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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリ

リースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してくだ

さい。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

BGP 4に関する情報

BGPバージョン 4機能の概要
BGPは、組織間にループが発生しないルーティングリンクを実現することを目的としたドメ
イン間ルーティングプロトコルです。BGPは、信頼性の高いトランスポートプロトコル上で
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実行できるように設計されています。伝送制御プロトコル（TCP）はコネクション型プロトコ
ルのため、BGPは TCP（ポート 179）をトランスポートプロトコルとして使用します。宛先
の TCPポートは 179が割り当てられ、ローカルポートではランダムなポート番号が割り当て
られます。シスコソフトウェアは、BGPバージョン 4をサポートしています。このバージョ
ンは、インターネットサービスプロバイダー（ISP）がインターネットを構築するために使用
しています。RFC 1771では、プロトコルをインターネット規模での使用に合わせるため、新
機能の BGPへの追加や検討が多数行われました。RFC 2858により、IPv4、IPv6、CLNSを含
む IPマルチキャストルートおよび複数のレイヤ 3プロトコルアドレスファミリのルーティン
グ情報を BGPで伝送できるようにする、マルチプロトコル拡張が導入されました。

BGPは主に、ローカルネットワークを外部ネットワークに接続して、インターネットにアク
セスしたり、他の組織に接続したりするために使用されます。外部組織への接続時に、外部

BGP（eBGP）ピアリングセッションが作成されます。BGPは外部ゲートウェイプロトコル
（EGP）と呼ばれますが、組織における多くのネットワークは非常に複雑になりつつあるた
め、BGPを組織内で使用されている内部ネットワークを簡素化する際にも使用できます。同じ
組織内のBGPピアは、内部BGP（iBGP）ピアリングセッションを通じて、ルーティング情報
を交換します。

BGPは、パスベクタルーティングアルゴリズムを使用して他の BGP対応ネットワーキング
デバイスとネットワーク到着可能性情報を交換します。ネットワーク到着可能性情報は、ルー

ティングアップデートによりBGPピア間で交換されます。ネットワーク到着可能性情報には、
ネットワーク番号、パス固有の属性、および宛先ネットワークに到達するためにルートが通過

する必要がある自律システムの番号リストが含まれます。このリストは、自律システム（AS）
属性に含まれます。ルーティングアップデートにローカル自律システム番号が含まれている場

合、ルートはその自律システムをすでに通過していることを意味しており、ループが発生する

可能性があります。そのため、BGPはローカル自律システム番号を含むすべてのルーティング
アップデートを拒否することで、ルーティングループを回避します。BGPパスベクタルーティ
ングアルゴリズムは、ディスタンスベクタルーティングアルゴリズムとASパスループ検出
を組み合わせたものです。

BGPはデフォルトで、宛先ホストまたはネットワークへのベストパスとして、1つだけパスを
選択します。ベストパス選択アルゴリズムによりパス属性が分析され、BGPルーティングテー
ブル内でどのルートがベストパスとしてインストールされているかが判断されます。各パス

は、BGPベストパス分析で使用されるwell-knownmandatory、well-known discretionary、optional
transitiveの各属性を伝送します。シスコソフトウェアは、コマンドラインインターフェイス
（CLI）を通してそのような属性を変更することで、BGPパス選択に影響を与えられるように
なっています。BGPパス選択はまた、標準 BGPポリシー設定によっても変化させることがで
きます。BGPを使用してパス選択に影響を与えること、およびポリシーを設定してトラフィッ
クをフィルタ処理することの詳細については、「BGP4プレフィックスフィルタおよびインバ
ウンドルートマップ」モジュールおよび「BGPプレフィックスベースアウトバウンドルート
フィルタリング」モジュールを参照してください。

BGPでは、ベストパス選択アルゴリズムを使用して、全体的に良好なルートのセットを検索
します。このようなルートは、潜在的なマルチパスです。Cisco IOS Release 12.2(33)SRD以降
のリリースでは、全体的に良好なマルチパスが、許可される最大数よりも多く存在する場合、

最も古いパスがマルチパスとして選択されます。
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内部ゲートウェイプロトコル（IGP）とインターフェイスすることで、BGPを複雑な内部ネッ
トワークの管理に役立てることができます。内部 BGPは、ネットワークの効率を維持しなが
ら既存の IGPをトラフィックの要件にあわせてスケーリングするといった問題に役立ちます。

BGPは他のルーティングプロトコルよりも多くの設定を必要としますが、ユーザは設定変更
の影響をよく理解しておく必要があります。設定が正しくないと、ルーティングループが発生

し、通常のネットワーク操作に悪影響を及ぼす可能性があります。

（注）

BGPルータ ID
BGPでは、ルータ IDを使用して、BGPスピーキングピアを識別します。BGPルータ IDは 32
ビット値であり、IPv4アドレスで表すことがよくあります。デフォルトでは、シスコソフト
ウェアによって、ルータ IDがルータ上のループバックインターフェイスの IPv4アドレスに設
定されます。デバイス上でループバックインターフェイスが設定されていない場合は、BGP
ルータ IDを表すためにデバイスの物理インターフェイスに設定されている最上位の IPv4アド
レスがソフトウェアによって選択されます。BGPルータ IDは、ネットワーク内のBGPピアご
とに一意である必要があります。

BGPスピーカーとピア関係
BGP対応デバイスは、別の BGP対応デバイスを自動的には検出しません。ネットワーク管理
者は、通常、BGP対応デバイス間の関係を手動で設定します。ピアデバイスとは、別の BGP
対応デバイスへのアクティブなTCP接続を持つBGP対応デバイスです。このBGPデバイス間
の関係がネイバーと呼ばれることはよくありますが、これは BGPデバイスは直接接続されて
いて、その間に他のデバイスははさまっていないということを暗示することがあるため、この

マニュアルではネイバーという語の使用は極力避けています。BGPスピーカーはローカルデ
バイスのことで、その他の BGP対応ネットワークデバイスはすべてピアです。

ピアとピアの間に TCP接続が確立されると、最初、個々の BGPピアはもう 1つのピアと、そ
のルート（完成したBGPルーティングテーブル）をすべて交換します。この交換の後は、ネッ
トワークでトポロジの変更が行われたとき、あるいはルーティングポリシーが実装または変更

されたときに差分更新が送信されるだけです。更新と更新の間の非アクティブ期間には、ピア

は「キープアライブ」と呼ばれる特別なメッセージを交換します。

BGP自律システムは、単一のアドミニストレーションエンティティにより制御されるネット
ワークです。ピアデバイスは、異なる自律システムに存在する場合は外部ピア、同一の自律シ

ステムに存在する場合は内部ピアと呼ばれます。通常、外部ピアは隣接し、サブネットを共有

していますが、内部ピアは同じ自律システムのどのような場所にあってもかまいません。

BGPピアセッションの確立
BGPルーティングプロセスがピアとピアリングセッションを確立するとき、ステートは次の
ように変化します。
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• Idle：ルーティングプロセスが有効になったとき、またはデバイスがリセットされたとき
の BGPルーティングプロセスの初期ステート。このステートでは、デバイスはリモート
ピアとのピアリング設定など、開始イベントを待ちます。リモートピアから TCP接続要
求を受信すると、デバイスはリモートピアへの TCP接続を開始する前に、タイマーを待
機するための開始イベントを新たに開始します。デバイスがリセットされ、ピアがリセッ

トされると、BGPルーティングプロセスは Idleステートに戻ります。

• Connect：ローカル BGPスピーカーとの TCPセッションを確立しようとしていることを
BGPルーティングプロセスが検知します。

• Active：このステートでは、BGPルーティングプロセスは、ConnectRetryタイマーを使用
して、ピアデバイスとの TCPセッションを確立しようとします。BGPルーティングプロ
セスが Activeステートの間、開始イベントは無視されます。BGPルーティングプロセス
が再構成された場合、またはエラーが発生した場合、BGPルーティングプロセスはシス
テムリソースを解放し、Idleステートに戻ります。

• OpenSent：TCP接続が確立され、BGPルーティングプロセスはリモートピアに OPEN
メッセージを送信し、OpenSentステートに移行します。このステートでは、BGPルーティ
ングプロセスはその他の OPENメッセージを受信できます。接続に失敗した場合、BGP
ルーティングプロセスは Activeステートに移行します。

• OpenReceive：BGPルーティングプロセスはリモートピアから OPENメッセージを受信
し、リモートピアからの最初のキープアライブメッセージを待ちます。キープアライブ

メッセージを受信すると、BGPルーティングプロセスは Establishedステートに移行しま
す。通知メッセージを受信した場合は、BGPルーティングプロセスは Idleステートに移
行します。ピアリングセッションに影響を与えるエラー、または設定変更が発生した場

合、BGPルーティングプロセスは、有限状態マシン（FSM）エラーコードが入った通知
メッセージを送信してから、Idleステートに移行します。

• Established：リモートピアから最初のキープアライブが受信されます。これにより、リ
モートネイバーとのピアリングが確立され、BGPルーティングプロセスは、リモートピ
アとのアップデートメッセージの交換を開始します。アップデートメッセージ、または

キープアライブメッセージが受信されると、ホールドタイマーが再起動されます。エラー

通知を受信した BGPプロセスは、Idleステートに移行します。

BGPセッションのリセット
設定変更のためにルーティングポリシーに変更が生じた場合は、必ず clear ip bgpコマンドを
使用して、BGPピアリングセッションをリセットする必要があります。シスコソフトウェア
は、BGPピアリングセッションのリセットとして、次の 3つのメカニズムをサポートしてい
ます。

•ハードリセット：ハードリセットは、TCP接続を含む指定されたピアリングセッション
を終了し、指定されたピアから到着したルートを削除します。

•ソフトリセット：ソフトリセットは、保存されたプレフィックス情報を使用し、既存の
ピアリングセッションを廃棄せずに BGPルーティングテーブルの再構成とアクティブ化
を行います。ソフト再構成では、保存されているアップデート情報が使用されます。アッ
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プデートを保存するために追加のメモリが必要になりますが、ネットワークを中断せず

に、新しいBGPポリシーを適用することができます。ソフト再構成は、インバウンドセッ
ション、またはアウトバウンドセッションに対して設定できます。

•ダイナミックインバウンドソフトリセット：これは RFC 2918に定義されているルート
リフレッシュ機能で、サポートしているピアへのルートリフレッシュ要求を交換すること

