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概要

セッションが不正確な LPTS （ローカルパケット 輸送 サービス）エントリによる stuck in
active 状態のときこの資料に eBGP （外部ボーダーゲートウェイプロトコル）を解決する方法を
記述されています。

ウィリアム Xu によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

BGP●

TCP●

IOS XR のための LPTS●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は ASR9000 （集約 サービス ルータ）プラットフォームに基づ
いています。

このドキュメントの情報は、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。 ネットワークがライブである場合、あらゆるコマンドの潜在的影響を理解するようにして
下さい。

問題



eBGP を設定するとき、セッションは不明確に stuck in active である場合もあります:

設定される update-source コマンドがありません●

トラフィックが異なるパスを選択しますトポロジーの変更があります●

この問題が発生する現在のこれらの現象:

IP アドレスは到達可能です●

BGPピアは両方とも stuck in active に残ります●

パケットキャプチャはルータが多くの TCP リセットを送信することを示します●

show tcp Trace エラーは BGPセッションのためのこのエラーを示します。●

Feb 18 09:32:15.393 tcp/error 0/RSP0/CPU0 t9  Lpts set the drop flag for 179 -> 5368, drop

packet (pak 0xb1cf80f3) and send a RST

要約すると、問題の根本的な原因は LPTS エントリがルーティングおよびフォワーディング変更
によってアップデートされないことです。 それはそれらがトポロジーの変更の後で古い状態を維
持することを意味します。

BGP のためにできているいくつかの機能拡張があります。 これら二つのシナリオはこの問題に
ついてのより多くの詳細をカバーします。

注: update-source が常に使用されるので iBGP （内部ボーダーゲートウェイプロトコル
）は普通この問題を見つけません。

シナリオ1 -トポロジーの変更とのマルチホップ EBGP

ASR9K-1 と ASR9K-3 間のマルチホップ eBGP セッションを構築できます。 ピア IP アドレスは
物理インターフェイスに 172.123.1.1 および 172.123.2.2 です。 設定される update-source コマ
ンドがありません。 現在のトポロジーによって、セッションは ACTIVE 状態にとどまります。
これはルータが両方とも出力 インターフェイスとしてサブネット 172.123.3.0/24 でインターフェ
イスを使用するので期待されます。

ASR9K-1 と ASR9K-3 間の直接接続をシャットダウンできます。 それから、ピアアドレスはマル
チホップ リンクの ASR9K-2 によって到達可能です、従って PING は正常です。 両端で一致する
出典 IP アドレスしかし BGPセッションは ACTIVE 状態にまだあります。



BGP 隣接が設定されるとき、LPTS エントリは CEF （Cisco Express Forwarding） 表に従って
作成されます。 ASR9K-1 に関しては、IP アドレス 172.123.2.2 は 172.123.3.0/24 サブネットに
よって到達可能です。 従って、LPTS の関連エントリは利用できます。 それは BGP 隣接がロー
カルIPアドレス 172.123.3.1 とポート 179 を接続することを可能にします。 それがローカルポー
ト 26036 からの TCP セッションを始めることを試みるのでそれについては別のエントリを表示
できます。

ASR9K-1:

========

ASR9K-1#show lpts ifib entry brief | inc "BGP"

...

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.1,179 172.123.2.2

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.1,26036 172.123.2.2,179

この出力は ASR9K-3 に同じです。

ASR9K-3:

========

ASR9K-3#show lpts ifib entry brief | inc "BGP"

...

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.2,11126 172.123.1.1,179

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.2,179 172.123.1.1

ASR9K-1 と ASR9K-3 間のリンクがダウン状態になるとき、同位は新しいローカル ソース IP ア
ドレスの ASR9K-2 パスによって到達可能です。 しかしトポロジーの変更は LPTS アップデート
を引き起こしません。 ポート 179 が付いているオリジナル エントリはオリジナル ローカルIPア
ドレスととどまります。 これは新しいローカルIPアドレスに入力 TCP 要求を可能にするために
ルータを防ぎます。 それ故に、両端の BGPセッションは ACTIVE 状態にスタックしている残り
ます。

シナリオ 2 -アップデート 送信元アドレス変更との eBGP

ASR9K-1 と ASR9K-3 間の eBGP セッションを展開できます。 IP アドレスは 172.123.3.1 およ
び 172.123.3.2 です。 新しい計画によって、172.123.3.111 および 172.123.3.222 に IP アドレス
を変更しました。 eBGP を最初に設定し、次にインターフェイスで IP アドレスをアップデート
する場合、EBGP セッションは ACTIVE 状態でスタックしています。

原因はシナリオ1 と同じです。 eBGP セッションを設定すれば、LPTS エントリはローカル出力
インターフェイスに従ってその時生成されます。

ASR9K-1:

========

ASR9K-1#show lpts ifib entry brief | inc "BGP"

...

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.1,179 172.123.3.222

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.1,24067 172.123.3.222,179

ASR9K-3:

========

ASR9K-3#show lpts ifib entry brief | inc "BGP"

...

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.2,45091 172.123.3.111,179

BGP4 default TCP any 0/RSP1/CPU0 172.123.3.2,179 172.123.3.111

ローカル IP アドレスが変更された以降だったが、LPTS エントリは更新済ではないです。 TCP
要求はブロックされ、セッションは ACTIVE 状態に永久にスタックしている残ります。



解決策

この問題を解決するために、LPTS にアップデートを引き起こす必要があります。 問題を解決す
るこれらのオプションを使用できます:

Shut/no shut BGP 隣接●

BGP 隣接の再構成●

再始動 プロセス bgp●

この問題を防ぐことができる両端の設定 update-source。●

XR リリースの拡張

最近の IOS XR リリースにいくつかの機能拡張があります。

CSCuz51103 - BGPセッション stuck in active

XR リリース 6.1.1 から導入されるこの機能拡張。 このリリースでは、BGP がセッションを回復
することを試みるとき LPTS は新しいローカルIPアドレスのエントリをアップデートします。 ア
ップデート時間は両端で一時待機時間 設定によって決まります。 まだセッションを見るために時
々待つことができます。

この機能拡張と、BGPセッションはまだ ACTIVE 状態でパッシブモードを設定する場合スタック
していることができます。 原因は明らかです。 BGP がセッションを回復することを試みない場
合ローカルIPアドレスはチェックされません。 それ故に LPTS エントリは更新済ではないです。

XR リリース 6.2.1 からのこの状況のためのもう一つの機能拡張があります。

CSCvb15128- ルータに設定される受動 BGP モードがある間、BGPセッション stuck in active

関連情報

ASR9000/XR： ローカルパケット 輸送 サービス（LPTS） CoPP （コントロール プレーン
ポリシング）

●

『設定ガイド： LPTS の実装●

『設定ガイド： BGP の実装●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz51103/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb15128/?reffering_site=dumpcr
https://supportforums.cisco.com/t5/service-providers-documents/asr9000-xr-local-packet-transport-services-lpts-copp/ta-p/3123792
https://supportforums.cisco.com/t5/service-providers-documents/asr9000-xr-local-packet-transport-services-lpts-copp/ta-p/3123792
https://supportforums.cisco.com/t5/service-providers-documents/asr9000-xr-local-packet-transport-services-lpts-copp/ta-p/3123792
/content/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r6-3/ip-addresses/configuration/guide/b-ip-addresses-configuration-guide-asr9000-63x/b-ip-addresses-configuration-guide-asr9000-63x_chapter_01000.html
/content/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r6-3/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-63x/b-routing-cg-asr9000-63x_chapter_010.html
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