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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。
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BGPダイナミックネイバーに関する情報

BGPダイナミックネイバー
BGPダイナミックネイバーに対するサポート機能が Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチの
Cisco IOS Release 12.2(33)SXHに導入されました。BGPダイナミックネイバーのサポートは、
IPアドレスの範囲で定義されたリモートネイバーのグループへの BGPピアリングを可能にし
ます。各範囲は、サブネット IPアドレスとして設定できます。BGPダイナミックネイバー
は、IPアドレスおよび BGPピアグループの範囲を使用して設定されます。

Cisco IOS XE Denali 16.3リリースでは、BGPダイナミックネイバーのサポートが、VRFのサ
ポートを含む IPv6 BGPピアリングに拡張されました。

サブネットの範囲が BGPピアグループに対して設定され、TCPセッションがそのサブネット
の範囲の IPアドレスに対して別のルータによって開始された後、新しい BGPネイバーがその
グループのメンバとしてダイナミックに作成されます。サブネットの範囲の初期設定および

（受信範囲グループと呼ばれる）ピアグループのアクティベーションの後、ダイナミックBGP
ネイバーの作成には、初期ルータへのさらなる CLI設定は必要ありません。その他のルータ
は、初期ルータを使用する BGPセッションを確立できますが、BGPセッションに使用される
リモートピアの IPアドレスが設定された範囲内にない場合、この初期ルータは、この BGP
セッションを設定する必要はありません。

BGPダイナミックネイバー機能をサポートするために、show ip bgp neighbors、show ip bgp
peer-group、および show ip bgp summaryコマンドの出力がダイナミックネイバーに関する情
報を表示するように更新されました。

ダイナミックBGPネイバーは、ピアグループのすべての設定を継承します。大きいBGPネッ
トワークで BGPダイナミックネイバーを実装すると CLI設定の量と複雑さが軽減され、CPU
とメモリの使用量が節約されます。IPv4ピアリングだけがサポートされます。

BGPダイナミックネイバーの設定方法

サブネット範囲を使用する BGPダイナミックネイバーの実装
Cisco IOS Release 12.2(33)SXHでは、BGPダイナミックネイバーに対するサポートが導入され
ました。サブネット範囲を使用する BGPネイバーのダイナミックな作成を実装するには、次
の作業を実行します。

この作業では、BGPピアグループが下の図のルータ Bに作成され、ダイナミック BGPネイ
バー数に関してグローバル制限が設定されて、サブネット範囲がピアグループに関連付けられ

ます。サブネット範囲を設定すると、ダイナミック BGPネイバープロセスがイネーブルにな
ります。ピアグループがローカルルータのBGPネイバーテーブルに追加され、代替自律シス
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テム番号も設定されます。ピアグループは、IPv4アドレスファミリの下でアクティブ化され
ます。

次の手順では、別のルータ（下の図のルータE）に移動します。ここで、BGPセッションが開
始され、ネイバールータであるルータ Bがリモート BGPピアとして設定されます。このピア
リング設定は、TCPセッション（192.168.3.2）を開始する IPアドレスがダイナミック BGPピ
アに対して設定されたサブネット範囲内にあるため、TCPセッションを開き、ルータBにダイ
ナミックBGPネイバーを作成させます。この作業では、最初のルータであるルータBに戻り、
ダイナミック BGPピア情報を表示するように変更された 3つの showコマンドが実行されま
す。

図 1 : BGPダイナミックネイバートポロジ

始める前に

この作業では、Cisco IOSRelease 12.2(33)SXH、またはこれ以降のリリースが実行中である必要
があります。

この作業は、IPv4 BGPピアリングだけをサポートします。（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. bgp log-neighbor-changes
5. neighbor peer-group-name peer-group
6. bgp listen [limit max-number]
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7. bgp listen [limit max-number | range network / length peer-group peer-group-name]
8. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} ebgp-multihop [ttl]
9. neighbor peer-group-name remote-as autonomous-system-number [alternate-as

autonomous-system-number... ]
10. address-family ipv4 [mdt | multicast | unicast [vrf vrf-name]]
11. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
12. end
13. この作業で設定された BGPピアグループのサブネット範囲内にインターフェイスを持

