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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 系列で減衰 igp メトリック コマンドの目的を on Cisco 記述したものです
。

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 N9K-C9508●

NXOS バージョン 7.0(3)I7(6)●

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

デフォルトで、スイッチの Nexus 系列に BGP設定 セクションで 600 秒のデフォルト値に設定 さ
れる コマンド減衰 igp メトリックがあります。

BGP が再割り当てされたルートのために報告される Interior Gateway Protocols （IGP）メトリッ
ク変更をどのように処理するかこれ影響。 BGP は 10 分遅延を用いるバッチ処理された方式でそ
れとしてこれらの変更を処理しますそれらを減衰させます。

このコマンドはその遅延を調整することを可能にしますまたはこれらへのより 速い 応答のために
それを全体で取除くことは変更します。

BGP MED （Multi Exit Discriminator）アトリビュートは再配布された IGP ルートの新しいコスト
でタイマーが切れればアップデートされます。

Nexus - Nexus NX-OS

Nexus# configure terminal

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

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)# address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# dampen-igp-metric ?

  <20-3600>  Time interval in seconds

             *Default value is 600

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric

 このコマンドは address-family ipv6 ユニキャストのためにおよび BGP設定 セクションの VRF
例ごとに同様に設定することができます。

注: コマンド減衰 igp メトリックはまた IGP ルーティングが BGP の使用の他の VRF に漏出
するときネクストホップの属性のような他の BGP属性をアップデートする遅延時間を制御
します。

ネットワーク図

このシナリオでは、Nexus スイッチは BGPテーブルにルーティング テーブルからの Open
Shortest Path First（OSPF）ルーティングを再配布するために設定されました。



設定

R1 - Cisco IOS

Nexus# configure terminal

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

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)# address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# dampen-igp-metric ?

  <20-3600>  Time interval in seconds

             *Default value is 600

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric

Nexus - NX-OS

Nexus# configure terminal

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

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)# address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# dampen-igp-metric ?

  <20-3600>  Time interval in seconds

             *Default value is 600

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric

R3 - Cisco IOS

Nexus# configure terminal

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

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)# address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# dampen-igp-metric ?

  <20-3600>  Time interval in seconds

             *Default value is 600

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric



確認

コマンドを示します bgp に内部 af を実行して下さい。 行 IGP メトリック ダンプニング 間隔を
示します希望値を確認して下さい。

デフォルト値は 600 です（秒）。

Nexus - NX-OS

Nexus# show bgp internal af

. . .

BGP Address Family Information for VRF: default

  Import Pending               : No

  Import Pending               : never

  Import Pending Reset         : never

Table Context Address : 0xcfa08bf4

Address family: IPv4 Unicast

. . .

IGP Metric Dampening Interval  : 600

ルーティングテーブルアップデートの OSPFルート コスト、BGP MED パス属性で New 値これ
を反映する遅延があります。

Nexus - NX-OS

Nexus# show ip route 10.255.255.1

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0

    *via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/41], 01:58:41, ospf-1, intra

Nexus#

* There is an update in the Cost of the OSPF route 10.255.255.1/32

Nexus# show ip route 10.255.255.1 IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**'

denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF

<string> 10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0 *via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/190], 00:00:02, ospf-1, intra

Nexus#

Nexus# show bgp ipv4 unicast

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

BGP table version is 4, Local Router ID is 10.255.255.2

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

*>r10.255.255.1/32    0.0.0.0                 41        100      32768 ?



Nexus#

* After 600 seconds.

Nexus# show bgp ipv4 unicast BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast BGP

table version is 5, Local Router ID is 10.255.255.2 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 *>r10.255.255.1/32 0.0.0.0 190        100      32768 ?

すぐにルーティング テーブルの OSPF コスト変更に BGPテーブルの MED アトリビュートをア
ップデートするために BGP address-family コンフィギュレーションセクションの下でコマンドを
減衰 igp メトリック実行しないで下さい。

Nexus - NX-OS

Nexus# configure terminal

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

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)#   address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric

* There is an update in the Cost of the OSPF route 10.255.255.1/32

Nexus# show ip route 10.255.255.1 IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**'

denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF

<string> 10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0 *via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/190], 00:00:02, ospf-1, intra

Nexus# show ip bgp BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast BGP table

version is 7, Local Router ID is 10.255.255.2 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 *>r10.255.255.1/32 0.0.0.0 190        100      32768 ?

トラブルシューティング

NX-OS の減衰 igp メトリック コマンドの機能性を確認するために、次のデバッグをつけて下さ
い。

デバッグ フィルタ bgp プレフィクス <PREFIX/MASK>●

デバッグ ログファイル <FILE_NAME>●

デバッグ bgp dampening brib●

Nexus - NX-OS

Nexus# configure terminal

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

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)#   address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric



* There is an update in the Cost of the OSPF route 10.255.255.1/32

Nexus# show ip route 10.255.255.1 IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**'

denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF

<string> 10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0 *via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/190], 00:00:02, ospf-1, intra

Nexus# show ip bgp BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast BGP table

version is 7, Local Router ID is 10.255.255.2 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 *>r10.255.255.1/32 0.0.0.0 190        100      32768 ?

終了したら、次のコマンドでデバッグを無効に して下さい:

undebug all●

デバッグ フィルタ無しすべて●

クリア デバッグ ログファイル <FILE_NAME>●
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