
内部 BGP機能の設定

このモジュールでは、内部ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）機能を設定する手順に
ついて説明します。内部 BGP（iBGP）とは、単一の自律システム内部にあるネットワーキン
グデバイスで実行中のBGPのことです。BGPは、独自のルーティングポリシーを持つ異なる
ルーティングドメイン（自律システム）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。現在は大規模な内部ネットワークを持つ会社が

多く、ネットワークの効率を維持したまま、トラフィック需要の増加に合わせて既存の内部

ルーティングプロトコルをスケーリングするには課題が山積しています。

•機能情報の確認（1ページ）
•内部 BGP機能に関する情報（2ページ）
•内部 BGP機能の設定法（8ページ）
•内部 BGP機能の設定例（22ページ）
•内部 BGP機能に関する追加情報（25ページ）
•内部 BGP機能設定用の機能情報（27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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内部 BGP機能に関する情報

BGPルーティングドメインコンフェデレーション
内部 BGP（iBGP）メッシュを削減する方法の 1つとして、ある自律システムを複数の副自律
システムに分割し、単一のコンフェデレーションにグループ化することがあげられます。外部

からは、このコンフェデレーションは単一の自律システムであるかのように見えます。各自律

システムは内部で完全にメッシュ化されていて、同じコンフェデレーション内の他の自律シス

テムとの間には数本の接続があります。他の自律システムのピアに外部BGP（eBGP）セッショ
ンがある場合でも、iBGPピアであるかのようにルーティング情報を交換します。特に、ネク
ストホップ、Multi Exit Discriminator（MED）属性、およびローカルプリファレンス情報は保
持されます。この機能により、自律システムすべてに対して単一の内部ゲートウェイプロトコ

ル（IGP）を保持することができます。

BGPコンフェデレーションを設定するには、コンフェデレーション IDを指定する必要があり
ます。自律システムのグループは、外部からはコンフェデレーション IDを自律システム番号
として持つ単一の自律システムのように見えます。

BGPルートリフレクタ
BGPを使用するには、すべての iBGPスピーカーが完全メッシュ化されている必要がありま
す。ただし、iBGPスピーカーの数が多い場合、この要件には適切な拡張性がありません。コ
ンフェデレーションを設定せずに iBGPメッシュを減らす別の方法として、ルートリフレクタ
の設定があります。

下の図に、3つの iBGPスピーカー（ルータ A、B、C）で構成された単純な iBGP設定を示し
ます。ルートリフレクタがない場合、ルータ Aは外部ネイバーからルートを受け取ると、そ
のルートをルータ Bと Cの両方にアドバタイズする必要があります。ルータ Bと Cは iBGP
が学習したルートを他の iBGPスピーカーに再アドバタイズしません。これは、これらのルー
タが内部ネイバーから他の内部ネイバーに学習したルートを渡さないことで、ルーティング情

報のループを防ぐためです。
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図 1 :完全メッシュ化された 3つの iBGPスピーカー

ルートリフレクタがある場合は、学習したルートをネイバーに渡す方法があるため、すべての

iBGPスピーカーを完全にメッシュ化する必要はありません。このモデルでは、iBGPが学習し
たルートを一連の iBGPネイバーに渡す役割を持つルートリフレクタとして、1つの iBGPピ
アを設定しています。下の図では、ルータ Bがルートリフレクタとして設定されています。
ルータ Aからアドバタイズされたルートをルートリフレクタが受信すると、ルータ Cにアド
バタイズします。逆の場合も同じです。このスキームにより、ルータ Aとルータ C間の iBGP
セッションは不要になります。

図 2 :ルートリフレクタのある単純な BGPモデル
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ルートリフレクタの内部ピアは、次の 2種類のグループに分けられます。クライアントのピ
ア、および自律システム（非クライアントピア）の他のルータすべてです。ルートリフレク

タは、これらの2つのグループ間でルートを反映させます。ルートリフレクタおよびそのクラ
イアントピアは、クラスタを形成します。非クライアントピアは相互に完全メッシュ構造に

する必要がありますが、クライアントピアはその必要はありません。クラスタ内のクライアン

トは、クラスタ外の iBGPスピーカーとは通信しません。

下の図に、より複雑なルートリフレクタのスキームを示します。ルータAは、ルータB、C、
および Dがあるクラスタ内のルートリフレクタです。ルータ E、F、および Gは完全にメッ
シュ化された非クライアントルータです。

図 3 :より複雑な BGPルートリフレクタのモデル

ルートリフレクタがアドバタイズされたルートを受信すると、ネイバーに応じて、次のような

アクションを取ります。

•外部 BGPスピーカーからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアントピアに
アドバタイズします。

•非クライアントピアからのルートをすべてのクライアントにアドバタイズします。

•クライアントからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアントピアにアドバタ
イズします。したがって、クライアントを完全メッシュ構造にする必要はありません。

内部 BGP機能の設定
4

内部 BGP機能の設定

BGPルートリフレクタ



ルートリフレクタ対応の BGPスピーカーとともに、ルートリフレクタの概念に対応していな
い BGPスピーカーを併用することもできます。これらは、クライアントまたは非クライアン
トグループのメンバとなることが可能で、旧BGPモデルからルートリフレクタモデルへ、簡
単に順次移行することができます。たとえば、最初に、ルートリフレクタおよびいくつかのク