つ別のルータに移動します。

14. enable
15. configure terminal
16. router bgp autonomous-system-number
17. neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as autonomous-system-number [alternate-as

autonomous-system-number... ]
18. 最初のルータに戻ります。

19. show ip bgp summary
20. show ip bgp peer-group [peer-group-name] [summary]
21. show ip bgp neighbors [ip-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）。

DeviceB> enable •この設定はルータ Bに入力されます。

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

DeviceB# 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

DeviceB(config)# router bgp 45000

（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：

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

ステップ 4

•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
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

例：

ステップ 5

•この例では、グループ 192という名前のピア
グループが作成されます。このグループは、受

信範囲グループとして使用されます。
DeviceB(config-router)# neighbor group192
peer-group

BGPダイナミックサブネット範囲ネイバーのグロー
バル制限を設定します。

bgp listen [limit max-number]

例：

ステップ 6

•オプションの limitキーワードおよび
max-number引数を使用して、作成可能な BGPDeviceB(config-router)# bgp listen limit 200

ダイナミックサブネット範囲ネイバーの最大

数を定義します。

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。詳細な構文

については、手順7を参照してください。

（注）

サブネット範囲をBGPピアグループと関連付け、
BGPダイナミックネイバー機能をアクティブにし
ます。

bgp listen [limit max-number | range network / length
peer-group peer-group-name]

例：

ステップ 7

•オプションの limitキーワードおよび
max-number引数を使用して、作成可能な BGP
ダイナミックネイバーの最大数を定義します。

DeviceB(config-router)# bgp listen range
192.168.0.0/16 peer-group group192

•オプションの rangeキーワードおよび network
/ length引数を使用して、指定したピアグルー
プに関連付けられるプレフィックス範囲を定義

します。

•この例では、プレフィックス範囲192.168.0.0/16
がグループ192という名前の受信範囲グループ
に関連付けられます。

直接接続されていないネットワーク上の外部ピアか

らの BGP接続を受け入れ、またそのピアへの BGP
接続を試みます。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
ebgp-multihop [ttl]

例：

ステップ 8

DeviceB(config-router)# neighbor group192
ebgp-multihop 255

BGPダイナミックネイバー
5

BGPダイナミックネイバー

サブネット範囲を使用する BGPダイナミックネイバーの実装



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内のネイバーの IPアドレ
スまたはピアグループ名を、ローカルルータの

neighbor peer-group-name remote-as
autonomous-system-number [alternate-as
autonomous-system-number... ]

ステップ 9

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。例：

DeviceB(config-router)# neighbor group192
remote-as 40000 alternate-as 50000

•オプションの alternate-asキーワードおよび
autonomous-system-number引数を使用して、受
信範囲ネイバーに対して最大5つの代替自律シ
ステム番号を特定します。

•この例では、グループ 192という名前のピア
グループが2つの可能な自律システム番号とと
もに設定されます。

alternate-asキーワードは、受信範囲ピア
グループとともにだけ使用され、個別の

BGPネイバーとは使用されません。

（注）

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、アドレスファミリ固有の設定を受け

入れるよう BGPピアを設定します。

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

例：

ステップ 10

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

設定されたアドレスファミリに対してネイバーま

たは受信範囲ピアグループをアクティブにします。

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

例：

ステップ 11

•この例では、ネイバー 172.16.1.1が IPv4アド
レスファミリに対してアクティブにされます。

DeviceB(config-router-af)# neighbor group192
activate

通常、BGPピアグループは、このコマン
ドを使用してアクティブにできませんが、

受信範囲ピアグループは特別です。

（注）

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 12

DeviceB(config-router-af)# end

－この作業で設定された BGPピアグループのサブ
ネット範囲内にインターフェイスを持つ別のルー

タに移動します。

ステップ 13

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 14

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

DeviceE> enable
•この設定はルータ Eに入力されます。

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 15

DeviceE# 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 16

DeviceE(config)# router bgp 50000

指定された自律システム内のネイバーの IPアドレ
スまたはピアグループ名を、ローカルルータの

neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number [alternate-as
autonomous-system-number... ]

