」 を参照 )。 た
me 値を 210 秒に構成すると、ピア
ベルで設定した MED 値は、これら

チェックしたピア識
別子と AS 番号のみ
0 

ス属性は
スに設定

Next Hop 属性は変わ
りません。

された場 なし

します。 ピアからのデフォル
トルートはルーティ
ングテーブルへ追加
されます。

 BGP 120 秒　

コミュニティ属性はピ
アへ送信されません

100

ドロップさせて新しい接続を受け入れ
ec コマンドは、ピアに適用されている

デフォルト値
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

一部のパラメータは、ピアレベルとプロトコルレベルの両方で構成できます (108 ページ「オ
とえば、プロトコルレベルのデフォルト hold-time 値を 180 秒にしながら特定のピアの hold-ti
構成が優先されます。 プロトコルレベルとピアレベルで異なる MED 値を設定すると、ピアレ
のピアに通知されたルートにのみ適用されます。

MD5 authentication X X MD-5 認証を構成します。

MED X MED 属性値を構成します。
Next-hop self X X ピアに送信されたルートの場合、Next Hop パ

ローカル VR のインターフェースの IP アドレ
されます。

Reflector client X X ローカル BGP がルートリフレクタとして設定
合、ピアはリフレクタクライアントです。

Reject default route X BGP ピアからのデフォルトルート通知を無視

Retry time X X セッション未遂後の時間で、この時間が経つと
セッションが再試行されます。

Send community X X コミュニティ属性をピアへ送信します。

Weight X X ローカル BGP とピア間のパスの優先順位。
* exec neighbor disconnect コマンドを使用すると、BGP インスタンスに指定したピアとの既存の BGP 接続を
させることができます。 この exec コマンドを実行しても BGP ピアの構成は変わりません。 たとえば、この ex
ルートマップの構成を変更する場合に使用できます。

BGP パラメータ ピア ピア
グループ

説明
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s: 次のように入力して、 Add  をク

 Configure (ここで追加したピア ):  

s 65500
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : BGP ピアを構成する
次の例では、BGP ピアを構成して使用可能にします。 このピアには、次の属性があります。

• IP アドレス 1.1.1.250

• AS 65500 に存在

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Neighbor
リックします。

AS Number:  65500

Remote IP:  1.1.1.250

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Neighbors >
 Peer Enabled  を選択し、 OK  をクリックします。

CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 1.1.1.250 remote-a
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 1.1.1.250 enable
save

注記 : 構成するそれぞれのピア接続を使用可能にする必要があります。
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ープを構成します。 ピアグループ
ication など ) を構成できます。

up:  Group Name に  ibgp  を入力

ドで  verify03  を入力し、 OK  をク

s: 次のように入力して、 Add  をク

s > Configure (10.1.2.250):   Peer 

s > Configure (10.1.3.250):   Peer 

プの一部として構成する場合
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : IBGP ピアグループを構成する

次の例では、 ibgp  という名前で IP アドレス 10.1.2.250 と 10.1.3.250 をもつ IBGP ピアグル
を定義してしまえば、そのピアグループの全メンバに適用されるパラメータ (MD5 authent

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Peer Gro
し、 Add  をクリックします。

> Configure (ibgp):  Peer authentication フィール
リックします。

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Neighbor
リックします。

AS Number:  65000

Remote IP:  10.1.2.250

Peer Group:  ibgp (選択する )

次のように入力して、 Add をクリックします。

AS Number:  65000

Remote IP:  10.1.3.250

Peer Group:  ibgp (選択する )

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Neighbor
Enabled  を選択し、 OK  をクリックします。

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Neighbor
Enabled  を選択し、 OK  をクリックします。

注記 : 構成するそれぞれのピア接続を使用可能にする必要があります。 ピアをピアグルー
は、ピア接続を 1 つずつ使用可能にする必要があります。
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mote-as 65000
oup ibgp
oup ibgp

