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概要

この資料は NX-OS オペレーティング システムを実行するスイッチのボーダー ゲートウェイ プロ
トコル（BGP） Nexus 系列でディセーブル ピアようにチェック コマンドを on Cisco 説明したも
のです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Nexus NX-OS ソフトウェア。●

BGP ルーティング プロトコル。●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Nexus 7000●

NXOS バージョン 7.3(0)D1(1)●

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 この
ドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動していま
す。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な
影響について確実に理解しておく必要があります。

設定



ネットワークプレフィクスは eBGP ピアにアドバタイズされるとき、BGP の As_path属性リスト
に自律 システム （AS）常に最後に付加されますです。

デフォルトで、Cisco Nexus NX-OS ベースのスイッチは AS が BGP のネットワークプレフィク
ス As_path属性に既に最後にあっている eBGP 同位にネットワークプレフィクスをアドバタイズ
しません。

この動作はネットワークプレフィクスがまだ eBGP 同位にアドバタイズされる Cisco IOS ® （お
よび Cisco IOS ®-XE）基づいたルータおよびスイッチとピアの AS がネットワークプレフィクス
As_path属性に既にあっている時でさえ異なります。

この場合、BGP ループ防止メカニズムはレシーバ ピアのネットワークプレフィクスを（デフォ
ルトで）廃棄し、「否定された原因でと同じようなエラーメッセージを引き起こします: AS-
PATH は適切なデバッグが有効に なるときだけ自身の AS が」含まれています。

注: Cisco IOS ® XR によって基づくルータは NX-OS にデフォルトで同様に動作します。
Cisco IOS ® XR では、コマンドようにパスloopcheck はこの動作を修正するのに使用する
ことができます無効に なります。

ネットワーク図

設定

R1 - Cisco IOS ®

configure terminal

!

hostname R1

!

interface Loopback0

 ip address 10.255.255.1 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1

 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0



 no shutdown

!

router bgp 64512

 bgp log-neighbor-changes

 network 10.255.255.1 mask 255.255.255.255

 neighbor 10.1.2.2 remote-as 65535

!

end

N7K-2 - Nexus NX-OS

configure terminal

!

hostname N7K-2

!

feature bgp

!

interface Ethernet2/1

  no switchport

  ip address 10.1.2.2/24

  no shutdown

interface Ethernet2/2

  no switchport

  ip address 10.2.3.2/24

  no shutdown

!

router bgp 65535

  address-family ipv4 unicast

  neighbor 10.1.2.1

    remote-as 64512

    address-family ipv4 unicast

  neighbor 10.2.3.3

    remote-as 64512

    address-family ipv4 unicast

!

end

R3 - Cisco IOS ®

configure terminal

!

hostname R3

!

interface GigabitEthernet0/1

 ip address 10.2.3.3 255.255.255.0

 no shutdown

!



router bgp 64512

 bgp log-neighbor-changes

 neighbor 10.2.3.2 remote-as 65535

!

end

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

ディセーブル ピアようにチェック コマンドの不在は R3 AS （64512）が As_path属性に最後に
あるのでルータ R3 にプレフィクス 10.255.255.1/32 をアドバタイズするために NX-OS を実行す
る N7K-2 を防ぎます。

注: コマンド ディセーブル ピアようにチェックは設定でデフォルトで無効に なります。 手
動で 機能を有効に するためにコマンドを追加して下さい。

N7K-2 は R3 に 10.255.255.1/32 をアドバタイズするとき、As_path属性で AS 64512 最後が含ま
れています。

この AS 64512 は R3 の設定によって同じです。

N7K-2 - Nexus NX-OS

N7K-2# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 17, local router ID is 10.1.2.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

   Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>e10.255.255.1/32    10.1.2.1                 0                     0 64512 i

N7K-2#

R3 で、debug コマンド デバッグ bgp ipv4 ユニキャストが有効に なったことを観察して下さい。

更にルートが受け取られないことを確認するため、コマンド オフ bgp ipv4 ユニキャスト ルーテ
ィングを再度交換されるために強制するように*ソフトは実行されます。 R3 ルーティングはルー
トを受け取りません。

R3 - Cisco IOS ®

R3#debug bgp ipv4 unicast

BGP debugging is on for address family: IPv4 Unicast

R3#

R3#clear bgp ipv4 unicast * soft R3# *Jul 15 19:22:36.427: BGP: 10.2.3.2 sending REFRESH_REQ(5) for afi/safi:

1/1, refresh code is 0 R3#



コマンド ディセーブル ピアようにチェックは N7K-2 で有効に する必要があります従って R3 に
ネットワークプレフィクスをアドバタイズできます。

N7K-2 - Nexus NX-OS

N7K-2# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

N7K-2(config)# router bgp 65535

N7K-2(config-router)# neighbor 10.2.3.3

N7K-2(config-router-neighbor)# address-family ipv4 unicast

N7K-2(config-router-neighbor-af)# disable-peer-as-check

N7K-2(config-router-neighbor-af)#

N7K-2 のディセーブル ピアようにチェックによって、ルートは R3 にアドバタイズされますが、
期待された BGP のループ防止メカニズムによって廃棄されます。