ステップ 17

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。例：

DeviceE(config-router)# neighbor 192.168.3.1
remote-as 45000

•この例では、ルータEのインターフェイス（上
の図の 192.168.3.2）が BGP受信範囲グループ
であるグループ192用に設定されたサブネット
範囲とともにあります。TCPがルータ Bのピ
アに対してセッションを開くと、ルータ Bは
このピアをダイナミックに作成します。

－最初のルータに戻ります。ステップ 18

（任意）BGPネイバーへのすべての接続の BGPパ
ス、プレフィックス、および属性情報を表示しま

す。

show ip bgp summary

例：

DeviceB# show ip bgp summary

ステップ 19

•この手順では、この設定はルータ Bに戻って
います。

（任意）BGPピアグループの情報を表示します。show ip bgp peer-group [peer-group-name] [summary]

例：

ステップ 20

DeviceB# show ip bgp peer-group group192

（任意）ネイバーへのBGPおよびTCP接続につい
ての情報を表示します。

show ip bgp neighbors [ip-address]

例：

ステップ 21

•この例では、ダイナミックに作成されたネイ
バー 192.168.3.2の情報が表示されます。このDeviceB# show ip bgp neighbors 192.168.3.2

BGPネイバーの IPアドレスは、show ip bgp
summaryコマンドまたは show ip bgp
peer-groupコマンドの出力にあります。

BGPダイナミックネイバー
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目的コマンドまたはアクション

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

次に示す出力例は、この作業の適切な設定手順が上の図のルータ Bとルータ Eの両方
で完了した後に、ルータ Bから取得されました。

show ip bgp summaryコマンドの次の出力は、BGPネイバー 192.168.3.2がダイナミッ
クに作成され、この受信範囲グループであるグループ 192のメンバーであることを示
します。この出力は、IPプレフィックス範囲 192.168.0.0/16がグループ 192という名
前の受信範囲に定義されることも示します。

Router# show ip bgp summary
BGP router identifier 192.168.3.1, local AS number 45000
BGP table version is 1, main routing table version 1
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
*192.168.3.2 4 50000 2 2 0 0 0 00:00:37 0
* Dynamically created based on a listen range command
Dynamically created neighbors: 1/(200 max), Subnet ranges: 1
BGP peergroup group192 listen range group members:
192.168.0.0/16

show ip bgp peer-groupコマンドの次の出力は、この作業で設定された受信範囲グルー
プであるグループ 192の情報を示します。

Router# show ip bgp peer-group group192
BGP peer-group is group192, remote AS 40000
BGP peergroup group192 listen range group members:
192.168.0.0/16
BGP version 4
Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds
For address family: IPv4 Unicast
BGP neighbor is group192, peer-group external, members:
*192.168.3.2
Index 0, Offset 0, Mask 0x0
Update messages formatted 0, replicated 0
Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0

show ip bgp neighborsコマンドの次の出力例は、ネイバー 192.168.3.2がこのピアグ
ループであるグループ 192のメンバーで、このピアがダイナミックに作成されたこと
を示すサブセット範囲グループ 192.168.0.0/16に属していることを示します。

Router# show ip bgp neighbors 192.168.3.2
BGP neighbor is *192.168.3.2, remote AS 50000, external link
Member of peer-group group192 for session parameters
Belongs to the subnet range group: 192.168.0.0/16
BGP version 4, remote router ID 192.168.3.2

BGPダイナミックネイバー
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BGP state = Established, up for 00:06:35
Last read 00:00:33, last write 00:00:25, hold time is 180, keepalive intervals
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(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: 0 0
Keepalives: 7 7
Route Refresh: 0 0
Total: 8 8

Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 1, neighbor version 1/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
1 update-group member
group192 peer-group member

.