5-authentication 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor peer-group ibgp re
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 10.1.2.250 peer-gr
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 10.1.3.250 peer-gr
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 10.1.2.250 enable
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 10.1.3.250 enable
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor peer-group ibgp md

verify03
save
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ルトを使用せずに、常にルーター 
示的に割り当てることをお薦めし
ーター ID の設定については、第 1
想ルーター」 を参照してください。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP 構成を確認する
WebUI や CLI で入力した構成をレビューするには、次の CLI コマンドを実行します。

BGP が VR で起動していることを確認するには、次の CLI コマンドを実行します。

ns-> get vrouter trust-vr protocol bgp config
set protocol bgp 65000
set enable
unset synchronization
set neighbor 1.1.1.250 remote-as 65500
set neighbor 1.1.1.250 enable
exit

ns-> get vr trust-vr protocol bgp
Admin State:           enable
Local Router ID:       10.1.1.250
Local AS number:       65000
Hold time:             180
Keepalive interval:    60 = 1/3 hold time, default
Local MED is:          0
Always compare MED:    disable
Local preference:      100
Route Flap Damping:    disable
IGP synchronization:   disable
Route reflector:       disable
Cluster ID:            not set (ID = 0)
Confederation based on RFC 1965
Confederation:         disable (confederation ID = 0)
Member AS:             none
Origin default route: disable
Ignore default route: disable

デフォ
ID を明
ます。 ル
章、「仮

BGP が起動し
ていることを
確認します。
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には、次の CLI コマンドを実行

メッセージを待っています
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP ピアやピアグループが使用可能であることを確認し、BGP セッションの状態を調べる
します。

セッションの状態は、次のいずれかです。

• Idle  - 接続の最初の状態

• Connect  - BGP は、正常な TCP トランスポート接続を待っています

• Active  - BGP はトランスポート接続を起動中です4

• OpenSent  - BGP は、ピアからの OPEN メッセージを待っています

• OpenConfirm  - BGP は、ピアからの KEEPALIVE メッセージか NOTIFICATION 

• Established  - BGP はピアと UPDATE パケットを交換中です

4.  セッション状態が Active と Connect の間で継続的に変わる場合は、ピア間の接続に問題があることを示す場合があります。

ns-> get vrouter trust-vr protocol bgp neighbor
Peer AS Remote IP       Local IP          Wt ConnID Status   State     Flag
 65500 1.1.1.250       0.0.0.0          100      0 Enabled ACTIVE    0000

total 1 BGP peers shown

ピアが使用可能で
あり、セッション
がアクティブなこ
とを示します。
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する方法について説明します。 

脱カプセル化を備えているた

P ピアを認証するのが最もよい

行うと、送信側と受信側の 両 
ケットは、そのピアが認証さ

ェックされます。

します。 それから、MD5 認証

 次のように入力して、 Add  をク

して  OK をクリックします。

ティレベルに構成しなければ

が停止してしまう可能性があ
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

セキュリティ構成
このセクションでは、BGP ルーティングドメインで起こりうるセキュリティ問題と、攻撃を防御

接続デバイスを認証する
BGP パケットは暗号化されておらず、ほとんどのプロトコルアナライザーが BGP パケットの
め、BGP ルーターは容易にスプーフィング可能です。 こうした種類の攻撃をかわすには、BG
方法です。

BGP は、ピアから受信した BGP パケットを確認する MD5 認証を備えています。 MD5 認証を
BGP ルーターが同じ鍵を使用していなければなりません。 指定したピアから受信した BGP パ
れなければすべて破棄されます。 デフォルトでは、BGP ピアのピア識別子と AS 番号だけがチ

例 : MD5 認証を構成する
次の例では、最初に BGP ピアを AS 65500 のリモート IP アドレス 1.1.1.250 を使用して構成
のピアを鍵 1234567890123456 を使用して構成します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Neighbors:
リックします。

