
最大プレフィックス制限到達後の BGPネ
イバーセッション再起動

最大プレフィックス制限到達後の BGPセッション再起動機能により、restartキーワードが
neighbor maximum-prefixコマンドに追加されます。これにより、ネットワークオペレータ
は、ピアから受信したプレフィックス数が最大プレフィックス制限を超えたときに、ピアリン

グセッションをデバイスで再確立するまでの時間を設定できます。

•機能情報の確認（1ページ）
•最大プレフィックス制限到達後の BGPネイバーセッション再起動に関する情報（2ペー
ジ）

•最大プレフィックス制限を超えた後にネイバーセッションを再確立するためのデバイスの
設定方法（3ページ）

•最大プレフィックス制限到達後の BGPネイバーセッション再起動の設定例（7ページ）
•最大プレフィックス制限到達後の BGPネイバーセッション再起動に関する追加情報（8
ページ）

•最大プレフィックス制限後の BGPネイバーセッション再起動の機能情報（9ページ）

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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最大プレフィックス制限到達後のBGPネイバーセッショ
ン再起動に関する情報

プレフィックス制限および BGPピアリングセッション
BGPを実行しているデバイスがピアから受信できるプレフィックスの最大数を制限するには、
neighbor maximum-prefixコマンドを使用します。デバイスがピアデバイスから過剰のプレ
フィックスを受信し、最大プレフィックス制限を超えると、このピアリングセッションは無効

になるか、ダウン状態になります。このセッションは、格納されているプレフィックスをクリ

アする clear ip bgpコマンドを入力することによってネットワークオペレータが手動でアップ
状態に戻すまで、ダウン状態のままです。

最大プレフィックス制限による BGPネイバーセッションの再起動
restartキーワードが neighbormaximum-prefixコマンドに追加されたため、ネットワークオペ
レータは、BGPネイバーピアリングセッションが無効またはダウン状態のときにこのピアリ
ングセッションを自動的に再確立するようにデバイスを設定できます。ピアリングを自動的に

再確立できるようになるまでの時間が設定可能です。restartキーワードの restart-intervalを分
単位で指定します。値の範囲は 1～ 65,535分です。

BGP中止通知のサブコード
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）では、特定のアドレスファミリのピアから受け取
るプレフィックスの最大数に制限を設けています。この制限は、デバイスにとって、ローカル

またはリモートネイバーのいずれかの設定ミスに起因する、リソースの枯渇に対する予防措置

となります。アドバタイズメントによりピアが BGPをフラッディングしないようにするため
に、サポートされているアドレスファミリごとに、1つのピアから受け入れるプレフィックス
の数に対する制限が課されます。デフォルトの制限値は、該当するアドレスファミリのピアに

対して maximum-prefix limitコマンドを設定することにより、上書きできます。

BGP中止通知メッセージでは、次のサブコードがサポートされています。

•最大プレフィックス数到達

•管理シャットダウン

•ピア設定解除

•管理リセット

特定のアドレスファミリのピアから受信したプレフィックスの数が、このアドレスファミリ

に対する最大制限値（デフォルト設定またはユーザ設定のいずれかによる）を超えると、停止

通知メッセージがそのネイバーに送信され、このネイバーとのピアリングが終了されます。特

定のアドレスファミリのネイバーとのピアリングが確立され、そのネイバーから一定数のプレ
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フィックスをすでに受信した後で、そのネイバーのプレフィックスの最大数が設定されている

ことがあります。設定されたプレフィックスの最大数が、アドレスファミリのネイバーからす

でに受信したプレフィックスの数よりも小さい場合は、設定直後に停止通知メッセージがその

ネイバーに送信され、そのネイバーとのピアリングが終了されます。

最大プレフィックス制限を超えた後にネイバーセッショ

ンを再確立するためのデバイスの設定方法

最大プレフィックス制限到達後にネイバーセッションを再確立するた

めのルータの設定

BGPピアから受信されたプレフィックス数が最大プレフィックス制限を超えたときに、デバイ
スによって BGPネイバーセッションが再確立される時間間隔を設定するには、次の作業を実
行します。

ネットワークオペレータは、設定された最大プレフィックス制限を超えたためにダウン状態に

なったネイバーセッションを自動的に再確立するように、BGPを実行しているデバイスを設
定できます。この機能がイネーブルのときには、ネットワークオペレータの介入は必要ありま

せん。

この作業は、ディセーブルになった BGPネイバーセッションをネットワークオペレータが指
定した時間間隔で再確立しようとします。ただし、再起動タイマーの設定だけでは、送信して