.

.

VRFのサポートを含むBGP IPv6ダイナミックネイバーサポートの設定
Cisco IOS XE Denali 16.3リリースでは、BGPダイナミックネイバーのサポートが IPv6 BGPピ
アリングに拡張されました。

VRFのサポートなしで BGP IPv6ダイナミックネイバーを設定することもできます。（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. bgp listen [limit max-number | range network / length peer-group peer-group-name]
5. address-family [ ipv4 | ipv6] [mdt | multicast | unicast [vrf vrf-name]]
6. bgp listen [limit max-number]
7. neighbor peer-group-name peer-group
8. neighbor peer-group-name remote-as autonomous-system-number [alternate-as

autonomous-system-number... ]
9. address-family [ ipv4 | ipv6] [mdt | multicast | unicast [vrf vrf-name]]
10. neighbor {ip-address | peer-group-name} activate
11. end

BGPダイナミックネイバー
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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 •この設定はルータ Bに入力されます。

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

サブネット範囲をBGPピアグループと関連付け、
BGPダイナミックネイバー機能をアクティブにし
ます。

bgp listen [limit max-number | range network / length
peer-group peer-group-name]

例：

ステップ 4

•オプションの limitキーワードおよび
max-number引数を使用して、作成可能な BGP
ダイナミックネイバーの最大数を定義します。

Device(config-router)# bgp listen range
2001::0/64 peer-group group192

•オプションの rangeキーワードおよび network
/ length引数を使用して、指定したピアグルー
プに関連付けられるプレフィックス範囲を定義

します。

•この例では、プレフィックス範囲2001::0/64が
group192という名前の受信範囲グループに関
連付けられます。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、アドレスファミリ固有の設定を受け

入れるよう BGPピアを設定します。

address-family [ ipv4 | ipv6] [mdt |multicast | unicast
[vrf vrf-name]]

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# address-family ipv6
unicast vrf vrf1

VRFアドレスファミリでのプレフィックスの最大
数を指定します。

bgp listen [limit max-number]

例：

ステップ 6

Device(config-router)# bgp listen limit 500

BGPダイナミックネイバー
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目的コマンドまたはアクション

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

例：

ステップ 7

•この例では、グループ 192という名前のピア
グループが作成されます。このグループは、受

信範囲グループとして使用されます。
Device(config-router)# neighbor group192
peer-group

指定した自律システム内のネイバーの IPアドレス
またはピアグループ名を IPv6 BGPネイバーテー
ブルに追加します。

neighbor peer-group-name remote-as
autonomous-system-number [alternate-as
autonomous-system-number... ]

例：

ステップ 8

•オプションの alternate-asキーワードおよび
autonomous-system-number引数を使用して、受

Device(config-router)# neighbor group192
remote-as 101 alternate-as 102 信範囲ネイバーに対して最大5つの代替自律シ

ステム番号を特定します。

•この例では、グループ 192という名前のピア
グループが2つの可能な自律システム番号とと
もに設定されます。

alternate-asキーワードは、受信範囲ピア
グループとともにだけ使用され、個別の

BGPネイバーとは使用されません。

（注）

このピアグループに対して IPv4アドレスファミリ
を有効にします。

address-family [ ipv4 | ipv6] [mdt |multicast | unicast
[vrf vrf-name]]

例：

ステップ 9

Device(config-router-af)# address-family ipv4
unicast vrf vrf1

設定されたアドレスファミリに対してネイバーま

たは受信範囲ピアグループをアクティブにします。

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

例：

ステップ 10

Device(config-router-af)# neighbor group192
activate

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 11

Device(config-router-af)# end

BGP IPv6ダイナミックネイバー設定の確認
グローバルルーティングテーブルの BGP IPv6ユニキャストアドレスファミリ設定を確認す
るには、show bgp ipv6 unicast summaryコマンドを使用します。