ライアントを持つ単一のクラスタを作成します。他のすべての iBGPスピーカーはルートリフ
レクタに対して非クライアントピアとすることができ、クラスタを作成して徐々に追加してい

くことができます。

自律システムは複数のルートリフレクタを持つことができます。ルートリフレクタは、他の

ルートリフレクタを他の iBGPスピーカーと同様に扱います。ルートリフレクタは、他のルー
トリフレクタをクライアントグループまたは非クライアントグループに含むように設定でき

ます。単純な設定では、バックボーンを多数のクラスタに分割してもかまいません。各ルート

リフレクタは、非クライアントピアとして他のルートリフレクタとともに設定されます（こ

のため、すべてのルートリフレクタは完全メッシュ化されます）。クライアントは、所属する

クラスタのルートリフレクタとだけ、iBGPセッションを維持するように設定されます。

通常、クライアントのクラスタには、1つのルートリフレクタがあります。その場合、クラス
タはルートリフレクタのルータ IDで識別されます。冗長性を向上させ、シングルポイント障
害を避けるために、クラスタは複数のルートリフレクタを含むことがあります。この場合、ク

ラスタ内のすべてのルートリフレクタに 4バイトのクラスタ IDを設定し、ルートリフレクタ
が同一クラスタ内のルートリフレクタからのアップデートを識別できるようにする必要があり

ます。クラスタの役割を果たすルートリフレクタはすべて完全メッシュ化され、同一のクライ

アントおよび非クライアントピアのセットを持っている必要があります。

ルーティングループを回避するルートリフレクタのメカニズム

iBGPが学習したルートが反映されるため、ルーティング情報がループする場合があります。
ルートリフレクタモデルには、ルーティングのループを防ぐ、次のようなメカニズムがあり

ます。

•送信元 IDは、任意で非推移的なBGP属性です。これは 4バイトの属性で、ルートリフレ
クタにより作成されます。この属性は、ローカル自律システムのルートの送信元のルータ

IDを保持します。したがって、設定ミスによりルーティング情報が送信元に戻ってくる
場合、その情報は無視されます。

•クラスタリストは任意で非推移的なBGP属性です。これは、ルートが渡したクラスタ ID
のシーケンスです。ルートリフレクタがクライアントから非クライアントピアへのルー

ト、およびその逆を反映するとき、ローカルクラスタ IDをクラスタリストにアペンドし
ます。クラスタリストが空の場合は、新規のクラスタリストが作成されます。ルートリ

フレクタでは、この属性を使用して、設定ミスによりルーティング情報が同じクラスタに

ループバックしているかどうかを識別できます。クラスタリストにローカルクラスタ ID
が見つかった場合、そのアドバタイズメントは無視されます。

•アウトバウンドルートマップで set句を使用すると、属性を変更できるだけでなく、場合
によってはルーティングループが発生することもあります。この動作を回避する目的で、

アウトバウンドルートマップのほとんどの set句は、iBGPピアに反映されるルートとし
ては無視されます。処理されたアウトバウンドルートマップの唯一の set句が set ip
next-hop句です。
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iBGPピアに対する IPネクストホップを設定するルートリフレクタの
BGPアウトバウンドルートマップ

IPネクストホップを設定するルートリフレクタのBGPアウトバウンドルートマップ機能は、
反映されたルートのネクストホップ属性をルートリフレクタが変更できるようにします。

アウトバウンドルートマップで set句を使用すると、属性を変更できるだけでなく、場合に
よってはルーティングループが発生することもあります。この動作を回避する目的で、アウト

バウンドルートマップのほとんどの set句は、iBGPピアに反映されるルートとしては無視さ
れます。ルートリフレクタ（RR）の処理されるアウトバウンドルートマップの唯一の set句
が set ip next-hop句です。set ip next-hop句は反映されるルートに適用されます。

アウトバウンドルートマップを持つRRを設定すると、ネットワーク管理者が反映されたルー
トのネクストホップ属性を変更できます。set ip next-hop句でルートマップを設定すると、管
理者は転送パスに RRを配置し、ロードバランシングを実行するために iBGPマルチパスロー
ドシェアリングを設定できます。つまり、RRは複数の出力ポイント間の発信パケットを配信
できます。「iBGPマルチパスロードシェアリングの設定」モジュールを参照してください。

反映されたルートの BGP属性を誤って設定すると、不整合ルーティング、ルーティングルー
プ、または接続の切断が発生することがあります。反映されるルートの BGP属性の設定は、
設計上の問題を十分理解しているユーザだけが行うようにする必要があります。

注意

BGPルートダンプニング
ルートダンプニングは、インターネットワーク間でフラッピングルートの伝搬を最小限に抑

えるように設計された BGP機能です。ルートは、その可用性が繰り返し切り替わる場合にフ
ラッピングすると見なされます。

たとえば、自律システム 1、自律システム 2、および自律システム 3の 3つの BGP自律システ
ムがあるネットワークについて考えます。自律システム 1のネットワーク Aへのルートがフ
ラッピングする（利用できなくなる）と仮定します。ルートダンプニングがない状況では、自