AS Number:  65500

Remote IP:  1.1.1.250

> Configure (Remote IP 1.1.1.250): 次のように入力

Peer Authentication: Enable (選択 )

MD5 password:  1234567890123456

Peer Enabled: (選択する )

注記 : BGP をより安全にするために、BGP ドメイン内のすべてのルーターを同じセキュリ
なりません。 でないと、欠陥のある BGP ルーターによって BGP ルーティングドメイン全体
ります。
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34567890123456

メインに挿入してパケットにその

たり、パケットを転送する前に

 BGP ピアから送信されたあらゆ
す。

BGP ピアから送信されたあらゆる

して   OK  をクリックします。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

CLI

set vrouter trust-vr
(trust-vr)-> set protocol bgp
(trust-vr/bgp)-> set neighbor 1.1.1.250 remote-as 65500
(trust-vr/bgp)-> set neighbor 1.1.1.250 md5-authentication 12
(trust-vr/bgp)-> set neighbor 1.1.1.250 enable
(trust-vr/bgp)-> exit
(trust-vr)-> exit
save

デフォルトルートを拒否する
Route Detour Attack では、あるルーターがデフォルトルート (0.0.0.0/0) をルーティングド
ルーターを迂回させます。このルーターはパケットを破棄することでサービスの崩壊を招い

内部の機密情報を得ることができます。 NetScreen デバイス上では、BGP はデフォルトで 
るデフォルトルートを受け入れてこのデフォルトルートをルーティングテーブルに追加しま

例 : デフォルトルートを拒否する
この例では、仮想ルーター trust-vr 内で動作している BGP ルーティングインスタンスが、
デフォルトルートを無視するように構成します。

WebUI

Network > Routing > Virtual Router (trust-vr) > Edit > Edit BGP Instance: 次のように入力

Ignore default route from peer: (選択する )

CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp reject-default-route
save



第 4 章 BGP ( 境界ゲートウェイプロトコル ) オプションの BGP 構成

108   

ータについて説明します。 これら
のセクションでは、もう少し複雑

デフォルト値

す。 デフォルトルートは通知さ
れません

使用不可

使用不可

し

ニ

デ

使用不可

が 180 秒

保持時間の 1/3 
100

0

は
ルー
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

オプションの BGP 構成
このセクションでは、仮想ルーター内の BGP ルーティングプロトコルに構成可能なパラメ
のパラメータは、CLI BGP コンテキストコマンドと WebUI のどちらでも構成できます。 こ
なパラメータ構成のいくつかについて説明します。

次の表は、BGP パラメータとそれぞれのデフォルト値について記載しています。

BGP プロトコルパラメータ 説明

Advertise default route 仮想ルーター内のデフォルトルートを BGP ピアへ通知しま

Aggregate 統合アドレスを作成します。

Always compare MED ルート内の MED 値を比較します。
AS path access list ルートを許可または拒否する AS パスアクセスリストを作成

ます。

Community list コミュニティリストを作成します。118 ページ「BGP コミュ
ティ」を参照してください。

AS confederation コンフェデレーションを作成します。114 ページ「コンフェ
レーション」を参照してください。

Flap damping ルートが安定するまでアドバタイズメントを阻止します。

Hold time ピアが停止したと考えられるまでこのピアからのメッセージ
なく経過した時間。

Keepalive キープアライブの送信と送信の間の時間。

Local preference LOCAL_PREF メトリックを構成します。
MED MED 属性値を構成します。
Network 仮想ルーターから到着可能なネットワークおよびサブネット

ワークのエントリを追加します。 BGP に追加されるエントリ
すべての BGP ピアに通知されます。111 ページ「条件付き
トアドバタイズメント」を参照してください。