BGPダイナミックネイバー
11

BGPダイナミックネイバー

BGP IPv6ダイナミックネイバー設定の確認



Device# show bgp ipv6 unicast summary
BGP router identifier 192.168.3.1, local AS number 45000
BGP table version is 1, main routing table version 1
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
*2001::1 4 50000 2 2 0 0 0 00:00:37 0
* Dynamically created based on a listen range command
Dynamically created neighbors: 1/(200 max), Subnet ranges: 1
BGP peergroup group192 listen range group members:
2001::0/64

グローバルルーティングテーブルの IPv6ダイナミックネイバー設定を確認するには、show
bgp { ipv4 | ipv6 } unicast peer-group< name>コマンドを使用します。
Device# show bgp ipv6 unicast peer-group group192
BGP peer-group is group192, remote AS 40000
BGP peergroup group192 listen range group members:
2001::0/64
BGP version 4
Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds
For address family: IPv6 Unicast
BGP neighbor is group192, peer-group external, members:
*2001::1
Index 0, Offset 0, Mask 0x0
Update messages formatted 0, replicated 0
Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0

次のコマンドを使用して、VRFルーティングテーブルの BGP IPv6ダイナミックネイバー設
定を確認できます。

• show bgp vpnv6 unicast vrf <name> neighbors

• show bgp vpnv6 unicast vrf <name> summary

• show bgp vpnv6 unicast vrf <name> peer-group <name>

• debug bgp [ipv6 | vpnv6 ] unicast range

BGPダイナミックネイバーの設定例

例：サブネット範囲を使用する BGPダイナミックネイバーの実装
次の例では、2つの BGPピアグループが下の図のルータ Bに作成され、ダイナミック BGPネ
イバー数に関してグローバル制限が設定され、サブネット範囲がピアグループに関連付けられ

ます。サブネット範囲を設定すると、ダイナミック BGPネイバープロセスがイネーブルにな
ります。このピアグループは、ローカルルータのBGPネイバーテーブルに追加され、代替自
律システム番号もこのピアグループの 1つであるグループ 192に設定されます。このサブネッ
ト範囲ピアグループおよび標準 BGPピアは、その後 IPv4アドレスファミリの下でアクティ
ブ化されます。

この設定は、別のルータ（下の図のルータA）に移動します。ここで、BGPセッションが開始
され、ネイバールータであるルータ Bがリモート BGPピアとして設定されます。このピアリ
ング設定は、TCPセッション（192.168.1.2）を開始する IPアドレスがダイナミック BGPピア

BGPダイナミックネイバー
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に対して設定されたサブネット範囲内にあるため、TCPセッションを開き、ルータBにダイナ
ミック BGPネイバーを作成させます。

3番目のルータ（下の図のルータ E）もルータ Bを持つ BGPピアリングセッションを開始し
ます。ルータEは、代替自律システムに設定されている自律システム 50000にあります。ルー
タ Bは、別のダイナミック BGPピアを作成することにより、結果として得られた TCPセッ
ションに応答します。

この例は、ルータ Bで入力される show ip bgp summaryコマンドの出力で終了します。

図 2 : BGPダイナミックネイバートポロジ

ルータ B

enable
configure terminal
router bgp 45000
bgp log-neighbor-changes
bgp listen limit 200
bgp listen range 172.21.0.0/16 peer-group group172
bgp listen range 192.168.0.0/16 peer-group group192
neighbor group172 peer-group
neighbor group172 remote-as 45000
neighbor group192 peer-group
neighbor group192 remote-as 40000 alternate-as 50000
neighbor 172.16.1.2 remote-as 45000
address-family ipv4 unicast
neighbor group172 activate
neighbor group192 activate
neighbor 172.16.1.2 activate
end