律システム 1から自律システム 2への eBGPネイバーは、取り消しメッセージを自律システム
2に送信します。次に自律システム 2内の境界ルータは、取り消しメッセージを自律システム
3に伝播します。ネットワークAへのルートが再出現したとき、自律システム 1は自律システ
ム 2に、自律システム 2は自律システム 3にアドバタイズメントメッセージを送信します。
ネットワーク Aへのルートが利用可能になったり不可になったりを繰り返す場合、取り消し
メッセージおよびアドバタイズメントメッセージが多数送信されます。これは、インターネッ

トに接続されたインターネットワークで問題となります。インターネットのバックボーンで

ルートのフラッピングが生じると、通常、多くのルートに影響を与えるからです。
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ルートダンプニングがイネーブルになっている場合、BGPピアリセットにペナルティは適用
されません。リセットするとそのルートは取り消されますが、ルートフラップダンプニング

がイネーブルの場合でも、このインスタンスにペナルティは課されません。

（注）

ルートダンプニングによるルートフラッピングの最小化

ルートダンプニング機能は、次のようにしてフラッピングの問題を最小限に抑えます。ここで

も、ネットワーク Aへのルートがフラッピングしたと仮定します。（ルートダンプニングが
イネーブルになっている）自律システム 2内のルータは、ネットワーク Aにペナルティ 1000
を割り当てて、履歴状態に移行させます。自律システム2内のルータは、引き続きネイバーに
ルートのステータスをアドバタイズします。ペナルティは累積されます。ルートフラップが非

常に頻繁に発生し、ペナルティが設定可能な抑制制限を超える場合は、フラップの発生回数に

関係なく、ルータはネットワーク Aへのルートのアドバタイズを停止します。このようにし
て、ルートダンプニングが発生します。

ネットワークAに課されたペナルティは再使用制限に達するまで減衰し、達すると同時にその
ルートは再びアドバタイズされます。再使用制限の半分の時点で、ネットワークAへのルート
のダンプニング情報が削除されます。

BGPルートダンプニングの用語

ルートダンプニングについて説明する際には、次の用語が使用されます。

•フラップ：可用性が繰り返し切り替わるルート。

•履歴状態：一度ルートフラップが発生した後で、そのルートにはペナルティが割り当てら
れ、履歴状態になります。これは、ルータに履歴情報に基づいたベストパスがないことを

意味します。

•ペナルティ：ルートフラップが発生するたびに、別の自律システム内でルートダンプニ
ングについて設定されているルータは、ルートにペナルティ 1000を割り当てます。ペナ
ルティは累積します。そのルートのペナルティは、抑制限度を超えるまで BGPルーティ
ングテーブルに保存されます。抑制限度を超えると、ルートステートは履歴からダンプ

に変更されます。

•ダンプステート：この状態では、ルートフラップが非常に頻繁に発生したため、ルータ
はこのルートを BGPネイバーにアドバタイズしなくなります。

•抑制限度：ペナルティがこの制限を超えるとルートは抑制されます。デフォルト値は2000
です。

•半減期：ルートにペナルティが割り当てられると、半減期期間（デフォルトでは 15分）
後にペナルティは半減されます。ペナルティを小さくするプロセスは5秒ごとに発生しま
す。

•再使用制限：フラッピングルートのペナルティが減少し、この再使用制限を下回ると、
ルートの抑制は解除されます。つまり、ルートは再びBGPテーブルに追加され、フォワー
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ディングに再び使用されます。デフォルトの再使用制限は750です。ルートの抑制中止プ
ロセスは、10秒経過ごとに発生します。10秒ごとに、ルータは、現在抑制が解除されて
いるルートを検索して、アドバタイズします。

•最大抑制制限：この値は、ルートを抑制できる最大時間です。デフォルト値は半減期の 4
倍です。

iBGPから取得した、自律システムの外部にあるルートはダンプニングされません。このポリ
シーによって、iBGPピアが自律システムの外部にあるルートに高いペナルティを設定できな
くなります。

BGPルートマップネクストホップセルフ
BGPルートマップネクストホップセルフ機能は、bgp next-hop unchangedと bgp next-hop
unchanged allpathsの設定を選択的にオーバーライドする方法を提供します。これらの設定はア
ドレスファミリに対してグローバルに適用されます。ルートによっては、これは適切でない場

合があります。たとえば、スタティックルートは、自身をネクストホップとして再配布する

必要がある一方で、接続されたルート、および内部ボーダーゲートウェイプロトコル（IBGP）
または外部ボーダーゲートウェイプロトコル（EBGP）を介して学習されたルートは、引き続
きネクストホップを変更せずに再配布する場合があります。

BGPルートマップネクストホップセルフ機能は、bgp next-hop unchanged設定と bgp next-hop
unchanged allpaths設定をオーバーライドする新しい ip next-hop self設定を構成できるように、
既存のルートマップインフラストラクチャを変更します。

ip next-hop self設定は、VPNv4および VPNv6アドレスファミリにのみ適用されます。BGP以
外のプロトコルによって配布されるルートは影響を受けません。