により、ローカルデバイスがインバウンドルーティングテーブルを動的にリセットでき

るようにするものです。ルートリフレッシュ機能は、中断を伴わないポリシー変更につい

てはアップデート情報をローカルに保存しません。その代わり、サポートしているピアと

の動的な交換に依存します。ルートリフレッシュは、最初にピア間のBGP機能ネゴシエー
ションを通じてアドバタイズされる必要があります。すべての BGPデバイスが、ルート
リフレッシュ機能をサポートしていなければなりません。BGPデバイスがこの機能をサ
ポートしているかどうかを確認するには、show ip bgp neighborsコマンドを使用します。
デバイスがルートリフレッシュ機能をサポートしている場合、次のメッセージが出力され

ます。

Received route refresh capability from peer.

bgp soft-reconfig-backupコマンドは、ルートリフレッシュ機能をサポートしていないピアに対
してインバウンドソフト再構成を実行するように BGPを設定するために導入されました。こ
のコマンドの設定により、必要な場合にだけ、アップデート（ソフト再構成）を格納するよう

に、BGPを設定することができます。このコマンドを設定しても、ルートリフレッシュ機能
をサポートしているピアは影響されません。

BGPルート集約
BGPピアはルーティング情報を格納し、交換しますが、設定される BGPスピーカーの数が増
えるに従って、ルーティング情報の量が増えます。ルート集約を使用することにより、関係す

る情報の量が減ります。集約は、複数の異なるルートの属性を合成し、1つのルートだけがア
ドバタイズされるようにするプロセスです。集約プレフィックスは、クラスレスドメイン間

ルーティング（CIDR）の原則を使用して、複数の隣接するネットワークを、ルーティングテー
ブルに要約できる IPアドレスのクラスレスセット 1つに合成します。これにより、アドバタ
イズが必要なルートの数が少なくなります。

BGPでのルート集約の実装方法は2種類あります。集約されたルートをBGPに再配布するか、
または条件付き集約の形を使用することができます。基本ルートの再配布では、集約ルートの

作成後、このルートが BGPに再配布されます。条件付き集約では、集約ルートの作成後、ア
ドバタイズするか、または Autonomous System Set Path（AS-SET）情報、もしくは要約情報に
基づいて、特定ルートのアドバタイズを抑制します。

bgp suppress-inactiveコマンドは、非アクティブのルートをどの BGPピアにもアドバタイズし
ないように BGPを設定します。BGPルーティングプロセスは、デフォルトで、ルーティング
情報データベース（RIB）にインストールされていないルートをBGPピアにアドバタイズでき
ます。RIBにインストールされていないルートは非アクティブなルートです。非アクティブな
ルートのアドバタイズメントは、たとえば、共通のルート集約を通じてルートがアドバタイズ

された場合に行われます。非アクティブなルートのアドバタイズメントを抑制して、より整合

性の取れたデータフォワーディングを行うことができます。
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BGPルート集約の AS_SET情報生成
AS_SET情報は、aggregate-addressコマンドを使用して、BGPルートが集約されたときに生成
されます。このようなルートについてアドバタイズされたパスは、コミュニティを含め、要約

されているすべてのパスに含まれる、すべての要素から構成されるAS_SETです。集約される
AS_PATHが同じものである場合、AS_PATHだけがアドバタイズされます。aggregate-address
コマンド用にデフォルトで設定されている ATOMIC-AGGREGATE属性は、AS_SETには追加
されません。

ルーティングポリシーの変更管理

ピアのルーティングポリシーには、インバウンドまたはアウトバウンドルーティングテーブ

ルの更新に影響する可能性のあるルートマップ、配布リスト、プレフィックスリスト、フィ

ルタリストなど、すべての要素に関するコンフィギュレーションが含まれています。ルーティ

ングポリシーを変更した場合、変更後のポリシーを有効にするには、必ず BGPセッションを
ソフトクリア、またはソフトリセットしてください。インバウンドリセットを実行すると、

デバイスで設定されている新しいインバウンドポリシーが有効になります。アウトバウンド

リセットを実行すると、BGPセッションをリセットしなくても、デバイスで設定されている新
しいローカルアウトバウンドポリシーが有効になります。アウトバウンドポリシーのリセッ

ト中に、新しい一連のアップデートが送信されると、ネイバーの新しいインバウンドポリシー

も有効になります。つまり、インバウンドポリシーの変更後は、ローカルデバイスでインバ

ウンドリセットを実行するか、ピアデバイスでアウトバウンドリセットを実行する必要があ

ります。アウトバウンドポリシーを変更した場合は、ローカルデバイスでのアウトバウンド

リセット、またはピアデバイスでのインバウンドリセットが必要になります。

リセットには、ハードリセットとソフトリセットの 2種類があります。下の表は、これらの
利点と欠点をまとめたものです。

表 1 :ハードリセットとソフトリセットの利点および欠点

欠点利点リセットタイプ

ネイバーにより提供されるBGP、IP、
および転送情報ベース（FIB）テーブ
ル内のプレフィックスが失われる。

ハードリセットは推奨されない。

メモリオーバーヘッドが起こら

ない。

ハードリセット

インバウンドルーティングテーブル

アップデートがリセットされない。

設定が必要ない。ルーティング

テーブルアップデートの保存が

必要ない。

発信ソフトリセット
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欠点利点リセットタイプ

両方のBGPデバイスがルートリフレッ
シュ機能をサポートしていなければな

らない。

アウトバウンドルーティン

グテーブルアップデートが

リセットされない。

（注）

BGPセッションおよびキャッ
シュがクリアされない。

ルーティングテーブルアップ

デートの保存が必要ない。ま

た、メモリのオーバーヘッドが

発生しない。

ダイナミックインバ

ウンドソフトリ

セット

再構成が必要である。

受信した（インバウンド）ルーティン

グポリシーアップデートをすべてそ

のまま格納するため、メモリが大量に

使用される。

どちらの BGPデバイスも自動ルート
リフレッシュ機能をサポートしていな

い場合など、絶対に必要な場合だけ推

奨される。

アウトバウンドルーティン

グテーブルアップデートが

リセットされない。

（注）

どちらの BGPデバイスも自動
ルートリフレッシュ機能をサ

ポートしていない場合に使用可

能。

bgp soft-reconfig-backupコマン
ドは、ルートリフレッシュ機能

をサポートしていないピアに対

してインバウンドソフト再構成

を設定するために導入された。

設定済みのインバウ

ンドソフトリセッ

ト（neighbor
soft-reconfiguration
ルータコンフィギュ

レーションコマンド

を使用）

BGPネイバーになるように定義された 2つのデバイスは、BGP接続を形成し、ルーティング
情報を交換します。その後、BGPフィルタ、重み、距離、バージョン、タイマーなどを変更し
たり、何らかのコンフィギュレーション変更を行ったりした場合、コンフィギュレーションの

変更を有効にするために、BGP接続をリセットする必要があります。

ソフトリセットは、インバウンドおよびアウトバウンドルーティングアップデートで使用さ

れるルーティングテーブルをアップデートします。シスコソフトウェアでは、事前に設定を

行わなくても、ソフトリセットを使用できます。このソフトリセットにより、BGPデバイス
の間でルートリフレッシュ要求やルーティング情報をダイナミックに交換し、対応するアウト

バウンドルーティングテーブルをアドバタイズできるようになります。ソフトリセットには

2種類があります。

•ソフトリセットを使用して、ネイバーからインバウンドアップデートを生成することを、
ダイナミックインバウンドソフトリセットと呼びます。

•ソフトリセットを使用して、ネイバーに新しい一連のアップデートを送信することを、ア
ウトバウンドソフトリセットと呼びます。

事前にコンフィギュレーションを行わずにソフトリセットを使用するためには、BGPピアで
ソフトルートリフレッシュ機能がサポートされていなければなりません。これは、ピアがTCP
セッションを確立したときに送信される OPENメッセージでアドバタイズされます。
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BGPピアグループ
BGPネットワークでは、多数のネイバーが同じアップデートポリシー（つまり、同じアウト
バウンドルートマップ、配布リスト、フィルタリスト、アップデートソースなど）を使って

設定されていることがよくあります.同じアップデートポリシーを持つネイバーは、コンフィ
ギュレーションを簡素化するため、またさらに重要なことには、コンフィギュレーションの

アップデートをより効率化するために、BGPピアグループにグループ化されます。多数のピ
アがある場合、このアプローチを強く推奨します。

BGPバックドアルート
さまざまな自律システムとの通信に eBGPを使用する境界デバイスを 2つ使った BGPネット
ワークトポロジでは、2つの境界デバイス間の通信で、最も効果的なルーティング方法はeBGP
を使用することではありません。下の図では、ルータBはBGPスピーカーとして、eBGPを通
るルータ Dへのルートを受け取りますが、このルートは少なくとも 2つの自律システムを横
切っています。また、ルータBとルータDはEnhanced InteriorGatewayRoutingProtocol（EIGRP）
ネットワーク（ここでは、すべての IGPを使用可能）を通じて接続されていますが、これが最
短ルートです。しかし、EIGRPルートのデフォルトアドミニストレーティブディスタンスは
90で、eBGPルートのデフォルトアドミニストレーティブディスタンスは 20であるため、
BGPは eBGPルートを選びます。アドミニストレーティブディスタンスを変更すると、ルー
ティングがループする可能性があるため、デフォルトアドミニストレーティブディスタンス

の変更は推奨しません。BGPに EIGRPルートを選択させるには、network backdoorコマンド
を使用します。BGPは、network backdoorコマンドで指定されたネットワークをローカルに
割り当てられたネットワークとして扱います。ただし、BGPアップデートで指定されたネット
ワークのアドバタイズは行いません。これは、下の図では、ルータ Bは長い eBGPルートの
代わりに、短い EIGRPを使ってルータ Dと通信するという意味です。

図 1 : BGPバックドアルートのトポロジ

BGP 4
8

BGP 4

BGPピアグループ



BGP 4の設定方法
ベーシック BGPネットワークの設定は、いくつかの必須作業と多数の任意の作業からなりま
す。BGPルーティングプロセスと BGPピアは必ず設定する必要がありますが、このとき、で
きればアドレスファミリコンフィギュレーションモデルを使用してください。BGPピアが
VPNネットワークの一部である場合、BGPピアの設定には、IPv4 VRFアドレスファミリタ
スクを使用する必要があります。