第 4 章 BGP ( 境界ゲートウェイプロトコル ) オプションの BGP 構成

109   

同じ仮想ルーター内の BGP ルー

を指定する必要があります。 
ださい。

メインへと再配布します。 CLI と 
提としています。

し

レク
を

使用不可

し ピアからのデフォルトルー
トはルーティングテーブル
へ追加されます。

が経 120 秒

使用不可

デフォルト値
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ルートの再配布
ルート再配布とは、ルーティングプロトコル間のルート情報の交換のことです。 たとえば、
ティングインスタンスに、以下のタイプのルートを再配布することができます。

• OSPF や RIP から得たルート
• 直接接続されたルート

• インポートされたルート

• 静的に構成されたルート

ルート再配布を構成するときは、まず再配布されるルートにフィルタをかけるルートマップ

ルート再配布のためのルートマップ作成の詳細は、第 1章、「仮想ルーター」 を参照してく

例 : ルートを BGP へ再配布する
次の例では、OSPF ルーティングドメインから始まるルートを現行の BGP ルーティングド
WebUI のどちらの例でも、すでに add-ospf というルートマップが作成されていることを前

Route redistribution BGP へルートを別のルーティングプロトコルからインポート
ます。109 ページ「ルートの再配布」を参照してください。

Reflector ローカル BGP インスタンスをクライアントへのルートリフ
タとして構成します。112 ページ「ルートリフレクション」
参照してください。

Reject default route BGP ピアからのデフォルトルートアドバタイズメントを無視
ます。

Retry time ピアとの BGP セッション確立の失敗後の時間で、この時間
つとセッション確立が再試行されます。

Synchronization OSPF や RIP などの IGP との同期化を使用可能にします。

BGP プロトコルパラメータ 説明
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ules: 次のように入力して、 Add  を

ospf protocol ospf

通過するときローカル AS 番号を 
報に基づいてフィルタリングで

許可するか拒否するかを定義する

 AS を通過したルートや特定の 

文字を正規表現の作成で使用でき

用します (アンダースコアは 
から発生したルートが一致します 

ない trust-vr 仮想ルーターの 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > Redist. R
クリックします。

Route Map:  add-ospf

Protocol:  OSPF

CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp redistribute route-map add-
save

AS-Path アクセスリスト
AS-path 属性は、ルートが行き来した AS のリストが含まれます。 BGP は、ルートが AS を
AS-path 属性の先頭に付けます。 AS-path アクセスリスト を使用して、ルートを AS-path 情
きます。 AS-path アクセスリストは、AS-path 情報とこの AS-path 情報に一致するルートを
正規表現のセットで構成されます。 たとえば、AS-path アクセスリストを使用して、特定の
AS で開始したルートにフィルタをかけることができます。

正規表現は、AS-path 属性の中の特定パターンの検索を定義する方法です。 特殊記号と特殊
ます。 たとえば、AS 65000 を通過したルートに一致させるには、正規表現の _65000_ を使
65000 の前後のあらゆる文字に一致します)。 “65000$”の正規表現を使用すると AS 65000 
(ドル記号は AS-path 属性の終わりに一致し、ルートが発生した AS になります )。

例 : アクセスリストを構成する
次の例では、AS 65000 を通ったルートを許可するが AS 65000 で開始したルートは許可し
AS-path アクセスリストを構成します。
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 次のように入力して、  Add  をク

 次のように入力して、  Add  をク

65000$
t _65000_

ットワークは、すべての BGP ピ
のため BGP ピアに通知されま
スが到着可能な場合だけになる

は BGP に、 5.5.5.0/24 ネットワー
できます。 5.5.5.0/24 ネットワー
ンとしてネットワークをその到

et network 4.4.4.0/24 no-check 
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > AS Path:
リックします。

AS Path Access List ID:  2
Deny: (選択する )
AS Path String:  65000$

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance > AS Path:
リックします。

AS Path Access List ID:  2
Permit: (選択する )
AS Path String:  _65000_

CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp as-path-access-list 2 deny 
set vrouter trust-vr protocol bgp as-path-access-list 2 permi
save