「否定された原因で観察して下さい: AS-PATH はデバッグ 出力で自身の AS が」見られます含ま
れています。

R3 - Cisco IOS ®

R3#

*Jul 15 19:29:06.440: BGP(0): 10.2.3.2 rcv UPDATE w/ attr: nexthop 10.2.3.2, origin i, originator 0.0.0.0,

merged path 65535 64512, AS_PATH , community , extended community , SSA attribute

*Jul 15 19:29:06.442: BGPSSA ssacount is 0

*Jul 15 19:29:06.442: BGP(0): 10.2.3.2 rcv UPDATE about 10.255.255.1/32 -- DENIED due to: AS-PATH contains

our own AS;

R3#

注: R3 現在で As_path属性に最後にない場合、N7K-2 はコマンドがルートをアドバタイズ
することを必要としません。

thia 例では、別の AS はルート マップおよび set as-path prepend コマンドの使用の As_path属性
で最後に付加されます。 この場合 R3 次の前にもう一つの AS が AS_PATH あります。

AS_PATH は 65300 64512 をリストします。

N7K-2 - Nexus NX-OS

configure terminal

!

route-map TEST permit 10

  set as-path prepend 65300

!

N7K-2# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

N7K-2(config)# router bgp 65535

N7K-2(config-router)#   neighbor 10.1.2.1

N7K-2(config-router-neighbor)#     address-family ipv4 unicast

N7K-2(config-router-neighbor-af)# route-map TEST in

N7K-2(config-router-neighbor-af)#

N7K-2#

N7K-2# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 18, local router ID is 10.1.2.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best



Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

   Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>e10.255.255.1/32    10.1.2.1                 0                     0 65300 64512 i

N7K-2#

N7K-2 がディセーブル ピアようにチェックの必要なしでルートをどのようにこの場合アドバタイ
ズしたか観察して下さい。

N7K-2 - Nexus NX-OS

N7K-2# sh run bgp

!Command: show running-config bgp

!Time: Mon Jul 15 21:28:59 2019

version 7.3(0)D1(1)

feature bgp

router bgp 65535

  address-family ipv4 unicast

  neighbor 10.1.2.1

    remote-as 64512

    address-family ipv4 unicast

      route-map TEST in

  neighbor 10.2.3.3

    remote-as 64512

    address-family ipv4 unicast

N7K-2#

表記「否定された原因で: AS-PATH は R3 のデバッグ 出力で自身の AS が」見られます含まれて
います。

R3 - Cisco IOS ®

R3#show debug

IP routing:

  BGP debugging is on for address family: IPv4 Unicast

  BGP updates debugging is on for address family: IPv4 Unicast

R3#

R3#clear bgp ipv4 unicast * soft

R3#

*Jul 15 21:33:11.309: BGP: 10.2.3.2 sending REFRESH_REQ(5) for afi/safi: 1/1, refresh code is 0

*Jul 15 21:33:12.312: BGP(0): 10.2.3.2 rcv UPDATE w/ attr: nexthop 10.2.3.2, origin i, originator 0.0.0.0,

merged path 65535 65300 64512, AS_PATH , community , extended community , SSA attribute

*Jul 15 21:33:12.313: BGPSSA ssacount is 0

*Jul 15 21:33:12.313: BGP(0): 10.2.3.2 rcv UPDATE about 10.255.255.1/32 -- DENIED due to: AS-PATH contains

our own AS;

R3#

トラブルシューティング



このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

BGP設定を確認することは NX-OS のディセーブル ピアようにチェック コマンドを、つけますこ
れらのデバッグを必要とします。

debug-filter bgp neighbor <eBGP_NEIGHBOR>

debug-filter bgp prefix <ROUTE_TO_BE_ADVERTISED>

debug bgp updates

debug logfile <FILE_NAME>

ピアリングするために送信 されない "10.2.3.3 10.255.255.1/32 パス ID と 1 同じようなメッセー
ジ原因でことを観察して下さい: ルートを送り直す要求があるときアドバタイジング AS は」生成
されます。

N7K-2 - Nexus NX-OS

N7K-2# debug-filter bgp neighbor 10.2.3.3

N7K-2# debug-filter bgp prefix 10.255.255.1/32

N7K-2# debug bgp updates

N7K-2#

N7K-2# debug logfile bgpdebug.log

N7K-2# show debug logfile bgpdebug.log

2019 Jul 15 21:38:12.586085 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] Continuing update run for peer

10.2.3.3 (#0)

2019 Jul 15 21:38:12.586129 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] consider sending 10.255.255.1/32

to peer 10.2.3.3, path-id 1, best-ext is off

2019 Jul 15 21:38:12.586145 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] 10.2.3.3 10.255.255.1/32 path-id

1 not sent to peer due to: advertising AS

2019 Jul 15 21:38:12.586160 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] 10.2.3.3: walked 0 nodes and

packed 0/0 prefixes

2019 Jul 15 21:38:12.586177 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] Found marker dest 0xf35349f0 on

xmitlist for peer 10.2.3.3 (sent prefixes: 0)

2019 Jul 15 21:38:12.586200 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] Created EOR marker UPDATE msg

(len 23) to peer 10.2.3.3 afer sending 0 routes

2019 Jul 15 21:38:12.586213 bgp: 65535 [7848] (default) UPD: [IPv4 Unicast] (#24) Suspending update run for

peer 10.2.3.3 (#24)

N7K-2#

終了したら、これらのコマンドでデバッグを無効に して下さい:

undebug all

no debug-filter all

clear debug logfile <FILE_NAME>
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