BGPルーティングプロセスの設定
BGPルーティングプロセスを設定するには、次の作業を実行します。BGPを有効にするには、
必須の手順を少なくとも一度、実行する必要があります。ここで説明する任意の手順を実行す

ると、BGPネットワークでその他の機能を設定できます。ネイバーリセットのロギングやリ
ンクが停止したときのピアの即時リセットなど、一部の機能はデフォルトで有効にされていま

すが、BGPネットワークの動作方法をよりよく理解できるようにするため、これらの機能につ
いてはここで説明しています。

シスコソフトウェアを実行するデバイスは、1つのBGPルーティングプロセスだけを実行し、
1つの BGP自律システムだけのメンバになるように設定できます。ただし、BGPルーティン
グプロセスおよび自律システムは、同時に使用する複数の BGPアドレスファミリおよびサブ
アドレスファミリコンフィギュレーションをサポートできます。

（注）

下の図では、この作業のコンフィギュレーションはルータAで行われますが、2つのデバイス
の間で BGPプロセスを完全に実現するには、たとえば、ルータ Bで IPアドレスを適宜、変更
してこのコンフィギュレーションを繰り返す必要があります。ここでは、BGPルーティング
プロセスに対して設定されるアドレスファミリはないため、IPv4ユニキャストアドレスファ
ミリのルーティング情報はデフォルトでアドバタイズされます。

BGP 4
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図 2 : 2つの自律システムを持つ BGPトポロジ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. network network-number [mask network-mask] [route-map route-map-name]
5. bgp router-id ip-address
6. timers bgp keepalive holdtime
7. bgp fast-external-fallover
8. bgp log-neighbor-changes
9. end
10. show ip bgp [network] [network-mask]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

BGP 4
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目的コマンドまたはアクション

BGPルーティングプロセスを設定し、指定したルー
ティングプロセスのルータコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 40000

ステップ 3

• autonomous-system-number引数を使用して、0
～65534の範囲の整数を1つ指定します。これ
は、その他の BGPスピーカーへのデバイスを
表します。

（任意）この自律システムにローカルとしてネット

ワークを指定し、BGPルーティングテーブルに追
加します。

network network-number [mask network-mask]
[route-map route-map-name]

例：

ステップ 4

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

Device(config-router)# network 10.1.1.0 mask
255.255.255.0

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

（任意）固定 32ビットルータ IDを、BGPを実行
するローカルデバイスの IDとして設定します。

bgp router-id ip-address

例：

ステップ 5

• ip-address引数を使用して、ネットワーク内で
固有のルータ IDを指定します。Device(config-router)# bgp router-id 10.1.1.99

bgp router-idコマンドを使用してルータ
IDを設定すると、アクティブな BGPピ
アリングセッションがすべてリセットさ

れます。

（注）

（任意）BGPネットワークタイマーを設定します。timers bgp keepalive holdtime

例：

ステップ 6

• keepalive引数を使用して、頻度を秒単位で指定
します。ソフトウェアはこの間隔で、BGPペ

Device(config-router)# timers bgp 70 120
アにキープアライブメッセージを送信します。

デフォルトでは、keepaliveタイマーは 60秒に
設定されます。

• holdtime引数を使用して、インターバルを秒単
位で指定します。この時間を過ぎても、キープ

アライブメッセージが届かなかった場合、BGP
ピアはデッドであると宣言されます。デフォル

トでは、holdtimeタイマーは 180秒に設定され
ます。

BGP 4
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目的コマンドまたはアクション

（任意）BGPセッションの自動リセットをイネー
ブルにします。

bgp fast-external-fallover

例：

ステップ 7

•デフォルトでは、直接隣接する外部ピアへのア
クセスに使用されるリンクがダウンした場合、

Device(config-router)# bgp fast-external-fallover

このピアの BGPセッションはリセットされま
す。

（任意）BGPネイバーステータスの変更（アップ
またはダウン）およびネイバーのリセットのロギン

グをイネーブルにします。

bgp log-neighbor-changes

例：

Device(config-router)# bgp log-neighbor-changes

ステップ 8

•このコマンドは、ネットワーク接続の問題のト
ラブルシューティングと、ネットワークの安定

性の測定に使用します。ネイバーが突然リセッ

トする場合は、ネットワークのエラー率の高い

ことやパケット損失の多いことが考えられるの

で、調査するようにしてください。

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 9

Device(config-router)# end

（任意）BGPルーティングテーブル内のエントリ
を表示します。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 10

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）
Device# show ip bgp

例

次に、この作業を上の図のルータ Aで設定した後で、ルータ Aの BGPルーティング
テーブルを表示する show ipbgpコマンドの出力例を示します。この自律システムに対
してローカルなネットワーク 10.1.1.0に対するエントリも表示されています。

BGP table version is 12, local router ID is 10.1.1.99
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

BGP 4
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トラブルシューティングのヒント

BGPルータ間の基本的なネットワーク接続性をチェックするには、pingコマンドを使用しま
す。

BGPピアの設定
2つの IPv4デバイス（ピア）の間に BGPを設定するには、この作業を実行します。ここで設
定するアドレスファミリは、デフォルトの IPv4ユニキャストアドレスファミリで、設定は上
の図のルータ Aで行われています。BGPピアとなりうるネイバーデバイスすべてについて、
必ず、この作業を実行してください。

始める前に

この作業を実行する前に、「BGPルーティングプロセスの設定」の作業を実行します。

デフォルトでは、ルータコンフィギュレーションモードで neighbor remote-asコマンドを使
用して定義したネイバーは、IPv4ユニキャストアドレスプレフィックスだけを交換します。
IPv6プレフィックスなど、その他のアドレスプレフィックスタイプを交換するには、そのプ
レフィックスタイプについて、アドレスファミリコンフィギュレーションモードで neighbor
activateコマンドを使用してネイバーをアクティブ化する必要もあります。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
5. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
6. neighbor ip-address activate
7. end
8. show ip bgp [network] [network-mask]
9. show ip bgp neighbors [neighbor-address]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

BGP 4
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 40000

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコルBGP
ネイバーテーブルに追加します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 45000

IPv4アドレスファミリを指定し、アドレスファミ
リコンフィギュレーションモードを開始します。

address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]

例：

ステップ 5

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

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

address-family ipv4コマンドに unicastキーワー
ドが指定されていない場合、デバイスは IPv4ユ
ニキャストアドレスファミリのコンフィギュ

レーションモードになります。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレーショ
ンモードコマンドに関連付ける Virtual Routing
and Forwarding（VRF;仮想ルーティングおよび
転送）インスタンスの名前を指定します。

ネイバーが IPv4ユニキャストアドレスファミリの
プレフィックスをローカルデバイスと交換できるよ

うにします。

neighbor ip-address activate

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
activate

ステップ 6

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 7

Device(config-router-af)# end

（任意）BGPルーティングテーブル内のエントリを
表示します。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 8

BGP 4
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目的コマンドまたはアクション

Device# show ip bgp
この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

（任意）ネイバーへの TCP接続および BGP接続の
情報を表示します。

show ip bgp neighbors [neighbor-address]

例：

ステップ 9

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）
Device(config-router-af)# show ip bgp neighbors
192.168.2.2

例

次に、この作業を上の図のルータAおよびルータBで設定した後で、ルータAのBGP
ルーティングテーブルを表示する show ipbgpコマンドの出力例を示します。これで、
自律システム 45000でネットワーク 172.17.1.0のエントリを確認できるようになりま
す。

BGP table version is 13, local router ID is 10.1.1.99
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
*> 172.17.1.0/24 192.168.1.1 0 0 45000 i

次に、この作業を上の図のルータ Aで設定した後で、ルータ Aの BGPネイバー
192.168.1.1への TCPおよび BGP接続に関する情報を表示する show ip bgp neighbors
コマンドの出力例を示します。

BGP neighbor is 192.168.1.1, remote AS 45000, external link
BGP version 4, remote router ID 172.17.1.99
BGP state = Established, up for 00:06:55
Last read 00:00:15, last write 00:00:15, hold time is 120, keepalive intervals
Configured hold time is 120,keepalive interval is 70 seconds, Minimum holdtims
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received (old & new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Message statistics:
InQ depth is 0
OutQ depth is 0

Sent Rcvd
Opens: 1 1
Notifications: 0 0
Updates: 1 2
Keepalives: 13 13
Route Refresh: 0 0
Total: 15 16

Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

BGP 4
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For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 13, neighbor version 13/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
1 update-group member

Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 1 1 (Consumes 52 bytes)
Prefixes Total: 1 1
Implicit Withdraw: 0 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 1
Used as multipath: n/a 0

Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
AS_PATH loop: n/a 1
Bestpath from this peer: 1 n/a
Total: 1 1

Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0
Connections established 1; dropped 0
Last reset never

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Connection is ECN Disabled
Local host: 192.168.1.2, Local port: 179
Foreign host: 192.168.1.1, Foreign port: 37725
Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)
Event Timers (current time is 0x12F4F2C):
Timer Starts Wakeups Next
Retrans 14 0 0x0
TimeWait 0 0 0x0
AckHold 13 8 0x0
SendWnd 0 0 0x0
KeepAlive 0 0 0x0
GiveUp 0 0 0x0
PmtuAger 0 0 0x0
DeadWait 0 0 0x0
iss: 165379618 snduna: 165379963 sndnxt: 165379963 sndwnd: 16040
irs: 3127821601 rcvnxt: 3127821993 rcvwnd: 15993 delrcvwnd: 391
SRTT: 254 ms, RTTO: 619 ms, RTV: 365 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 12 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: passive open, nagle, gen tcbs
IP Precedence value : 6
Datagrams (max data segment is 1460 bytes):
Rcvd: 20 (out of order: 0), with data: 15, total data bytes: 391
Sent: 22 (retransmit: 0, fastretransmit: 0, partialack: 0, Second Congestion: 04