条件付きルートアドバタイズメント
仮想ルーターから到着可能なネットワークとサブネットワークを指定できます。 指定したネ
アに通知されます。 指定したネットワークが到着可能でない場合、BGP には追加されず、そ
せん。 オプションとして、ネットワークが通知されるのは別に指定したネットワークアドレ
ように指定できます。 たとえば、CLI コマンドの set network 4.4.4.0/24 check 5.5.5.0/24 
クが仮想ルーターから到着可能な場合にだけ 4.4.4.0/24 ネットワークを通知するように指示
クが到着可能でない場合、BGP は 4.4.4.0/24 ネットワークを通知しません。 また、オプショ
達可能性に関係なく通知されるように指定することもできます。 たとえば、CLI コマンド s
は BGP に、常に 4.4.4.0/24 ネットワークを通知するように指示します。
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4 ページ「外部および内部 BGP」 
は IBGP セッションのフルメッ
接続している必要はありません

があるということを意味します。 
ルーターとピアの関係でなければ

ッシュ IBGP セッションの数は、

す。 AS 内のルーター数が 20 であ

FC 1966 に記述されています。 
ターであり、これによりフルメッ

がつくられ、これはクラスタ ID 
い、フルメッシュの個々のルー

く減ります。 クライアントはルー
ます。

指定できます。 そのルートリフ
ィングインスタンスはクラスタ 
ィングインスタンスは、そのクラ

ループを防ぐ上で役に立ちます。

ントを定義します。 クライアン
必要はありません。

ださい。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

ルートリフレクション
IBGP ルーターはある IBGP ピアから得たルートを別の IBGP ピアへ再通知できないため (9
を参照 )、BGP AS 内の各ルーターがこの AS 内の他のすべてのルーターとピアである場合
シュが必要になります。 フルメッシュにするということは、ルーターのペアそれぞれが直接
が、各ルーターがすべての相手方ルーターと IBGP セッションを確立および維持できる必要
たとえば、AS の中に 8 台のルーターがある場合、8 台のルーターのそれぞれが他の 7 台の
なりません。

IBGP セッションのフルメッシュ構成は、拡張性が十分とはいえません。 AS に必要なフルメ
次の算式で計算されます。

(x * (x-1) )/2

8 台のルーターからなる AS であれば、フルメッシュ IBGP セッションの数は 28 になりま
れば、ネットワーク内で必要なフルメッシュ IBGP セッションの数は 190 になります。 

ルートリフレクションは、IBGP のスケーラビリティ問題を解決するための方法であり、R
ルートリフレクタは、IBGP 取得ルートを指定した IBGP 近隣 (クライアント ) へ渡すルー
シュセッションが不要になります。 ルートリフレクタとそのクライアントによってクラスタ
で識別可能です。 クラスタの外側のルーターはクラスタ全体を 1 つのエンティティとして扱
ターとインターフェースをとりません。 このように配列することで、オーバーヘッドが大き
トをルートリフレクタと交換し、一方ルートリフレクタはクライアント間のルートを反射し

NetScreen デバイスでは、ローカルの仮想ルーターがルートリフレクタの働きをするように
レクタのクラスタ ID をオプションで指定できます。 クラスタ ID を指定すると、BGP ルーテ
ID をルートの Cluster-List 属性の先頭に追加します。 クラスタ ID は、ローカル BGP ルーテ
スタ ID がルートのクラスタリストに出現するとルートをドロップするため、ルーティングの

ルートリフレクタをローカル仮想ルーターで設定したら、次にルートリフレクタのクライア

トの個々の IP アドレスかピアグループを指定できます。 クライアント上では何も構成する

注記 : クラスタ ID を構成する前に、BGP ルーティングインスタンスを使用不可にしてく
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 ルートリフレクションがなけれ
をクライアント 1 と 2 に再通知し
クライアントとして構成すると、