新しい bgp route-map priority設定を使用すると、bgp next-hop unchangedと bgp next-hop unchanged
allpathsの設定よりもルートマップが優先されることを BGPに通知できます。bgp route-map
priority設定は、BGPにのみ影響します。bgp next-hop unchangedまたは bgp next-hop unchanged
allpaths設定を構成していない場合、bgp route-map priority設定は効果がありません。

内部 BGP機能の設定法

ルーティングドメインコンフェデレーションの設定

BGPコンフェデレーションを設定するには、コンフェデレーション IDを指定する必要があり
ます。自律システムのグループは、外部からはコンフェデレーション IDを自律システム番号
として持つ単一の自律システムのように見えます。BGP連合 IDを設定するには、ルータコン
フィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

内部 BGP機能の設定
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目的コマンド

BGPコンフェデレーションを設定します。
Router(config-router)# bgp confederation
identifier as-number

コンフェデレーション内の他の自律システムから特別な eBGPとしてネイバーを処理するに
は、次のコマンドをルータコンフィギュレーションモードで使用します。

目的コマンド

コンフェデレーションに属する自律システム

を指定します。
Router(config-router)# bgp confederation
peers as-number [as-number]

iBGPメッシュを削減する他の方法については、「ルートリフレクタの設定（9ページ）」
を参照してください。

ルートリフレクタの設定

ルートリフレクタおよびそのクライアントを設定するには、次のコマンドをルータコンフィ

ギュレーションモードで使用します。

目的コマンド

ローカルルータをBGPルートリフレクタとして、
指定されたネイバーをクライアントとして、それ

ぞれ設定します。

Router(config-router)# neighbor
{ip-address | peer-group-name}
route-reflector-client

クラスタが複数のルートリフレクタを持つ場合は、次のコマンドをルータコンフィギュレー

ションモードで使用して、クラスタ IDを設定します。

目的コマンド

クラスタ IDの設
定

Router(config-router)# bgp cluster-id cluster-id

show ip bgpコマンドを使用して、送信元 IDおよびクラスタリスト属性を表示します。

デフォルトでは、ルートリフレクタのクライアントは完全メッシュ化されている必要はなく、

クライアントからのルートは他のクライアントに反映されます。ただし、クライアントが完全

メッシュ化されている場合は、ルートリフレクタはルートをクライアントに反映する必要はあ

りません。

クライアントからクライアントへのルートの反映を無効にするには、no bgp client-to-client
reflectionコマンドをルータコンフィギュレーションモードで使用します。

内部 BGP機能の設定
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目的コマンド

クライアントからクライアントへのルートリフレ

クションをディセーブルにします。
Router(config-router)# no bgp
client-to-client reflection

iBGPピアのネクストホップを設定するルートマップを使用するルー
トリフレクタの設定

iBGPピアのネクストホップを設定する RRで次の手順を実行します。次の手順を実行する理
由の 1つに挙げられるのが、iBGPのロードシェアリングを設定できるように RRをルートの
ネクストホップにする場合です。RRクライアントにアドバタイズされる、RRのアドレスに
なるネクストホップを設定するルートマップを作成します。ルートマップは、ルートマップ

が適用されるルータからのアウトバウンドルートだけに適用されます。

反映されたルートの BGP属性を誤って設定すると、不整合ルーティング、ルーティングルー
プ、または接続の切断が発生することがあります。反映されるルートの BGP属性の設定は、
設計上の問題を十分理解しているユーザだけが行うようにする必要があります。

注意

neighbor next-hop-selfコマンドを使用して RRのネクストホップ属性を変更しないでくださ
い。RRで neighbor next-hop-selfコマンドを使用すると、RRクライアントから反映されてい
る意図したルートではなく、非反映ルートについてだけネクストホップ属性が変更されます。

ルートを反映するときにネクストホップ属性を変更するには、アウトバウンドルートマップ

を使用します。

（注）

ここでは、下の図に示すシナリオのRR（ルータ2）を設定します。この場合、ルータ1はルー
トのネクストホップが設定された iBGPピアです。ルートマップが存在しない場合、ルータ 1
からのアウトバウンドルートは、ネクストホップルータ 3に進みます。代わりに、RRのア
ドレスにネクストホップを設定すると、ルータ 1からのルートが RRに送られ、RRは、ルー
タ 3、4、および 5間のロードバランシングを実行できます。

内部 BGP機能の設定
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図 4 : iBGPピアのネクストホップを設定するルートマップを使用するルートリフレクタ

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. route-map map-tag
4. set ip next-hop ip-address
5. exit
6. router bgp as-number
7. address-family ipv4
8. maximum-paths ibgp number
9. neighbor ip-address remote-as as-number
10. neighbor ip-address activate
11. neighbor ip-address route-reflector-client
12. neighbor ip-address route-map map-name out
13. その他の RRクライアントごとにステップ 12～ 14を繰り返します。
14. end
15. show ip bgp neighbors

