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EIGRP は表記の Step で設定していく。
基本設定は Process の設定と有効化 I/F の指定のみ。

Process は複数⽴ち上げることができるが、 1つアドレスを複数の process 
で有効化することはできない。

EIGRP の基本設定は ”show ip protocols” にて確認できる。
また、 Router-ID は以下の優先度で決まる。

(1) ”eigrp router-id” で設定された値
(2) Active な Loopback I/F の中で最も数字の⼤きいアドレス
(3) Active な I/F の中で最も数字の⼤きいアドレス

この設定では Loopback I/F 0 に 「1.1.1.1/32」 が設定されているため、これ
が router-id となっている。
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EIGRP を有効化した I/F は “show ip eigrp interfaces” で確認できる。
Neighbor 確⽴後に再度実⾏した場合、 Peers などのカウントアップも確認で
きる。

また、新規に EIGRP neighbor が up すると表記の log が出⼒される。

Topology table と Routing table は前章で述べた通り。
また、 EIGRP internal route は 経路情報に “D” が付与される。
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このセクションでは Equal-cost load balancing と Unequal-cost load 
balancing に対して説明する。
その際にメトリックを変更する必要があるため、メトリック計算を簡略化す
るにあたり K 値を変更する。

使⽤する K 値の変更は “metric weight” によって可能。しかし、 K 値は
Neighbor router と同じ値でなければ Neighbor 確⽴することができないた
め、全台で変更する必要があることに注意。

K 値の設定状況は “show ip protocols” にて確認可能。
また、本セクションに対象である Load Balancing に関して、 EIGRP では
default で Equal-cost load balancing が 4 経路まで有効となっているた
め、 ”Maximum Path : 4” 出⼒されている。
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RT1 の Topology tabe を確認すると、 「4.4.4.4/32」 への経路が 2 つ登録さ
れており、どちらも同じメトリックであるため ”2 Succesor(s)” と表⽰されて
いる。
Default で Equal-cost load balancing が 4 経路まで有効となっているため、
Routing table を確認すると 2 経路登録されていることがわかる。
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RT1 - RT3 の Delay を 1,000 μsec から 2,000 μsec に変更する。
こうすると、 RT3 経由のメトリックが⼤きくなり Equal-cost load balancing 
ではなくなる。

Topology table でも “1 Succesor(s)” となっており、 Routing table には RT2 
経由の経路のみが登録されている。
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EIGRP では ”variance” を変更することで Unqcual-cost load balancing が実
現できる。
これは最⼩メトリックの X 倍までを load balancing の対象とすることができ
る設定で、 default は 1倍 となっている。

前ページにもある通り、現在 RT1 から 「4.4.4.4/32」 へのメトリック (FD) 
は以下の通り。

RT2 経由 : 76,800
RT3 経由 : 102,400

そのため、 variance を 2 倍にすれば RT3 経由も load balancing の対象とな
るため、ここでは “variance 2” に変更している。
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Variance を 2 に変更したことで、 RT3 経由の経路が Succesor へ昇格してい
ることがわかる。
また、これにより Routing table にも RT3 経由の経路が登録されている。
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最後に Maximum path の変更⽅法を紹介する。
“maximum-paths” コマンドにより、 load balancing するために Routing 
table へ登録できる最⼤経路数を設定できる。

Default は 4 経路となっている。

また、設定値よりも多くの load balancing 対象となる経路が存在する場合、
学習した順に優先される。
※例えば maximum-path 1 に設定されている状態で RT2 と RT3 から
「4.4.4.4/32」 の経路を学習している場合、 先に RT2 から経路を学習してい
たとすると RT2 経由が routing table に登録される。

12



13



EIGRP では 以下 2 種類の Route summary (経路集約) をサポートしている。

(1)Classfull newtwork の境界点で⾏われる “⾃動集約 (auto-summary)”
(2) I/F 上で⾏う “⼿動集約”

今回はこの構成を⽤いてそれぞれの動作と設定について解説する。
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まずは⾃動集約から解説する。
本構成では Class B のアドレスレンジである 「172.16.0.0/16」 と
「172.17.0.0/16」 が /24 にサブネッティングされ使⽤されている。

そして表記の通り、 RT1 は 「172.17.3.0/24」 と 「172.17.23.0/24」 と
EIGRP で学習している。
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RT2 は Classfull の境界 Router となっているため、ここで⾃動集約を有効化
することができる。
記載の通り 「auto-summary」 を設定すると、 RT1 は /24 で学習していた
経路が消失し、 「172.17.0.0/16」 と Classfull の summary route として学
習していることがわかる。

また、 Summary route のメトリックは集約元になった経路の最⼩値が⽤いら
れる。
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⾃動集約 (auto-summary) の設定状況は ”show ip protocols” の “Automatic 
Summarization” にて確認できる。
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続いて、⼿動集約を解説する。
⼿動集約は EIGRP を有効化している I/F にて実⾏でき、⾃動集約と異なり集
約後の経路も任意に設定することができる。
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この例では RT2 の RT1 が接続されている I/F で集約を⾏っている。
RT2 から RT1 に送信する経路のうち、 「172.0.0.0/8」 に含まれる経路は広
報せずにこの summary route のみを広報する。

また、⾃動集約と同様にメトリックは集約元経路のなかで最も⼩さな値が⽤
いられる。
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⾃動集約 (auto-summary) の設定状況は ”show ip protocols” の “Address 
Summarization” にて確認できる。
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