トラブルシューティングのヒント

BGPデバイス間の基本的なネットワーク接続性を確認するには、pingコマンドを使用します。

IPv4 VRFアドレスファミリ用に BGPピアを設定
VPN内に存在するため IPv4 VRF情報を交換しなければならない 2つの IPv4デバイス（ピア）
の間に BGPを設定するには、次の作業を任意で実行します。ここで設定するアドレスファミ
リは IPv4 VRFアドレスファミリで、設定は下の図のルータ Bで自律システム 50000のルータ
Eにあるネイバー 192.168.3.2を使って行われています。BGP IPv4 VRFアドレスファミリピア
となりうるネイバーデバイスすべてについて、必ず、この作業を実行してください。
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図 3 : IPv4 VRFアドレスファミリ用 BGPトポロジ

始める前に

この作業を実行する前に、「BGPルーティングプロセスの設定」の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. vrf forwarding vrf-name
5. ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]
6. exit
7. ip vrf vrf-name
8. rd route-distinguisher
9. route-target {import | export | both} route-target-ext-community
10. exit
11. router bgp autonomous-system-number
12. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
13. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
14. neighbor {ip-address | peer-group-name}maximum-prefix maximum [threshold] [restart

restart-interval] [warning-only]
15. neighbor ip-address activate
16. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interface type number

例：

ステップ 3

VPN VRFインスタンスをインターフェイスまたは
サブインターフェイスに関連付けます。

vrf forwarding vrf-name

例：

ステップ 4

Device(config-if)# vrf forwarding vpn1

インターフェイスの IPアドレスを設定します。ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]

例：

ステップ 5

Device(config-if)# ip address 192.168.3.1
255.255.255.0

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに入ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 6

VRFルーティングテーブルを設定し、VRFコン
フィギュレーションモードを開始します。

ip vrf vrf-name

例：

ステップ 7

• VRFに割り当てる名前を指定するには、
vrf-name引数を使用します。Device(config)# ip vrf vpn1

ルーティングテーブル、およびフォワーディング

テーブルを作成し、VPN用のデフォルトルート識
別子を指定します。

rd route-distinguisher

例：

Device(config-vrf)# rd 45000:5

ステップ 8

•一意のVPN IPv4プレフィックスを作成するた
めに、IPv4プレフィックスに 8バイト値を追
加するには、route-distinguisher引数を使用しま
す。

VRF用にルートターゲット拡張コミュニティを作
成します。

route-target {import | export | both}
route-target-ext-community

例：

ステップ 9

•ターゲットVPN拡張コミュニティからルーティ
ング情報をインポートするには、importキー
ワードを使用します。

Device(config-vrf)# route-target both 45000:100
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目的コマンドまたはアクション

•ターゲット VPN拡張コミュニティにルーティ
ング情報をエクスポートするには、exportキー
ワードを使用します。

•インポートおよびエクスポートルーティング
情報の両方をターゲットVPN拡張コミュニティ
にインポートするには、bothキーワードを使
用します。

•ルートターゲット拡張コミュニティ属性をVRF
のインポート、エクスポート、または両方（イ

ンポートとエクスポート）のルートターゲッ

ト拡張コミュニティリストに追加するには、

route-target-ext-community引数を使用します。

VRFコンフィギュレーションモードを終了して、
グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：

Device(config-vrf)# exit

ステップ 10

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 11

Device(config)# router bgp 45000

IPv4アドレスファミリを指定し、アドレスファミ
リコンフィギュレーションモードを開始します。

address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]

例：

ステップ 12

• IPv4ユニキャストアドレスファミリを指定す
るには、unicastキーワードを使用します。デDevice(config-router)# address-family ipv4 vrf

vpn1
フォルトでは、address-family ipv4コマンドに
unicastキーワードが指定されていない場合、
デバイスは IPv4ユニキャストアドレスファミ
リのコンフィギュレーションモードになりま

す。

• IPv4マルチキャストアドレスプレフィックス
を指定するには、multicastキーワードを使用
します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコル
BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 13

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

ネイバーから受信できるプレフィックスの数を制御

します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
maximum-prefix maximum [threshold] [restart
restart-interval] [warning-only]

ステップ 14

•特定のネイバーから受信できるプレフィックス
数の最大値を指定するには、maximum引数を例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
maximum-prefix 10000 warning-only

使用します。設定可能なプレフィックス数は、

デバイス上の使用可能なシステムリソースの

みによって制限されます。

•プレフィックスの上限をパーセント単位で表し
た整数を指定するには、threshold引数を使用
します。この上限に達すると、デバイスは警告

メッセージの生成を開始します。

•プレフィックスの上限を超えた場合に、ピアリ
ングセッションを終了する代わりに、ログメッ

セージを生成するようにデバイスを設定するに

は、warning-onlyキーワードを使用します。

ネイバーが IPv4 VRFアドレスファミリのプレ
フィックスをローカルデバイスと交換できるよう

にします。

neighbor ip-address activate

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
activate

ステップ 15

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 16

Device(config-router-af)# end

トラブルシューティングのヒント

BGPデバイス間の基本的なネットワーク接続を検証するにはping vrfコマンドを使用します。
また、VRFインスタンスが作成されたことを確認するには show ipvrfコマンドを使用します。
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BGPピアのカスタマイズ
BGPピアをカスタマイズするには、次の作業を実行します。この作業の手順の多くは任意です
が、ネイバーとアドレスファミリコンフィギュレーションコマンドの関係がどのように機能

しているかを示しています。IPv4マルチキャストアドレスファミリの例を使用すると、IPv4
マルチキャストアドレスファミリを設定する前に、ネイバーアドレスファミリに依存しない

コマンドが設定されます。その後、アドレスファミリに依存するコマンドが設定され、exit
address-familyコマンドが表示されます。任意の手順は、ネイバーを無効にする方法を示して
います。

下の図では、この作業のコンフィギュレーションがルータBで行われます。2つのデバイスの
間で BGPプロセスを完全に実現するには、たとえば、ルータ Eで IPアドレスを適宜、変更し
てこのコンフィギュレーションを繰り返す必要があります。

図 4 : BGPピアトポロジ

デフォルトでは、ルータコンフィギュレーションモードで neighbor remote-asコマンドを使
用して定義したネイバーは、IPv4ユニキャストアドレスプレフィックスだけを交換します。
IPv6プレフィックスなど、その他のアドレスプレフィックスタイプを交換するには、そのプ
レフィックスタイプについて、アドレスファミリコンフィギュレーションモードで neighbor
activateコマンドを使用してネイバーをアクティブ化する必要もあります。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. no bgp default ipv4-unicast
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5. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} description text
7. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
8. network network-number [mask network-mask] [route-map route-map-name]
9. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
10. neighbor {ip-address | peer-group-name} advertisement-interval seconds
11. neighbor {ip-address | peer-group-name} default-originate [route-map map-name]
12. exit-address-family
13. neighbor {ip-address | peer-group-name} shutdown
14. end
15. show ip bgp ipv4 multicast [command]
16. show ip bgp neighbors [neighbor-address] [received-routes | routes | advertised-routes | paths

regexp | dampened-routes | received prefix-filter]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

BGPルーティングプロセスで使用される IPv4ユニ
キャストアドレスファミリを無効にします。

no bgp default ipv4-unicast

例：

ステップ 4

IPv4ユニキャストアドレスファミリの
ルーティング情報は、neighbor remote-as
ルータコンフィギュレーションコマンド

で設定された各 BGPルーティングセッ
ションに対して、デフォルトでアドバタ

イズされます。ただし、neighbor
remote-asコマンドを設定する前に、no
bgp default ipv4-unicastルータコンフィ
ギュレーションコマンドを設定した場合

は例外です。既存のネイバーコンフィ

ギュレーションは影響されません。

（注）
Device(config-router)# no bgp default
ipv4-unicast
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目的コマンドまたはアクション

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコル
BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 5

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000

（任意）テキストによる説明を指定されたネイバー

と関連付けます。

neighbor {ip-address | peer-group-name} description
text

例：

ステップ 6

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
description finance

IPv4アドレスファミリを指定し、アドレスファミ
リコンフィギュレーションモードを開始します。

address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]

例：

ステップ 7

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

Device(config-router)# address-family ipv4
multicast

address-family ipv4コマンドにunicastキーワー
ドが指定されていない場合、デバイスは IPv4
ユニキャストアドレスファミリのコンフィギュ

レーションモードになります。

• multicastキーワードは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

• vrfキーワードおよび vrf-name引数では、後続
の IPv4アドレスファミリコンフィギュレー
ションモードコマンドに関連付けるVRFイン
スタンスの名前を指定します。

（任意）この自律システムにローカルとしてネット

ワークを指定し、BGPルーティングテーブルに追
加します。

network network-number [mask network-mask]
[route-map route-map-name]

例：

ステップ 8

•外部プロトコルの場合、networkコマンドはア
ドバタイズされるネットワークを制御します。

Device(config-router-af)# network 172.17.1.0 mask
255.255.255.0

内部プロトコルは networkコマンドを使用し
て、アップデートの送信先を決定します。

BGPネイバーとの情報交換を有効にします。neighbor {ip-address | peer-group-name} activate

例：

ステップ 9

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
activate

BGP 4
23

BGP 4

BGPピアのカスタマイズ



目的コマンドまたはアクション

（任意）BGPルーティングアップデートの最小送
信間隔を設定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
advertisement-interval seconds

例：

ステップ 10

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
advertisement-interval 25

（任意）デフォルトルートとして使用するために、

BGPスピーカー（ローカルデバイス）がデフォル
neighbor {ip-address | peer-group-name}
default-originate [route-map map-name]

例：

ステップ 11

トルート 0.0.0.0をピアに送信することを許可しま
す。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.3.2
default-originate

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、ルータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit-address-family

例：

Device(config-router-af)# exit-address-family

ステップ 12

（任意）BGPピア、またはピアグループを無効に
します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} shutdown

例：

ステップ 13

この手順を実行すると、ネイバーが無効

化されるため、この後の showコマンドを
使った手順をいずれも実行できなくなり

ます。

（注）
Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
shutdown

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 14

Device(config-router)# end

（任意）IPv4マルチキャストデータベース関連情
報を表示します。

show ip bgp ipv4 multicast [command]

例：

ステップ 15

•サポートされているマルチプロトコル BGPコ
マンドがあれば、command引数を使用して指Device# show ip bgp ipv4 multicast