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）。

Router> 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

Router# configure terminal

内部 BGP機能の設定
11

内部 BGP機能の設定

iBGPピアのネクストホップを設定するルートマップを使用するルートリフレクタの設定



目的コマンドまたはアクション

ルートマップコンフィギュレーションモードを開

始して、ルートマップを設定します。

route-map map-tag

例：

ステップ 3

•ルートマップはルートリフレクタクライアン
トのネクストホップを設定するために作成され

ます。

Router(config)# route-map rr-out

このルートマップが適用される、アドバタイズさ

れるルートに対して、ネクストホップ属性をこの

IPv4アドレスに設定することを指定します。

set ip next-hop ip-address

例：

Router(config-route-map)# set ip next-hop
10.2.0.1

ステップ 4

•この作業では、RRのアドレスになるようにネ
クストホップを設定します。

ルートマップ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

を開始します。

exit

例：

Router(config-route-map)# exit

ステップ 5

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 as-number

例：

ステップ 6

Router(config)# router bgp 100

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

入れるように BGPピアを設定します。

address-family ipv4

例：

Router(config-router-af)# address-family ipv4

ステップ 7

ルーティングテーブルにインストールできる並列

iBGPルートの最大数を制御します。
maximum-paths ibgp number

例：

ステップ 8

Router(config-router)# maximum-paths ibgp 5

エントリをBGPネイバーテーブルに追加します。neighbor ip-address remote-as as-number

例：

ステップ 9

Router(config-router-af)# neighbor 10.1.0.1
remote-as 100

ピアとの情報交換をイネーブルにします。neighbor ip-address activate

例：

ステップ 10

Router(config-router-af)# neighbor 10.1.0.1
activate

内部 BGP機能の設定
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目的コマンドまたはアクション

ローカルルータを BGPルートリフレクタに設定
し、指定されたネイバーをルートリフレクタクラ

イアントに設定します。

neighbor ip-address route-reflector-client

例：

Router(config-router-af)# neighbor 10.1.0.1
route-reflector-client

ステップ 11

このネイバーから発信ルートにルートマップを適

用します。

neighbor ip-address route-map map-name out

例：

ステップ 12

•ステップ 3で作成したルートマップを参照し
てください。

Router(config-router-af)# neighbor 10.1.0.1
route-map rr-out out

その他の RRクライアントにはルートマップを適
用しません。

その他の RRクライアントごとにステップ 12～ 14
を繰り返します。

ステップ 13

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 14

Router(config-router-af)# end

（任意）RRクライアントとしてのステータスを含
む BGPネイバーに関する情報、および設定された
ルートマップに関する情報を表示します。

show ip bgp neighbors

例：

Router# show ip bgp neighbors

ステップ 15

BGPタイマーの調整
BGPは、ある種のタイマーを使用して、キープアライブメッセージの送信や、キープアライ
ブメッセージを受信しなくなってからの間隔（この期間を経過すると、シスコソフトウェア

がピアのデッドを宣言する）などの周期的なアクティビティを制御しています。デフォルトで

は、キープアライブタイマーは 60秒で、ホールドタイムタイマーは 180秒です。これらのタ
イマーは調整できます。接続が開始されたとき、BGPはホールドタイムをネイバーとネゴシ
エーションします。2つのホールドタイムのうちの小さい方が選択されます。次に、ネゴシエー
ションされたホールドタイムおよび設定されたキープアライブ時間をもとにキープアライブタ

イマーが設定されます。

すべてのネイバーに対してBGPタイマーを調整するには、次のコマンドをルータコンフィギュ
レーションモードで使用します。

目的コマンド

すべてのネイバーに対してBGPタイマーを調整
します。

Device(config-router)# timers bgp
keepalive holdtime

内部 BGP機能の設定
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BGPのキープアライブタイマーおよびホールドタイムタイマーを特定のネイバー用に調整す
るには、次のコマンドをルータコンフィギュレーションモードで使用します。

目的コマンド

指定されたピアまたはピアグループに対し、

キープアライブまたはホールドタイムタイ

マー（秒単位）を設定します。

Device(config-router)# neighbor [ip-address

| peer-group-name] timers keepalive
holdtime

特定のネイバーまたはピアグループに対して設定されたタイマーは、timers bgpルータコン
フィギュレーションコマンドを使用してすべての BGPネイバーに対して設定されたタイマー
をオーバーライドします。

（注）

BGPネイバーまたはピアグループのタイマーをクリアするには、neighbor timersコマンドの
no形式を使用します。

削除されたMEDを最も条件の悪いパスと見なすようにルータを設定
削除されたMED属性を持つパスを最も条件の悪いパスと見なすようにルータを設定するには、
次のコマンドをルータコンフィギュレーションモードで使用します。