ルータ A

enable

BGPダイナミックネイバー
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configure terminal
router bgp 40000
neighbor 192.168.1.1 remote-as 45000
exit

ルータ E

enable
configure terminal
router bgp 50000
neighbor 192.168.3.1 remote-as 45000
exit

ルータAとルータ Eの両方が設定された後、show ip bgp summaryコマンドがルータ Bで実行
されます。この出力は、正規 BGPネイバー 172.16.1.2およびルータ Aとルータ Eがルータ B
に対する BGPピアリングの TCPセッションを開始したときにダイナミックに作成された 2つ
の BGPネイバーを表示します。この出力は、設定された受信範囲サブネットグループに関す
る情報も表示します。

BGP router identifier 192.168.3.1, local AS number 45000
BGP table version is 1, main routing table version 1
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.16.1.2 4 45000 15 15 1 0 0 00:12:20 0
*192.168.1.2 4 40000 3 3 1 0 0 00:00:37 0
*192.168.3.2 4 50000 6 6 1 0 0 00:04:36 0
* Dynamically created based on a listen range command
Dynamically created neighbors: 2/(200 max), Subnet ranges: 2
BGP peergroup group172 listen range group members:
172.21.0.0/16

BGP peergroup group192 listen range group members:
192.168.0.0/16

例：VRFのサポートを含むBGP IPv6ダイナミックネイバーサポートの
設定

VRFのサポートを含む BGP IPv6ダイナミックネイバーサポートの設定

enable
configure terminal
router bgp 55000
bgp listen range 2001::0/64 peer-group group182
address-family ipv6 unicast vrf vrf2
bgp listen limit 600
neighbor group182 peer-group
neighbor group182 remote-as 103 alternate-as 104
address-family ipv4 unicast vrf vrf2
neighbor group182 activate
end

VRFのサポートなしでの BGP IPv6ダイナミックネイバーサポートの設定

enable
configure terminal
router bgp 100

BGPダイナミックネイバー
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bgp listen range 2001::0/64 peer-group group192
bgp listen limit 500
neighbor group192 peer-group
neighbor group192 remote-as 101 alternate-as 102
address family ipv6 unicast
neighbor group192 activate
address family ipv4 unicast
neighbor group192 activate
end
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BGPダイナミックネイバーの機能情報
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。

表 1 : BGPダイナミックネイバーの機能情報

機能情報リリース機能名

BGPダイナミックネイバーの
サポートは、IPアドレスの範
囲で定義されたリモートネイ

バーのグループへのBGPピア
リングを可能にします。各範

囲は、サブネット IPアドレス
として設定できます。BGPダ
イナミックネイバーは、IPア
ドレスおよびBGPピアグルー
プの範囲を使用して設定され

ます。サブネットの範囲が

BGPピアグループに対して設
定され、TCPセッションがそ
のサブネットの範囲の IPアド
レスに対して開始された後、

新しいBGPネイバーがそのグ
ループのメンバとしてダイナ

ミックに作成されます。この

新しいBGPネイバーは、ピア
グループのすべての設定を継

承します。

この機能により、次のコマン

ドが導入または変更されまし

た。bgp listen、debug ip bgp
range、neighbor remote-as、
show ip bgp neighbors、show
ip bgp peer-group、show ip bgp
summary

BGPダイナミックネイバー
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機能情報リリース機能名

Cisco IOSXEDenali 16.3リリー
スでは、BGPダイナミックネ
イバーのサポートが、VRFの
サポートを含む IPv6BGPピア
リングに拡張されました。

この機能により、次のコマン

ドが導入または変更されまし

た。bgp listen、debug ip bgp
range、neighbor remote-as、
show bgp neighbors、show bgp
summary、 show bgp vpnv6
unicast vrf neighbors、 show
bgp vpnv6 unicast vrf
peer-group、 show bgp vpnv6
unicast vrf summary

Cisco IOS XE Denali 16.3.1BGP IPv6ダイナミックネイ
バーサポートとVRFサポート
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