定します。サポートされているコマンドを表示

するには、CLIで ?プロンプトを使用します。

（任意）ネイバーへのTCP接続およびBGP接続の
情報を表示します。

show ip bgp neighbors [neighbor-address]
[received-routes | routes | advertised-routes | paths
regexp | dampened-routes | received prefix-filter]

ステップ 16

例：

Device# show ip bgp neighbors 192.168.3.2
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例

次に、この作業を上の図のルータBおよびルータEで設定した後で、ルータBのBGP
IPv4マルチキャスト情報を表示する show ip bgp ipv4 multicastコマンドの出力例を示
します。IPv4マルチキャストアドレスファミリで設定された各デバイスに対してロー
カルなネットワークは、出力テーブルに表示されます。

BGP table version is 3, local router ID is 172.17.1.99
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.2.2.0/24 192.168.3.2 0 0 50000 i
*> 172.17.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

次は、ネイバー 192.168.3.2に対する show ip bgp neighborsコマンドからの出力例の一
部分ですが、これにはこのネイバーに関する一般的なBGP情報と、具体的なBGPIPv4
マルチキャストアドレスファミリ情報が表示されます。このコマンドは、上の図の

ルータ Bとルータ Eでこの作業を設定した後、ルータ Bで入力されたものです。

BGP neighbor is 192.168.3.2, remote AS 50000, external link
Description: finance
BGP version 4, remote router ID 10.2.2.99
BGP state = Established, up for 01:48:27
Last read 00:00:26, last write 00:00:26, hold time is 120, keepalive intervals
Configured hold time is 120,keepalive interval is 70 seconds, Minimum holdtims
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received (old & new)
Address family IPv4 Unicast: advertised
Address family IPv4 Multicast: advertised and received

!
For address family: IPv4 Multicast
BGP table version 3, neighbor version 3/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
1 update-group member
Uses NEXT_HOP attribute for MBGP NLRIs

Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 1 1 (Consumes 48 bytes)
Prefixes Total: 1 1
Implicit Withdraw: 0 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 1
Used as multipath: n/a 0

Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
Bestpath from this peer: 1 n/a
Total: 1 0

Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0
Minimum time between advertisement runs is 25 seconds
Connections established 8; dropped 7
Last reset 01:48:54, due to User reset

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Connection is ECN Disabled
Local host: 192.168.3.1, Local port: 13172
Foreign host: 192.168.3.2, Foreign port: 179
!
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再配布を使用した BGPコンフィギュレーションコマンドの削除
小規模な BGPネットワークであっても、BGP CLIコンフィギュレーションは非常に複雑にな
ることがあります。すべての CLIコンフィギュレーションを削除する必要がある場合は、CLI
を削除することで生じるあらゆる影響を考慮する必要があります。現在の実行コンフィギュ

レーションを分析し、現在の BGPネイバー関係、アドレスファミリの考慮事項、その他の設
定済みルーティングプロトコルを判断します。BGPCLIコマンドの多くは、CLIコンフィギュ
レーションのその他の部分に影響を与えています。

EIGRPへの BGPルートの再配布で使用されている BGPコンフィギュレーションコマンドを
すべて削除するには、この作業を実行します。ルートマップをパラメータのマッチングや設

定、再配布ルートのフィルタに使用して、これらのルートが EIGRPによりアドバタイズされ
るときに、ルーティングループが発生しないようにすることができます。BGPコンフィギュ
レーションコマンドを削除する場合は、必ず、関連するコマンドをすべて削除、または無効に

してください。この例では、route-mapコマンドを省略しても、再配布は行われ、ルートマッ
プのフィルタリングが取り除かれているために、予期しない結果となる可能性があります。

redistributeコマンドだけを省略すると、ルートマップは適用されませんが、実行コンフィギュ
レーションに未使用コマンドが残ります。

BGP CLIの削除の詳細については、「Cisco BGP概要」モジュールの「BGP CLI削除の考慮事
項」の概念を参照してください。

CLIを削除する前と後の再配布コンフィギュレーションの表示については、「例：再配布の例
を使用した BGPコンフィギュレーションコマンドの削除」の項を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. no route-map map-name
4. router eigrp autonomous-system-number
5. no redistribute protocol [as-number]
6. end
7. show running-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

実行コンフィギュレーションからルートマップを削

除します。

no route-map map-name

例：

ステップ 3

•この例では、bgp-to-eigrpというルートマップ
がコンフィギュレーションから削除されていま

す。

Device(config)# no route-map bgp-to-eigrp

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router eigrp autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Device(config)# router eigrp 100

あるルーティングドメインから別のルーティング

ドメインへのルートの再配布をディセーブルにしま

す。

no redistribute protocol [as-number]

例：

Device(config-router)# no redistribute bgp 45000

ステップ 5

•この例では、EIGRPルーティングプロセスへの
BGPルートの再配布のコンフィギュレーション
が、実行コンフィギュレーションから削除され

ています。

オリジナルの redistributeコマンドコン
フィギュレーションにルートマップが含

まれていた場合は、この作業例の手順3に
あるとおり、route-mapコマンドコンフィ
ギュレーションを必ず削除してください。

（注）

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

（任意）ルータの現在の実行コンフィギュレーショ

ンを表示します。

show running-config

例：

ステップ 7

•このコマンドは、ルータコンフィギュレーショ
ンから、redistributeおよび route-mapコマンドDevice# show running-config

が削除されたことを確認するために使用しま

す。
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基本的な BGPのモニタリングとメンテナンス
ここでは、基本的な BGPプロセスとピア関係についての情報のリセットおよび表示に関する
作業を説明します。BGPネイバーになるように定義された 2つのデバイスは、BGP接続を形
成し、ルーティング情報を交換します。その後、BGPフィルタ、重み、距離、バージョン、タ
イマーなどを変更したり、何らかのコンフィギュレーション変更を行ったりした場合、コン

フィギュレーションの変更を有効にするために、BGP接続のリセットが必要になることがあり
ます。

ルートリフレッシュ機能が失われたときのインバウンドソフト再構成を設定

ルートリフレッシュ機能をサポートしていない BGPピアに対して、bgp soft-reconfig-backup
コマンドを使用してインバウンドソフト再構成を設定するには、この作業を実行します。この

コマンドを設定しても、ルートリフレッシュ機能をサポートしている BGPピアは影響されま
せん。インバウンド更新情報を格納するためのメモリ要件は非常に大きくなる可能性があるこ

とに注意してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. bgp log-neighbor-changes
5. bgp soft-reconfig-backup
6. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
7. neighbor {ip-address | peer-group-name} soft-reconfiguration [inbound]
8. neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map map-name {in | out}
9. インバウンドソフト再構成を使用して設定される各ピアについて、手順 6～ 8を繰り返

します。

10. exit
11. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
12. set ip next-hop ip-address
13. end
14. show ip bgp neighbors [neighbor-address]
15. show ip bgp [network] [network-mask]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

BGPネイバーリセットのロギングを有効にします。bgp log-neighbor-changes

例：

ステップ 4

Device(config-router)# bgp log-neighbor-changes

ルートリフレッシュ機能をサポートしていないピ

アに対して、インバウンドソフトウェア再構成を

実行するように、BGPスピーカーを設定します。

bgp soft-reconfig-backup

例：

Device(config-router)# bgp soft-reconfig-backup

ステップ 5

•このコマンドは、ルートリフレッシュ機能を
サポートしていないピアに対して、インバウン

ドソフトウェア再構成を実行するように、BGP
スピーカーを設定するために使用します。この

コマンドの設定により、必要な場合にだけ、

アップデート（ソフト再構成）を格納するよう

に、BGPを設定することができます。このコ
マンドを設定しても、ルートリフレッシュ機

能をサポートしているピアは影響されません。

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコル
BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 6

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

アップデートの格納を開始するように、シスコソ

フトウェアを設定します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
soft-reconfiguration [inbound]

例：

ステップ 7

•このネイバーから受信されるすべてのアップ
デートは、着信ポリシーを無視してそのまま格

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
soft-reconfiguration inbound 納されます。着信ソフト再設定が後で行われる

ときは、格納されている情報を使用して新しい

着信アップデートのセットが生成されます。
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目的コマンドまたはアクション

着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適

用します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} route-map
map-name {in | out}

例：

ステップ 8

•この例では、LOCALという名前のルートマッ
プが着信ルートに適用されます。

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
route-map LOCAL in

－インバウンドソフト再構成を使用して設定される

各ピアについて、手順 6～ 8を繰り返します。
ステップ 9

ルータコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 10

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

route-map map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 11

•この例では、LOCALという名前のルートマッ
プが作成されます。

Device(config)# route-map LOCAL permit 10

ポリシールーティング用のルートマップの match
句を満たしたパケットの送出先を指定します。

set ip next-hop ip-address

例：

ステップ 12

•この例では、IPアドレスは 192.168.1.144に設
定されています。

Device(config-route-map)# set ip next-hop
192.168.1.144

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了して、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 13

Device(config-route-map)# end

（任意）ネイバーへのTCP接続およびBGP接続の
情報を表示します。

show ip bgp neighbors [neighbor-address]

例：

ステップ 14

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）
Device# show ip bgp neighbors 192.168.1.2

（任意）BGPルーティングテーブル内のエントリ
を表示します。

show ip bgp [network] [network-mask]

例：

ステップ 15
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目的コマンドまたはアクション

Device# show ip bgp
この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）

例

次に、BGPネイバー 192.168.2.1への TCPおよび BGP接続に関する情報を表示する
show ip bgp neighborsコマンドの出力例の一部を示します。このピアでは、ルートリ
フレッシュがサポートされています。

BGP neighbor is 192.168.1.2, remote AS 40000, external link
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)

次に、BGPネイバー 192.168.3.2への TCPおよび BGP接続に関する情報を表示する
show ip bgp neighborsコマンドの出力例の一部を示します。このピアでは、ルートリ
フレッシュがサポートされておらず、インバウンドポリシーアップデートを更新する

方法が他にはないため、BGPピア 192.168.3.2の soft-reconfig inboundパスが保存されま
す。

BGP neighbor is 192.168.3.2, remote AS 50000, external link
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised

次の show ip bgpコマンドの出力例には、ネットワーク 172.17.1.0のエントリがありま
す。BGPピアは両方とも 172.17.1.0/24をアドバタイズしていますが、192.168.3.2につ
いては、received-onlyパスだけが格納されます。