目的コマンド

削除されたMEDは無限大の値を持つと見なし、MED
値を持たないそのパスを最も条件の悪いパスとするよ

うにルータを設定します。

Router(config-router)# bgp
bestpath med missing-as-worst

MEDが副自律システムパスからパスを選択すると見なすようにルータ
を設定

パスを選択する際にMED値を考慮するようにルータを設定するには、次のコマンドをルータ
コンフィギュレーションモードで使用します。

目的コマンド

コンフェデレーション内の複数の副自律システムによりア

ドバタイズされた中からパスを選択する際にMEDを考慮
するようにルータを設定します。

Router(config-router)# bgp
bestpath med confed

MED間での比較が行われるのは、パスに外部自律システムがない場合に限ります（外部自律
システムとは、コンフェデレーションの内部にない自律システムのことです）。パスに外部自

律システムがある場合、外部MEDは透過的にコンフェデレーションを通過し、比較は行われ
ません。

内部 BGP機能の設定
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次の例では、ルート Aをこれらのパスと比較します。

path= 65000 65004, med=2
path= 65001 65004, med=3
path= 65002 65004, med=4
path= 65003 1, med=1

このケースでは、bgp bestpath med confed router configurationコマンドが有効の場合、パス 1
が選択されます。4番目のパスの方がMEDの値が低いですが、このパスには外部自律システ
ムがあるため、MEDを比較する対象にはなりません。

コンフェデレーションのパスの選択にMEDを使用するようにルータを
設定

コンフェデレーション内の単一の副自律システムによりアドバタイズされたパスの中から最良

のパスを選択するためにMEDを使用するようルータを設定するには、次のコマンドをルータ
コンフィギュレーションモードで使用します。

目的コマンド

同一自律システムの異なるピアによりアドバタイズされ

たルートから選択する際、MED変数を比較するように
ルータを設定します。

Router(config-router)# bgp
deterministic med

bgp always-compare-medルータコンフィギュレーションコマンドが有効な場合は、すべての
パスは完全に比較可能で、bgp deterministic medコマンドが有効になっている場合でも、コン
フェデレーションの他の自律システムからのパスも比較対象です。

（注）

BGPルートダンプニングのイネーブル化と設定
この作業は、BGPルートダンプニングをイネーブルにして設定する場合に実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
5. bgp dampening [half-life reuse suppress max-suppress-time] [route-map map-name]
6. end

内部 BGP機能の設定
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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）。

Router> 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

Router# 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 as-number

例：

ステップ 3

Router(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 4

• 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、

Router(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、ルータは IPv4ユニ
キャストアドレスファミリのアドレスファミ

リ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。

BGPルートダンプニングをイネーブルにして、ルー
トダンプニング係数のデフォルト値を変更します。

bgp dampening [half-life reuse suppress
max-suppress-time] [route-map map-name]

例：

ステップ 5

• half-life、reuse、suppress、および
max-suppress-time引数は、すべて位置に依存し

Router(config-router-af)# bgp dampening 30 1500
10000 120 ます。引数を 1つ入力する場合は、すべての引

数を入力する必要があります。

• BGPルートダンプニングを有効にする場所を制
御するには、route-mapキーワードとmap-name
引数を使用します。

内部 BGP機能の設定
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目的コマンドまたはアクション

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 6

Router(config-router-af)# end

BGPルートダンプニングのモニタリングおよびメンテナンス
フラッピングしているすべてのパスのフラップをモニタできます。ルートの抑制が解除され、

少なくとも1半減期の間安定すれば、統計情報は削除されます。フラップの統計情報を表示す
るには、次のコマンドを必要に応じて使用します。

目的コマンド

すべてのパスのBGPフラッ
プ統計情報を表示します。

Router# show ip bgp dampening flap-statistics

正規表現に一致するすべて

のパスのBGPフラップ統計
情報を表示します。

Router# show ip bgp dampening flap-statistics
regexp regexp

フィルタを通過したすべて

のパスのBGPフラップ統計
情報を表示します。

Router# show ip bgp dampening flap-statistics
filter-list access- list

単一エントリのBGPフラッ
プ統計情報を表示します。

Router# show ip bgp dampening flap-statistics
ip-address mask

さらに限定したエントリの

BGPフラップ統計情報を表
示します。

Router# show ip bgp dampening flap-statistics
ip-address mask longer-prefix

BGPフラップ統計情報をクリアする（したがってルートがダンプニングされる可能性を減少さ
せる）には、次のコマンドを必要に応じて使用します。

目的コマンド

すべてのルートの BGPフ
ラップ統計情報をクリアし

ます。

Router# clear ip bgp flap-statistics

正規表現に一致するすべて

のパスのBGPフラップ統計
情報をクリアします。

Router# clear ip bgp flap-statistics regexp regexp

内部 BGP機能の設定
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目的コマンド

フィルタを通過したすべて

のパスのBGPフラップ統計
情報をクリアします。

Router# clear ip bgp flap-statistics filter-list
list

単一エントリのBGPフラッ
プ統計情報をクリアしま

す。

Router# clear ip bgp flap-statistics ip-address mask

ネイバーからのすべてのパ

スのBGPフラップ統計情報
をクリアします。

Router# clear ip bgp ip-address flap-statistics

BGPピアがリセットされたときも、ルートのフラップ統計情報はクリアされます。リセットす
るとそのルートは取り消されますが、ルートフラップダンプニングがイネーブルの場合でも、