す。

力して   Apply  をクリックします。

クします。

 ピア
トを 
4 へ通知

ー ID
.250
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

例 : ルートリフレクションを構成する
次の例では、EBGP ルーターは 5.5.5.0/24 プレフィックスをクライアント 3 に通知します。
ば、クライアント 3 はルートを NetScreen-A に通知しますが、NetScreen-A はそのルート
ません。 NetScreen-A をルートリフレクタに構成してクライアント 1、2、および 3 をその
NetScreen-A はクライアント 3 から受け取ったルートをクライアント 1 と 2 に再通知しま

 

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Edit BGP Instance: 次のように入

Route reflector:  Enable

Cluster ID:  99

> Neighbors: 次のように入力して、 Add  をクリッ

AS Number:  65000

Remote IP:  1.1.2.250

AS 65000 AS 65500

NetScreen-A
ルートリフレクタ
ルーター ID
1.1.1.250

EBGP
ルー

5.5.5.0/2

自律システム
自律システム番号

Client 2
ルーター ID

1.1.4.250

Client 1
ルーター ID
1.1.3.250

Client 3
ルーター ID
1.1.2.250

ルータ
2.2.2
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ient  を選択して、 OK  をクリック

ient  を選択して、 OK  をクリック

ient  を選択して、 OK  をクリック

r-client
r-client
r-client

ーションは、IBGP 環境のフル
います。 コンフェデレーション
メッシュの IBGP ネットワークと
別子を持つ単一の自律システム

一コンフェデレーション内の異な

には自律システム間の EBGP セッ
ます。
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

次のように入力して、 Add  をクリックします。

AS Number:  65000

Remote IP:  1.1.3.250

次のように入力して、 Add  をクリックします。

AS Number:  65000

Remote IP:  1.1.4.250

> Configure (Remote IP 1.1.2.250):   Reflector Cl
します。

> Configure (Remote IP 1.1.3.250):   Reflector Cl
します。

> Configure (Remote IP 1.1.4.250):   Reflector Cl
します。

CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp reflector
set vrouter trust-vr protocol bgp reflector cluster-id 99
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 1.1.2.250 reflecto
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 1.1.3.250 reflecto
set vrouter trust-vr protocol bgp neighbor 1.1.4.250 reflecto
save

コンフェデレーション
ルートリフレクションと同様 (112 ページ「ルートリフレクション」 を参照 )、 コンフェデレ
メッシュスケーリングの問題を解決するもう 1 つのアプローチで、RFC 1965 に記述されて
は、1 つの自律システムを複数の小さな自律システムに分割し、それぞれのサブ AS はフル
なります。 コンフェデレーションの外側のルーターはコンフェデレーション全体を 1 つの識
であると考え、サブ AS ネットワークはコンフェデレーションの外側からは見えません。 同
る 2 つのサブ AS のルーター間のセッションは、EIBGP セッションとして知られ、基本的
ションですが、ルーターはルーティング情報をあたかも IBGP ピアであるかのように交換し
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 AS 番号です )

 BGP ルーターに見える AS 番号

どうか5

003 はコンフェデレーション 
5003 です。

065 では 、AS-Path 属性が、ルーティン

AS 65500

テム

3

EBGP
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

コンフェデレーション内の各ルーターで、以下について指定する必要があります。

• サブ AS 番号 (これは、BGP ルーティングインスタンスを作成するときに指定する

• サブ AS が所属するコンフェデレーション (これは、コンフェデレーション外部の
です )

• コンフェデレーション内のピアサブ AS 番号

• コンフェデレーションが RFC 1965 (デフォルト ) か RFC 3065 をサポートするか

例 : コンフェデレーションを構成する
この例では、NetScreen デバイスはサブ AS 65003 内の BGP ルーターであり、サブ AS 65
65000 に所属しています。 コンフェデレーション 65000 内のピアのサブ AS は 65002 と 6