BGP routing table entry for 172.17.1.0/24, version 11
Paths: (3 available, best #3, table Default-IP-Routing-Table, RIB-failure(4))
Flag: 0x820
Advertised to update-groups:

1
50000
192.168.3.2 from 192.168.3.2 (172.17.1.0)
Origin incomplete, metric 0, localpref 200, valid, external

50000, (received-only)
192.168.3.2 from 192.168.3.2 (172.17.1.0)
Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, external

40000
192.168.1.2 from 192.168.1.2 (172.16.1.0)
Origin incomplete, metric 0, localpref 200, valid, external, best

基本 BGP情報のリセットと表示

基本 BGPプロセスとピア関係に関する情報をリセットおよび表示するには、この作業を実行
します。
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手順の概要

1. enable
2. clear ip bgp {* | autonomous-system-number | neighbor-address} [soft [in | out] ]
3. show ip bgp [network-address] [network-mask] [longer-prefixes] [prefix-list prefix-list-name |

route-map route-map-name] [shorter prefixes mask-length]
4. show ip bgp neighbors [neighbor-address] [received-routes | routes | advertised-routes | paths

regexp | dampened-routes | received prefix-filter]
5. show ip bgp paths
6. show ip bgp summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

BGPネイバーセッションをクリアし、リセットしま
す。

clear ip bgp {* | autonomous-system-number |
neighbor-address} [soft [in | out] ]

例：

ステップ 2

•この例では、BGPネイバーセッションはすべて
クリアされ、リセットされます。

Device# clear ip bgp *

BGPルーティングテーブル内のすべてのエントリを
表示します。

show ip bgp [network-address] [network-mask]
[longer-prefixes] [prefix-list prefix-list-name | route-map
route-map-name] [shorter prefixes mask-length]

ステップ 3

•この例では、10.1.1.0ネットワークの BGPルー
ティングテーブル情報が表示されます。例：

Device# show ip bgp 10.1.1.0 255.255.255.0

ネイバーへの TCP接続および BGP接続についての
情報を表示します。

show ip bgp neighbors [neighbor-address]
[received-routes | routes | advertised-routes | paths
regexp | dampened-routes | received prefix-filter]

ステップ 4

•この例では、デバイスから他のデバイスのBGP
ネイバー 192.168.3.2にアドバタイズされたルー
トが表示されます。

例：

Device# show ip bgp neighbors 192.168.3.2
advertised-routes

データベース内のすべてのBGPパスに関する情報を
表示します。

show ip bgp paths

例：

ステップ 5

Device# show ip bgp paths

すべてのBGP接続のステータスに関する情報を表示
します。

show ip bgp summary

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

Device# show ip bgp summary

BGPを使用したルートプレフィックスの集約
BGPピアは、ローカルネットワークに関する情報を交換しますが、このために、BGPルーティ
ングテーブルはすぐに巨大になります。CIDRは、ルーティングテーブルのサイズを最小限に
抑えるため、集約ルート（スーパーネット）の作成を可能にします。BGPルーティングテー
ブルが小さければ小さいほど、ネットワークのコンバージェンス時間が短縮され、ネットワー

クのパフォーマンスが高まります。集約されたルートは、BGPを使用して、設定およびアドバ
タイズできます。集約の中には、サマリールートだけをアドバタイズするものもありますが、

別の方法を使ってルートを集約すると、より具体的なルートが転送できるようになります。集

約は、BGPルーティングテーブルに存在するルートだけに適用されます。集約されたルート
は、BGPルーティングテーブルに具体的な集約ルートが少なくともあと 1つ存在する場合に
転送されます。BGP内でルートを集約するには、次の作業のいずれかを行います。

BGPへのスタティック集約ルートの再配布

スタティック集約ルートを BPGに再配布するには、この作業を使用します。スタティック集
約ルートは設定後、BGPルーティングテーブルに再配布されます。スタティックルートは、
インターフェイスヌル0をポイントするように設定する必要があります。また、プレフィック
スは、既知の BGPルートのスーパーセットでなければなりません。BGPパケットを受信した
デバイスは、より具体的な BGPルートを使用します。BGPルーティングテーブルにルートが
ない場合、パケットはヌル 0に転送され、廃棄されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip route prefix mask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]} [distance] [name]

[permanent | track number] [tag tag]
4. router bgp autonomous-system-number
5. redistribute static
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

スタティックルートを作成します。ip route prefix mask {ip-address | interface-type
interface-number [ip-address]} [distance] [name]
[permanent | track number] [tag tag]

ステップ 3

例：

Device(config)# ip route 172.0.0.0 255.0.0.0 null
0

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Device(config)# router bgp 45000

BGPルーティングテーブルにルートを再配布しま
す。

redistribute static

例：

ステップ 5

Device(config-router)# redistribute static

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

BGPを使用した条件付き集約ルートの設定

少なくとも 1つのルートが指定された範囲に含まれる場合、この作業を使用して、BGPルー
ティングテーブルに集約ルートエントリを作成します。集約ルートは、このユーザの自律シ

ステムから始まるものとしてアドバタイズされます。詳細については、「BGPルート集約の
AS_SET情報生成」の項を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. aggregate-address address mask [as-set]
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

BGPルーティングテーブルに集約エントリを作成し
ます。

aggregate-address address mask [as-set]

例：

ステップ 4

•指定されたルートは、BGPテーブル内に存在す
る必要があります。

Device(config-router)# aggregate-address 172.0.0.0
255.0.0.0 as-set

•指定された範囲に含まれる、より詳しい BGP
ルートがある場合は、キーワードを指定せずに

aggregate-addressコマンドを使用して、集約エ
ントリを作成します。

•このルートについてアドバタイズされるパスが
AS_SETであることを指定するには、as-setキー
ワードを使用します。このルートは、集約され

たルートの到達可能性情報が変更されるたびに

取り消され、アップデートされるため、多数の

パスを集約するときには、as-setキーワードは
使用しないでください。

この例では、一部の構文だけが使用されて

います。詳細については、『Cisco IOS IP
Routing: BGP Command Reference』を参照
してください。

（注）

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 5

Device(config-router)# end
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BGPを使用した集約ルートのアドバタイズメントの抑制および抑制解除

集約ルートを作成し、BGPを使用してルートのアドバタイズメントを抑制して、その後、ルー
トのアドバタイズの抑制を解除するには、この作業を使用します。抑制されているルートはい

かなるネイバーにもアドバタイズされませんが、特定のネイバーに対してすでに抑制されてい

るルートの抑制を解除することはできます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
5. 次のいずれかを実行します。

• aggregate-address address mask [summary-only]
• aggregate-address address mask [suppress-map map-name]

6. neighbor {ip-address | peer-group-name} unsuppress-map map-name
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコルBGP
ネイバーテーブルに追加します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

集約ルートを作成します。次のいずれかを実行します。ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

• aggregate-address address mask [summary-only] •集約ルート（たとえば、10.*.*.*）を作成し、す
べてのネイバーに対するより具体的なルートの• aggregate-address address mask [suppress-map

map-name] アドバタイズメントを抑制するには、オプショ

ンの summary-onlyキーワードを使用します。例：

Device(config-router)# aggregate-address 172.0.0.0
255.0.0.0 summary-only

•集約ルートを作成するが、指定されたルートの
アドバタイズメントを抑制するには、オプショ

ンの suppress-mapキーワードを使用します。抑
例：

制されたルートは、いかなるネイバーにもアド

Device(config-router)# aggregate-address 172.0.0.0
255.0.0.0 suppress-map map1

バタイズされません。ルートマップのmatch句
を使用して、集約のより具体的な一部のルート

を選択的に抑制し、他のルートを抑制しないで

おくことができます。IPアクセスリストと自律
システムパスアクセスリストの match句がサ
ポートされています。

この例では、一部の構文だけが使用されて

います。詳細については、『Cisco IOS IP
Routing: BGP Command Reference』を参照
してください。

（注）

（任意）aggregate-addressコマンドにより、すでに
抑制されているルートを選択的にアドバタイズしま

す。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
unsuppress-map map-name

例：

ステップ 6

•この例では、ステップ 5ですでに抑制されてい
るルートが、ネイバー 192.168.1.2にアドバタイ
ズされます。

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
unsuppress map1

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 7

Device(config-router)# end

BGPルートの条件付きアドバタイズ

選択した BGPルートを条件付きでアドバタイズするには、この作業を実行します。条件付き
でアドバタイズされるルートまたはプレフィックスは、アドバタイズマップと存在マップまた

は非存在マップの2つのルートマップで定義されます。存在マップまたは不在マップと関連付
けられているルートマップは、BGPスピーカーが追跡するプレフィックスを指定します。ア
ドバタイズマップと関連付けられているルートマップは、条件が満たされたときに、指定さ

れたネイバーにアドバタイズされるプレフィックスを指定します。

•プレフィックスが存在マップにあることが BGPスピーカーにより判明した場合、アドバ
タイズマップで指定されたプレフィックスがアドバタイズされます。
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•プレフィックスが非存在マップにないことが BGPスピーカーにより判明した場合、アド
バタイズマップで指定されたプレフィックスがアドバタイズされます。

条件が満たされない場合、ルートは取り消され、条件付きアドバタイズメントは行われませ

ん。条件付きアドバタイズメントを行うには、ダイナミックにアドバタイズされるルート、ま

たはアドバタイズされないルートがすべて BGPルーティングテーブルに存在する必要があり
ます。これらのルートは、アクセスリストから、または IPプレフィックスリストから参照さ
れます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. neighbor ip-address advertise-map map-name {exist-map map-name | non-exist-map

map-name}
6. exit
7. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]
8. match ip address {access-list-number [access-list-number... | access-list-name...] | access-list-name

[access-list-number... | access-list-name] | prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}
9. exit
10. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]
11. match ip address {access-list-number [access-list-number... | access-list-name...] | access-list-name

[access-list-number... | access-list-name] | prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}
12. exit
13. access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard] [log]
14. access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard] [log]
15. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# router bgp 45000

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコル
BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスの IPv4マルチプロトコル
BGPネイバーテーブルに追加します。

neighbor ip-address advertise-map map-name
{exist-map map-name | non-exist-map map-name}