いるプレフィックス数が超過しているピアを変更または修正できません。ネットワークオペ

レータは、最大プレフィックス制限を再設定するか、そのピアから送信されるプレフィックス

数を減らす必要があります。プレフィックスを過剰に送信するように設定されたピアは、ネッ

トワークに不安定な状態をもたらす可能性があり、過剰な数のプレフィックスが急速にアドバ

タイズおよび除去されます。この場合、ネットワークオペレータは、原因となっている問題を

修正する際に、neighbor maximum-prefixコマンドの warning-onlyキーワードを設定して再起
動機能を無効にすることができます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} peer-group
5. neighbor {ip-address | ipv6-address% | peer-group-name} peer-group peer-group-name
6. neighbor {ip-address | ipv6-address% | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number

[ alternate-as autonomous-system-number...]
7. neighbor {ip-address | ipv6-address% | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number

[ alternate-as autonomous-system-number...]
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8. neighbor {ip-address | ipv6-address% | }maximum-prefixmaximum [threshold] [restartminutes]
[warning-only]

9. end
10. 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）。

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

ルータコンフィギュレーションモードを開始して、

BGPルーティングプロセスを作成します。
router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 101

BGPピアグループまたはマルチプロトコルBGPピ
アグループを作成します。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
peer-group

例：

ステップ 4

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

ピアグループのメンバになるようにBGPネイバー
を設定します。

neighbor {ip-address | ipv6-address% |
peer-group-name} peer-group peer-group-name

例：

ステップ 5

• %キーワードは、IPv6リンクローカルアドレ
ス識別子です。このキーワードは、リンクロー

Device(config-router)# neighbor 10.4.9.5
peer-group internal カル IPv6アドレスがそのインターフェイスの

コンテキスト外で使用される場合は、追加する

必要があります。

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコル
BGPネイバーテーブルにピアグループを追加しま
す。

neighbor {ip-address | ipv6-address% |
peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
[ alternate-as autonomous-system-number...]

例：

ステップ 6

Device(config-router)# neighbor internal
remote-as 100

最大プレフィックス制限到達後の BGPネイバーセッション再起動
4

最大プレフィックス制限到達後の BGPネイバーセッション再起動

最大プレフィックス制限到達後にネイバーセッションを再確立するためのルータの設定



目的コマンドまたはアクション

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコル
BGPネイバーテーブルにエントリを追加します。

neighbor {ip-address | ipv6-address% |
peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
[ alternate-as autonomous-system-number...]

ステップ 7

例：

Device(config-router)# neighbor 10.4.9.5
remote-as 100

BGPを実行しているルータの最大プレフィックス
制限を設定します。

neighbor {ip-address | ipv6-address% | }
maximum-prefixmaximum [threshold] [restartminutes]
[warning-only]

ステップ 8

• restartキーワードおよびminutes引数を使用し
て、最大プレフィックス制限を超えたために無例：

Device(config-router)# neighbor 10.4.9.5
maximum-prefix 1000 90 restart 60

効になったネイバーセッションを自動的に再

確立するようにルータを設定します。minutes
の設定可能範囲は 1～ 65535分です。

•過剰なプレフィックスを送信しているピアを調
整できるように、warning-onlyキーワードを使
用して、再起動機能が無効になるようデバイス

を設定します。

minutes引数が設定されていないと、最大
プレフィックス制限を超えた後も無効に

なったセッションはダウン状態のままに

なります。これはデフォルトの動作です。

（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 9

Device(config-router)# 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 ip-address

例：

ステップ 10

•この例では、このコマンドの出力は、指定した
ネイバーの最大プレフィックス制限および設定

された再起動タイマー値を表示します。

Device# show ip bgp neighbors 10.4.9.5

例

show ip bgp neighborsコマンドの次の出力例により、無効になったネイバーセッショ
ンを自動的に再確立するようにデバイスが設定されたことを確認できます。この出力

は、ネイバー 10.4.9.5の最大プレフィックス制限が 1000プレフィックス、再起動しき
い値が 90%、再起動間隔が 60分に設定されていることを示します。
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Device# show ip bgp neighbors 10.4.9.5

BGP neighbor is 10.4.9.5, remote AS 101, internal link
BGP version 4, remote router ID 10.4.9.5
BGP state = Established, up for 2w2d
Last read 00:00:14, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
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: 23095 23095
Route Refresh: 0 0
Total: 23096 23096

Default minimum time between advertisement runs is 5 seconds
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 1, neighbor versions 1/0 1/0
Output queue sizes : 0 self, 0 replicated
Index 2, Offset 0, Mask 0x4
Member of update-group 2

Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 0 0
Prefixes Total: 0 0
Implicit Withdraw: 0 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 0
Used as multipath: n/a 0

Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
Total: 0 0

!Configured maximum number of prefixes and restart interval information!
Maximum prefixes allowed 1000
Threshold for warning message 90%, restart interval 60 min
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
Local host: 10.4.9.21, Local port: 179
Foreign host: 10.4.9.5, Foreign port: 11871
Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)
Event Timers (current time is 0x5296BD2C):
Timer Starts Wakeups Next
Retrans 23098 0 0x0
TimeWait 0 0 0x0
AckHold 23096 22692 0x0
SendWnd 0 0 0x0
KeepAlive 0 0 0x0
GiveUp 0 0 0x0
PmtuAger 0 0 0x0
DeadWait 0 0 0x0
iss: 1900546793 snduna: 1900985663 sndnxt: 1900985663 sndwnd: 14959
irs: 2894590641 rcvnxt: 2895029492 rcvwnd: 14978 delrcvwnd: 1406
SRTT: 300 ms, RTTO: 607 ms, RTV: 3 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 0 ms, maxRTT: 316 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: passive open, nagle, gen tcbs
Datagrams (max data segment is 1460 bytes):
Rcvd: 46021 (out of order: 0), with data: 23096, total data bytes: 438850
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Sent: 46095 (retransmit: 0, fastretransmit: 0), with data: 23097, total data by9

トラブルシューティングのヒント

BGPソフト再構成を使用して BGP接続をリセットするには、clear ip bgpコマンドを使用しま
す。このコマンドは、格納されたプレフィックスをクリアして、BGPを実行しているデバイス
が最大プレフィックス制限を超えないようにするために使用できます。

次のエラーメッセージの表示は、ネイバーセッションがディセーブルになる根本的な問題を

示す可能性があります。neighbor maximum-prefixコマンドに対して設定された値および過剰
な数のプレフィックスを送信しているすべてのピアの設定を確認する必要があります。次のエ

ラーメッセージ例は、表示される可能性のあるエラーメッセージと類似しています。

00:01:14:%BGP-5-ADJCHANGE:neighbor 10.10.10.2 Up
00:01:14:%BGP-4-MAXPFX:No. of unicast prefix received from 10.10.10.2 reaches 5, max 6
00:01:14:%BGP-3-MAXPFXEXCEED:No.of unicast prefix received from 10.10.10.2:7 exceed
limit6
00:01:14:%BGP-5-ADJCHANGE:neighbor 10.10.10.2 Down - BGP Notification sent
00:01:14:%BGP-3-NOTIFICATION:sent to neighbor 10.10.10.2 3/1 (update malformed) 0 byte

bgp dampeningコマンドを使用して、ピアが過剰な数のプレフィックスを送信し、ネットワー
クに不安定な状態をもたらすときにフラッピングルートまたはインターフェイスのダンプニン

グを設定できます。過剰な数のプレフィックスを送信しているデバイスをトラブルシューティ

ングまたは調整する場合にだけこのコマンドを使用します。BGPルートダンプニングの詳細
については、「BGPの拡張機能の設定」モジュールを参照してください。

最大プレフィックス制限到達後のBGPネイバーセッショ
ン再起動の設定例

例：最大プレフィックス制限到達後にネイバーセッションを再確立す

るためのルータの設定

次の例では、ネイバー 192.168.6.6で許可されるプレフィックスの最大数が 2000に設定され、
ピアリングセッションが無効になった場合に、30分後にそのピアリングセッションを再確立
するようにデバイスが設定されます。

Device(config)# router bgp 101
Device(config-router)# neighbor internal peer-group
Device(config-router)# neighbor 10.4.9.5 peer-group internal
Device(config-router)# neighbor internal remote-as 100
Device(config-router)# neighbor 10.4.9.5 remote-as 100
Device(config-router)# neighbor 10.4.9.5 maximum-prefix 2000 90 restart 30
Device(config-router)# end
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最大プレフィックス制限到達後のBGPネイバーセッショ
ン再起動に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command
List, 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

『Subcodes for BGPCease NotificationMessage』RFC
4486

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。
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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/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


最大プレフィックス制限後のBGPネイバーセッション再
起動の機能情報

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 :最大プレフィックス制限後の BGPセッション再起動の機能情報

機能情報リリース機能名

最大プレフィックス制限到達

後のBGPセッション再起動機
能により、restartキーワード
が neighbormaximum-prefixコ
マンドに追加されます。これ

により、ネットワークオペ

レータは、ピアから受信した

プレフィックス数が最大プレ

フィックス制限を超えたとき

に、ピアリングセッションを

デバイスで再確立するまでの

時間を設定できます。

次のコマンドが変更されまし

た。neighbor
maximum-prefix、show ip bgp
neighbors

最大プレフィックス制限後の

BGP再起動セッション

BGP中止通知のサブコードに
対するサポートが追加されま

した。

BGP - BGP中止通知のサブ
コード
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