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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ソフト構成に関する情報

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
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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

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 4ソフト構成の設定方法

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。
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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

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
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目的コマンドまたはアクション

•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。

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
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目的コマンドまたはアクション

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

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、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。
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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

BGP 4ソフト構成の設定例

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。
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clear ip bgp 192.168.1.1 soft in

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster CommandList, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』

BGPコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Route Refresh Capability for BGP-4』RFC
2918

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ソフト構成の機能情報
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。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_bgp/command/reference/irg_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_bgp/command/reference/irg_book.html
http://www.cisco.com/support


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。

表 1 : BGP 4ソフト構成の機能情報

機能情報リリース機能名

BGP 4ソフト構成では、BGP
セッションをクリアせずに

BGP4ポリシーを設定およびア
クティブ化できるため、転送

キャッシュを無効にする必要

がありません。
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