このインスタンスにペナルティは課されません。

（注）

ルートがダンプニングされると、ダンプニングされたルートが抑制解除されるまでの時間を含

む BGPルートダンプニング情報が表示されます。情報を表示するには、次のコマンドを使用
します。

目的コマンド

抑制が解除されるまでの時

間を含む、ダンプニングさ

れたルートを表示します。

Router# show ip bgp dampening dampened-paths

次のコマンドを使用して、BGPダンプニング情報をクリアし、抑制されたルートを抑制解除す
ることができます。

目的コマンド

ルートダンプニング情報を

クリアし、抑制されたルー

トを抑制解除します。

Router# clear ip bgp dampened-paths [ip-address
network-mask]

BGPルートマップの next-hop selfの設定
ip next-hop self設定を追加し、bgp next-hop unchanged設定と bgp next-hop unchanged allpaths設
定をオーバーライドして、既存のルートマップを変更するには、この作業を実行します。

手順の概要

1. enable

内部 BGP機能の設定
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2. configure terminal
3. route-map map-tag permit sequence-number
4. match source-protocol source-protocol
5. set ip next-hop self
6. exit
7. route-map map-tag permit sequence-number
8. match route-type internal
9. match route-type external
10. match source-protocol source-protocol
11. exit
12. router bgp autonomous-system-number
13. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
14. address-family vpnv4
15. neighbor ip-address activate
16. neighbor ip-address next-hop unchanged allpaths
17. neighbor ip-address route-map map-name out
18. exit
19. address-family ipv4 [unicast |multicast| vrf vrf-name]
20. bgp route-map priority
21. redistribute protocol
22. redistribute protocol
23. exit-address-family
24. 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

ルーティングプロトコル間でルートを再配布する

条件を定義し、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 sequence-number

例：

Device(config)# route-map static-nexthop-rewrite
permit 10

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

送信元プロトコルに基づいて、Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol（EIGRP）の外部ルートを
照合します。

match source-protocol source-protocol

例：

Device(config-route-map)# match source-protocol
static

ステップ 4

自身をネクストホップとするようにローカルルー

ト（BGPの場合のみ）を設定します。
set ip next-hop self

例：

ステップ 5

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

ルートマップ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

を開始します。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 6

ルーティングプロトコル間でルートを再配布する

条件を定義し、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 sequence-number

例：

Device(config)# route-map static-nexthop-rewrite
permit 20

ステップ 7

指定されたタイプのルートを再配布します。match route-type internal

例：

ステップ 8

Device(config-route-map)# match route-type
internal

指定されたタイプのルートを再配布します。match route-type external

例：

ステップ 9

Device(config-route-map)# match route-type
external

送信元プロトコルに基づいて、Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol（EIGRP）の外部ルートを
照合します。

match source-protocol source-protocol

例：

Device(config-route-map)# match source-protocol
connected

ステップ 10

ルートマップ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

を開始します。

exit

例：

Device(config-route-map)# exit

ステップ 11

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 12
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# router bgp 45000

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 remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 13

Device(config-router)# neighbor 172.16.232.50
remote-as 65001

VPNv4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 vpnv4

例：

ステップ 14

Device(config-router)# address-family vpnv4

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ネイバー
との情報交換を有効にします。

neighbor ip-address activate

例：

ステップ 15

Device(config-router-af)# neighbor 172.16.232.50
activate

マルチホップとして設定されている外部 EBGPピ
アで、ネクストホップを変更せずに伝播できるよ

うにします。

neighbor ip-address next-hop unchanged allpaths

例：

Device(config-router-af)# neighbor 172.16.232.50
next-hop unchanged allpaths

ステップ 16

発信ルートにルートマップを適用します。neighbor ip-address route-map map-name out

例：

ステップ 17

Device(config-router-af)# neighbor 172.16.232.50
route-map static-nexthop-rewrite out

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

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 18

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 19

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

ローカルBGPルーティングプロセスについてルー
トマップを優先することを設定します。

bgp route-map priority

例：

ステップ 20

Device(config-router-af)# bgp route-map priority

内部 BGP機能の設定
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目的コマンドまたはアクション

ルートを1つのルーティングドメインから他のルー
ティングドメインに再配布します。

redistribute protocol

例：

ステップ 21

Device(config-router-af)# redistribute static

ルートを1つのルーティングドメインから他のルー
ティングドメインに再配布します。

redistribute protocol

例：

ステップ 22

Device(config-router-af)# redistribute connected

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、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 23

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 24

Device(config-router)# end

内部 BGP機能の設定例

例：ルートマップのある BGPコンフェデレーション設定
ここでは、BGPコミュニティおよびルートマップを含む BGPコンフェデレーション設定の使
用例を説明します。BGPコンフェデレーションを設定する方法のその他の例については、この
章の「例：BGPコンフェデレーション」の項を参照してください。

この例では、BGPコンフェデレーション設定でルートをフィルタするためにBGPコミュニティ
属性がどのように使用されるかを説明します。

この例では、set-communityという名前のルートマップがネイバー 172.16.232.50へのアウトバ
ウンドのアップデートに適用され、local-asコミュニティ属性がそのルートをフィルタ処理す
るために使用されます。アクセスリスト1を渡すルートは、local-asという特別なコミュニティ
属性値を持っています。残りのルートは通常どおりアドバタイズされます。この特別なコミュ

ニティ値は、自律システム 200内の BGPスピーカーがそれらのルートのアドバタイズメント
を行うのを自動的に防止します。

router bgp 65000
network 10.0.1.0 route-map set-community
bgp confederation identifier 200
bgp confederation peers 65001
neighbor 172.16.232.50 remote-as 100
neighbor 172.16.233.2 remote-as 65001
!