例：

ステップ 5

•この例では、存在マップ（map2という名前付
きルートマップ）の ACLと一致するプレ

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
advertise-map map1 exist-map map2

フィックス（192.168.50.0）がローカル BGP
テーブルにある場合に限り、アドバタイズマッ

プ（map1という名前付きルートマップ）の
ACLと一致するプレフィックス（172.17.0.0）
がネイバーにアドバタイズされます。

ルータコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 6

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

例：

ステップ 7

•この例では、map1という名前のルートマップ
が作成されます。

Device(config)# route-map map1 permit 10

標準アクセスリスト、拡張アクセスリスト、また

はプレフィックスリストにより許可されているプ

match ip address {access-list-number
[access-list-number... | access-list-name...] |
access-list-name [access-list-number... | access-list-name]
| prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}

ステップ 8

レフィックスと一致するルートマップを作成しま

す。

例： •この例では、ルートマップは、アクセスリス
ト1で許可されているプレフィックスとマッチ
ングされます。

Device(config-route-map)# match ip address 1

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了して、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 9
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目的コマンドまたはアクション

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

例：

ステップ 10

•この例では、map2という名前のルートマップ
が作成されます。

Device(config)# route-map map2 permit 10

標準アクセスリスト、拡張アクセスリスト、また

はプレフィックスリストにより許可されているプ

match ip address {access-list-number
[access-list-number... | access-list-name...] |
access-list-name [access-list-number... | access-list-name]
| prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}

ステップ 11

レフィックスと一致するルートマップを作成しま

す。

例： •この例では、ルートマップは、アクセスリス
ト2で許可されているプレフィックスとマッチ
ングされます。

Device(config-route-map)# match ip address 2

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了して、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 12

標準アクセスリストを設定します。access-list access-list-number {deny | permit} source
[source-wildcard] [log]

ステップ 13

•この例では、アクセスリスト 1で、neighbor
advertise-mapコマンドによって設定された他例：

の条件に応じて、172.17.0.0プレフィックスの
アドバタイズが許可されます。

Device(config)# access-list 1 permit 172.17.0.0

標準アクセスリストを設定します。access-list access-list-number {deny | permit} source
[source-wildcard] [log]

ステップ 14

•この例では、192.168.50.0が exist-mapのプレ
フィックスになるように、アクセスリスト 2
が認可を与えます。

例：

Device(config)# access-list 2 permit 192.168.50.0

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
exit

例：

ステップ 15

Device(config)# exit

BGPルートの開始
ルート集約は BGPテーブルのサイズを最小化するには便利ですが、BGPテーブルに特定のプ
レフィックスを追加する必要が生じることがあります。ルート集約では、特定のプレフィック

スをさらに非表示にすることができます。「BGPルーティングプロセスの設定」の項で示さ
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れているnetworkコマンドを使用して、ルートを開始し、次のオプション作業によってさまざ
まな状況に対応した BGPテーブルへの BGPルートを開始します。

BGPを使用したデフォルトルートのアドバタイジング

BGPピアへのデフォルトルートをアドバタイズするには、次の作業を実行します。デフォル
トルートはローカルに開始されます。デフォルトルートは、コンフィギュレーションを簡素

化する場合やデバイスでシステムリソースが過剰に使用されないようにする場合に便利です。

デバイスがインターネットサービスプロバイダー（ISP）のピアである場合、ISPは完全なルー
ティングテーブルを持っているため、ISPネットワークへのデフォルトルートを設定しておく
と、ローカルデバイスのリソースが節約されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network / length | permit network / length} [ge

ge-value] [le le-value]
4. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]
5. match ip address {access-list-number [access-list-number... | access-list-name...] | access-list-name

[access-list-number... | access-list-name] | prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}
6. exit
7. router bgp autonomous-system-number
8. neighbor {ip-address | peer-group-name} default-originate [route-map map-name]
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPプレフィックスリストを設定します。ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network /
length | permit network / length} [ge ge-value] [le le-value]

ステップ 3

•この例では、プレフィックスリスト DEFAULT
は、match ip addressコマンドによって設定さ例：

れたマッチングに応じて、10.1.1.0/24プレフィッ
クスのアドバタイズを許可します。

Device(config)# ip prefix-list DEFAULT permit
10.1.1.0/24
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目的コマンドまたはアクション

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィギュ

レーションモードを開始します。

route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

例：

ステップ 4

•この例では、ROUTEという名前のルートマッ
プが作成されます。

Device(config)# route-map ROUTE

標準アクセスリスト、拡張アクセスリスト、また

はプレフィックスリストにより許可されているプレ

フィックスと一致するルートマップを作成します。

match ip address {access-list-number
[access-list-number... | access-list-name...] |
access-list-name [access-list-number... | access-list-name]
| prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]}

ステップ 5

•この例では、ルートマップは、プレフィックス
リスト DEFAULTで許可されているプレフィッ
クスとマッチングされます。

例：

Device(config-route-map)# match ip address
prefix-list DEFAULT

ルートマップコンフィギュレーションモードを終

了して、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 6

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 7

Device(config)# router bgp 40000

（任意）デフォルトルートとして使用するために、

BGPスピーカー（ローカルデバイス）がデフォルト
ルート0.0.0.0をピアに送信することを許可します。

neighbor {ip-address | peer-group-name}
default-originate [route-map map-name]

例：

ステップ 8

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
default-originate

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 9

Device(config-router)# end

バックドアルートを使用した BGPルートの開始

バックドアルートを使用して到達可能なネットワークを示すには、この作業を実行します。

バックドアネットワークはローカルネットワークと同様に扱われますが、アドバタイズされ

ません。詳細については、「BGPバックドアルート」の項を参照してください。
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始める前に

この作業は、BGPピアに対して、IGP（この例ではEIGRP）がすでに設定されていることを前
提にしています。この設定は「BGPバックドアルート」の項にあるのルータBで行われます。
また、BGPピアはルータ Dです。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
5. network ip-address backdoor
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスのマルチプロトコル BGPネ
イバーテーブルに追加します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

•この例では、ピアに指定されている自律システ
ム番号はステップ 3で指定された番号と同じで
あるため、このピアは内部ピアです。

Device(config-router)# neighbor 172.22.1.2
remote-as 45000

バックドアルートを通じて到達可能なネットワーク

を示します。

network ip-address backdoor

例：

ステップ 5

Device(config-router)# network 172.21.1.0 backdoor
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目的コマンドまたはアクション

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

BGPピアグループの設定
この作業では、BGPピアグループの設定方法を説明します。BGPスピーカーでは、多数のネ
イバーが同じアップデートポリシー（つまり、同じアウトバウンドルートマップ、配布リス

ト、フィルタリスト、アップデートソースなど）を使って設定されていることがよくありま

す。同じアップデートポリシーを持つネイバーは、コンフィギュレーションを簡素化するた

め、またさらに重要なことには、アップデートをより効率化するために、ピアグループにグ

ループ化されます。多数のピアがある場合、このアプローチを強く推奨します。

次の作業で説明されている、BGPピアグループを設定するための 3つの手順は次のとおりで
す。

•ピアグループを作成する

•ピアグループへオプションに割り当てる

•ピアグループのメンバをネイバーにする

neighbor shutdownルータコンフィギュレーションコマンドを使用して、コンフィギュレー
ション情報を削除せずに、BGPピア、またはピアグループを削除することができます。

デフォルトでは、ルータコンフィギュレーションモードで neighbor remote-asコマンドを使
用して定義したネイバーは、IPv4ユニキャストアドレスプレフィックスだけを交換します。
IPv6プレフィックスなど、その他のアドレスプレフィックスタイプを交換するには、そのプ
レフィックスタイプについて、アドレスファミリコンフィギュレーションモードで neighbor
activateコマンドを使用してネイバーをアクティブ化する必要もあります。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor peer-group-name peer-group
5. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
6. neighbor ip-address peer-group peer-group-name
7. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
8. neighbor peer-group-name activate
9. neighbor ip-address peer-group peer-group-name
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10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 40000

BGPピアグループを作成します。neighbor peer-group-name peer-group

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor fingroup
peer-group

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルデバイスのマルチプロトコルBGPネ
イバーテーブルに追加します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 5

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 45000

BGPネイバーの IPアドレスをピアグループに割り
当てます。

neighbor ip-address peer-group peer-group-name

例：

ステップ 6

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
peer-group fingroup

IPv4アドレスファミリを指定し、アドレスファミ
リコンフィギュレーションモードを開始します。

address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]

例：

ステップ 7

• unicastキーワードは、IPv4ユニキャストアド
レスファミリを指定します。これがデフォル

トです。

Device(config-router)# address-family ipv4
multicast

•キーワードmulticastは、IPv4マルチキャスト
アドレスプレフィックスが交換されることを

表します。
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目的コマンドまたはアクション

• vrfキーワードおよび vrf-name引数は、IPv4
VRFインスタンス情報が交換されることを示
します。

ネイバーが IPv4アドレスファミリのプレフィック
スをローカルデバイスと交換できるようにします。

neighbor peer-group-name activate

例：

ステップ 8

デフォルトでは、ルータコンフィギュ

レーションモードで neighbor remote-as
コマンドを使用して定義したネイバーは、

ユニキャストアドレスプレフィックスだ

けを交換します。この例で設定している

マルチキャストなど、その他のアドレス

プレフィックスタイプをBGPが交換でき
るようにするには、neighbor activateコマ
ンドを使用してネイバーをアクティブ化

することも必要です。

（注）
Device(config-router-af)# neighbor fingroup
activate

BGPネイバーの IPアドレスをピアグループに割り
当てます。

neighbor ip-address peer-group peer-group-name

例：

ステップ 9

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
peer-group fingroup

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 10

Device(config-router-af)# end

BGP 4の設定例

例：BGPプロセスの設定とピアのカスタマイズ
次の例は、上の（「BGPピアのカスタマイズ」の項）に示されている異なる自律システムにあ
る 2つのネイバーピア（ルータ Aのピアとルータ Eのピア）を使って BGPプロセスが設定さ
れているルータ Bのコンフィギュレーションを示しています。IPv4ユニキャストルートは両
方のピアと交換され、IPv4マルチキャストルートはルータ Eの BGPピアと交換されます。