5.  AS-Path 属性 (93 ページ「パス属性」 を参照 ) は、通常ルーティングアップデートが行き来する一連の AS で構成されます。 RFC 3
グアップデートが行き来するローカルコンフェデレーションのメンバー AS を含むことを可能にしています。

AS 65000 (コンフェデレーション )

自律シス

サブ自律システム

サブ AS 65001 サブ AS 65002 サブ AS 6500

EBGP

IBGP

EBGP

IBGPIBGP
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に入力して  Apply  をクリックし

リックします。

)

AS 65003

en デバイス
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

WebUI

Network > Routing > Virtual Routers > Edit (trust-vr) > Create BGP Instance: 次のよう
ます。

AS Number (必須 ):  65003

BGP Enabled: (選択する )

> Confederation: 次のように入力して   Apply  をク

Enable: (選択する )
ID:  65000

Supported RFC:  RFC 1965 (選択

次のように入力して、 Add  をクリックします。
Peer member area ID:  65001

次のように入力して、 Add  をクリックします。
Peer member area ID:  65002

AS 65000 (コンフェデレーション )

サブ自律システム

サブ AS 65001 サブ AS 65002 サブ 

NetScre
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CLI

set vrouter trust-vr protocol bgp 65003
set vrouter trust-vr protocol bgp confederation id 65000
set vrouter trust-vr protocol bgp confederation peer 65001
set vrouter trust-vr protocol bgp confederation peer 65002
save
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ます。このコミュニティを BGP 
P ルーターはコミュニティをルー
ティを変更 (ルートにコミュニ
スまたは AS パス属性に基づいて
ろいろなかたちで使用できます

ることです。

ィング決定を必要とするルートの

あります。 たとえば、あるコミュ
値を受け入れないルートに割り

ィ識別子は、AS 管理者が定義し

ます。 以下は、NetScreen デバ

ション外部には通知されません。

は通知されません。

 ピアには通知されません。

たり、ルート内のコミュニティ

ートには特定のコミュニティ番

ルートには別のコミュニティ番
NetScreen 概念と用例 – 第 6 部 : 動的ルーティング

BGP コミュニティ
コミュニティパス属性は、宛先をグループ化する (コミュニティと呼びます ) 方法を提供し
ルーターは使用して受け入れや優先、またはピアへ再配布するルートを管理できます。 BG
トの先頭に追加するか (ルートにコミュニティパス属性がない場合 )、ルート内のコミュニ
ティパス属性が含まれる場合 ) します。 コミュニティパス属性を、IP アドレスプレフィック
ルート情報を配布する方法の代わりに使用することができます。 コミュニティパス属性はい
が、本来の目的は複雑なネットワーク環境におけるルーティングポリシーの構成を簡素化す

RFC 1997 は、BGP コミュニティの操作について記述しています。 AS 管理者は同じルーテ
セットに同一のコミュニティを割り当てることができ、これをルート色分け とよぶことも
ニティ値をインターネットへのアクセスを受け入れるルートに割り当て、別のコミュニティ

当てることができます。 

コミュニティには 2 つの形態があります。

• 特定コミュニティは、AS 識別子とコミュニティ識別子からなります。 コミュニテ
ます。 

• 既知コミュニティは、次のコミュニティ値を含むルートのための特別処理を表わし
イスの BGP ルートに指定できる既知のコミュニティ値です。

– no-export :  このコミュニティパス属性をもつルートは、BGP コンフェデレー

– no-advertise :  このコミュニティパス属性をもつルートは、他の BGP ピアに

– no-export-subconfed :  このコミュニティパス属性をもつルートは、EBGP

ルートマップを使用して指定したコミュニティリストに一致するルートをフィルタリングし

パス属性を削除や設定したり、コミュニティをルートに追加や削除できます。 

たとえば、ISP がインターネット接続を顧客に提供すると、これらの顧客からのすべてのル
号を割り当てできます。 これらの顧客ルートは、ピア ISP に通知されます。 他の ISP からの
号が割り当てられ、ピア ISP には通知されません。
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