ルータ B

router bgp 45000
bgp router-id 172.17.1.99
no bgp default ipv4-unicast
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bgp log-neighbor-changes
timers bgp 70 120
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
neighbor 192.168.3.2 description finance
!
address-family ipv4
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
no auto-summary
no synchronization
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast
neighbor 192.168.3.2 activate
neighbor 192.168.3.2 advertisement-interval 25
no auto-summary
no synchronization
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family

例：再配布の例を使用した BGPコンフィギュレーションコマンドの
削除

次の例は、ルートマップを使用して EIGRPへの BGPルートの再配布を有効にする CLIコン
フィギュレーションと、再配布とルートマップを削除する CLIコンフィギュレーションを示
しています。BGPコンフィギュレーションコマンドの中には、他の CLIコマンドに影響を与
えるものもありますが、この例は、あるコマンドの削除が他のコマンドにどのような影響を与

えるかを示しています。

1つ目のコンフィギュレーション例では、ルートマップは、自律システム番号をマッチングお
よび設定するように設定されています。3つの異なる自律システムにあるBGPネイバーが設定
およびアクティブ化されます。EIGRPルーティングプロセスが開始され、ルートマップを使
用して、EIGRPへの BGPルートの再配布が設定されます。

EIGRPへの BGPルート再配布を有効にする CLI

route-map bgp-to-eigrp permit 10
match tag 50000
set tag 65000
exit
router bgp 45000
bgp log-neighbor-changes
address-family ipv4
neighbor 172.16.1.2 remote-as 45000
neighbor 172.21.1.2 remote-as 45000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
neighbor 172.16.1.2 activate
neighbor 172.21.1.2 activate
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
exit
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router eigrp 100
redistribute bgp 45000 metric 10000 100 255 1 1500 route-map bgp-to-eigrp
no auto-summary
exit

2つ目のコンフィギュレーション例では、route-mapコマンドと redistributeコマンドの両方が
無効になっています。route-mapコマンドだけを削除した場合、再配布が自動的に無効になる
ことはありません。再配布は行われますが、マッチングやフィルタリングは行われません。再

配布コンフィギュレーションを削除するには、redistributeコマンドも無効にする必要があり
ます。

EIGRPへの BGPルート再配布を削除する CLI

configure terminal
no route-map bgp-to-eigrp
router eigrp 100
no redistribute bgp 45000
end

例：BGPソフトリセット
次の例は、BGPピア 192.168.1.1の接続をリセットする 2通りの方法を示しています。

例：ダイナミックインバウンドソフトリセット

次に、BGPピア192.168.1.1でダイナミックソフト再構成を開始するコマンドの例を示します。
このコマンドを使用するには、ピアでルートリフレッシュ機能がサポートされている必要があ

ります。

clear ip bgp 192.168.1.1 soft in

例：格納された情報を使用したインバウンドソフトリセット

次の例では、ネイバー 192.168.1.1に対してインバウンドソフト再構成を有効にする方法を示
しています。このネイバーから受信されるすべてのアップデートは、着信ポリシーを無視して

そのまま格納されます。インバウンドソフトウェア再構成を後で行う場合、格納された情報を

使用して、新たに一連のインバウンドアップデートが生成されます。

router bgp 100
neighbor 192.168.1.1 remote-as 200
neighbor 192.168.1.1 soft-reconfiguration inbound

次の例では、ネイバー 192.168.1.1のセッションがクリアされます。

clear ip bgp 192.168.1.1 soft in

例：基本 BGP情報のリセットおよび表示
次に、基本 BGP情報をリセットおよび表示する例を示します。
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clear ip bgp *コマンドは BGPネイバーセッションをすべてクリアし、リセットします。特定
のネイバーをクリアするには neighbor-address引数、自律システムにあるすべてのピアをクリ
アするには autonomous-system-number引数を使用します。引数が指定されていない場合、この
コマンドは BGPネイバーセッションをすべてクリアし、リセットします。

また、clear ip bgp *コマンドは内部 BGP構造をすべてクリアするため、トラブルシューティ
ングツールとして便利です。

（注）

Device# clear ip bgp *

show ip bgpコマンドは、BGPルーティングテーブルのすべてのエントリを表示するために使
用します。次に、10.1.1.0ネットワークのBGPルーティングテーブル情報を表示する例を示し
ます。

Device# show ip bgp 10.1.1.0 255.255.255.0

BGP routing table entry for 10.1.1.0/24, version 2
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
Advertised to update-groups:

1
40000
192.168.1.2 from 192.168.1.2 (10.1.1.99)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best

show ip bgp neighborsコマンドは、TCPおよび BGP接続に関する情報をネイバーに表示する
ために使用します。次の例は、上の図（「IPv4 VRFアドレスファミリ用にBGPピアを設定」
の項）のルータ Bから、ルータ Eにある BGPネイバー 192.168.3.2にアドバタイズされるルー
トを示しています。

Device# show ip bgp neighbors 192.168.3.2 advertised-routes

BGP table version is 3, local router ID is 172.17.1.99
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24 192.168.1.2 0 0 40000 i
*> 172.17.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
Total number of prefixes 2

show ip bgp pathsコマンドは、データベース内のすべての BGPパスを表示するために使用し
ます。次に、上の図（「BGPピアのカスタマイズ」の項）のルータ Bに対する BGPパス情報
を表示する例を示します。

Device# show ip bgp paths

Address Hash Refcount Metric Path
0x2FB5DB0 0 5 0 i
0x2FB5C90 1 4 0 i
0x2FB5C00 1361 2 0 50000 i
0x2FB5D20 2625 2 0 40000 i
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show ip bgp summaryコマンドは、すべてのBGP接続のステータスを表示するために使用しま
す。次に、上の図（「BGPピアのカスタマイズ」の項）のルータ Bに対する BGPルーティン
グテーブル情報を表示する例を示します。

Device# show ip bgp summary

BGP router identifier 172.17.1.99, local AS number 45000
BGP table version is 3, main routing table version 3
2 network entries using 234 bytes of memory
2 path entries using 104 bytes of memory
4/2 BGP path/bestpath attribute entries using 496 bytes of memory
2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 882 total bytes of memory
BGP activity 14/10 prefixes, 16/12 paths, scan interval 60 secs
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
192.168.1.2 4 40000 667 672 3 0 0 00:03:49 1
192.168.3.2 4 50000 468 467 0 0 0 00:03:49 (NoNeg)

例：BGPを使用したプレフィックスの集約
次の例は、集約ルートを BGPに再配布するか、または BGP条件付き集約ルーティング機能を
使用することにより、BGPで集約ルートを使用する方法を示します。

次の例では、redistribute staticルータコンフィギュレーションコマンドを使用して、集約ルー
ト 10.0.0.0が再配布されます。

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null 0
!
router bgp 100
redistribute static

次のコンフィギュレーションは、少なくとも 1つのルートが指定された範囲に含まれる場合
に、BGPルーティングテーブルに集約エントリを作成する方法を示します。自律システムか
ら受け取られるに従って、集約ルートはアドバタイズされます。また、この集約ルートには、

情報が失われている可能性を示すために、atomic aggregate属性が設定されています（デフォル
トでは、aggregate-addressルータコンフィギュレーションコマンドで as-setキーワードを使
用しない限り、atomic aggregateは設定されています）。

router bgp 100
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0

次の例は、直前の例と同じルールを使用して集約エントリを作成する方法を示していますが、

このルートでアドバタイズされるパスは、要約されているパスすべてに含まれるすべての要素

から構成される AS_SETです。

router bgp 100
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0 as-set

次の例は、10.0.0.0に対する集約ルートを作成しながら、すべてのネイバーへのより具体的な
ルートのアドバタイズメントを抑制する方法を示します。
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router bgp 100
aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0 summary-only

次の例は、非アクティブなルートをアドバタイズしないように BGPを設定します。

Device(config)# router bgp 50000
Device(config-router)# address-family ipv4 unicast
Device(config-router-af)# bgp suppress-inactive
Device(config-router-af)# end

次の例は、REDという名前の VRFでルートの上限を設定し、REDという名前の VRF経由で
非アクティブなルートをアドバタイズしないように BGPを設定します。

Device(config)# ip vrf RED
Device(config-vrf)# rd 50000:10
Device(config-vrf)# maximum routes 1000 10
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# router bgp 50000
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf RED
Device(config-router-af)# bgp suppress-inactive
Device(config-router-af)# end

例：BGPピアグループの設定
次の例は、アドレスファミリを使用して、ピアグループのすべてのメンバがユニキャストと

マルチキャストの両方に対応できるようにピアグループを設定する方法を示しています。

router bgp 45000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
address-family ipv4 unicast
neighbor mygroup peer-group
neighbor 192.168.1.2 peer-group mygroup
neighbor 192.168.3.2 peer-group mygroup

router bgp 45000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
address-family ipv4 multicast
neighbor mygroup peer-group
neighbor 192.168.1.2 peer-group mygroup
neighbor 192.168.3.2 peer-group mygroup
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
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MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェアリリース、およびフィー
チャセットのMIBを検索してダウンロードする場合は、次のURLにある
Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

CISCO-BGP4-MIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートならびにドキュメントの

Webサイトではリソースをオンラインで提供
しており、マニュアル、ソフトウェア、およ

びツールをダウンロードできます。これらの

リソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために

使用してください。このWebサイト上のツー
ルにアクセスする際は、Cisco.comのログイン
IDおよびパスワードが必要です。

BGP 4の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、http://www.cisco.com/go/cfnに進みます。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 2 : BGP 4の機能情報

機能情報リリース機能名

BGPは、独自のルーティング
ポリシー（自律システム）を

持つ異なるルーティングドメ

イン間に、ループのないルー

ティングを行うように設計さ

れたドメイン間ルーティング

プロトコルです。BGPバー
ジョン 4のシスコソフトウェ
ア実装では、マルチプロトコ

ル拡張がサポートされてお

り、IPバージョン4（IPv4）、
IPバージョン6（IPv6）、バー
チャルプライベートネット

ワークバージョン 4
（VPNv4）、コネクションレ
ス型ネットワークサービス

（CLNS）を含むインターネッ
トプロトコル（IP）マルチ
キャストルートおよび複数の

レイヤ 3プロトコルアドレス
ファミリのルーティング情報

がBGPにより伝送されるよう
になっています。
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