内部 BGP機能の設定
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route-map set-community permit 10
match ip address 1
set community local-as
!

例：BGPコンフェデレーション
次に、コンフェデレーションのいくつかのピアを表示する設定の例を示します。このコンフェ

デレーションは、自律システム番号 6001、6002、および 6003の 3つの内部自律システムから
構成されています。コンフェデレーション外のBGPスピーカーには、このコンフェデレーショ
ンは（bgp confederation identifierルータコンフィギュレーションコマンドを通じて指定され
る）自律システム番号 500を持つ通常の自律システムのように見えます。

自律システム 6001のBGPスピーカーで、bgp confederationpeersルータコンフィギュレーショ
ンコマンドは、自律システム 6002および 6003からのピアを特別な eBGPピアとしてマークし
ます。したがって、ピア 172.16.232.55および 172.16.232.56は、ローカルプリファレンス、ネ
クストホップ、および未変更のMEDをこのアップデートで取得します。10.16.69.1のルータ
は通常の eBGPスピーカーで、このピアから受け取る更新は、自律システム 6001のピアから
の通常の eBGP更新とまったく同じです。

router bgp 6001
bgp confederation identifier 500
bgp confederation peers 6002 6003
neighbor 172.16.232.55 remote-as 6002
neighbor 172.16.232.56 remote-as 6003
neighbor 10.16.69.1 remote-as 777

自律システム 6002の BGPスピーカーでは、自律システム 6001および 6003からのピアは特別
な eBGPピアとして設定されます。10.70.70.1は通常の iBGPピアであり、10.99.99.2は自律シ
ステム 700からの通常の eBGPピアです。

router bgp 6002
bgp confederation identifier 500
bgp confederation peers 6001 6003
neighbor 10.70.70.1 remote-as 6002
neighbor 172.16.232.57 remote-as 6001
neighbor 172.16.232.56 remote-as 6003
neighbor 10.99.99.2 remote-as 700

自律システム 6003の BGPスピーカーでは、自律システム 6001および 6002からのピアは特別
な eBGPピアとして設定されます。10.200.200.200は、自律システム 701からの通常の eBGP
ピアです。

router bgp 6003
bgp confederation identifier 500
bgp confederation peers 6001 6002
neighbor 172.16.232.57 remote-as 6001
neighbor 172.16.232.55 remote-as 6002
neighbor 10.200.200.200 remote-as 701

次に、同じ例の自律システム 701からのBGPスピーカー 10.200.200.205からの設定の一部を示
します。ネイバー 172.16.232.56は、自律システム 500からの通常の eBGPスピーカーとして

内部 BGP機能の設定
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設定されます。コンフェデレーション外部のピアは、この自律システムが複数の自律システム

に内部分割されることを認識しません。

router bgp 701
neighbor 172.16.232.56 remote-as 500
neighbor 10.200.200.205 remote-as 701

例：iBGPピアのネクストホップを設定するルートマップを使用する
ルートリフレクタ

次の例は、上の図に基づいています。ルータ2は、クライアント（ルータ1、3、4、および5）
のルートリフレクタですルータ 1はルータ 3に接続されますが、ルータ 3をネクストホップ
として使用する（つまり、ルータ 3との直接リンクを使用する）ためにルータ 1が AS 200宛
てのトラフィックを転送しないようにします。ルータ 3、4、および 5の間でロードシェアリ
ングを実行できる RRにトラフィックを送信します。

次に、RR（ルータ 2）を設定する例を示します。rr-outという名前のルートマップが、ルータ
1に適用されます。ルートマップは、ネクストホップが 10.2.0.1の RRになるように設定しま
す。ネクストホップが RRアドレスであることをルータ 1が確認すると、ルータ 1は RRに
ルートを転送します。RRはパケットを受信すると、自動的に iBGPパス間でロードシェアリ
ングを実行します。最大 5個の iBGPパスが許可されます。

ルータ 2

route-map rr-out
set ip next-hop 10.2.0.1
!
interface gigabitethernet 0/0
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
maximum-paths ibgp 5
neighbor 10.1.0.1 remote-as 100
neighbor 10.1.0.1 activate
neighbor 10.1.0.1 route-reflector-client
neighbor 10.1.0.1 route-map rr-out out
!
neighbor 10.3.0.1 remote-as 100
neighbor 10.3.0.1 activate
neighbor 10.3.0.1 route-reflector-client
!
neighbor 10.4.0.1 remote-as 100
neighbor 10.4.0.1 activate
neighbor 10.4.0.1 route-reflector-client
!
neighbor 10.5.0.1 remote-as 100
neighbor 10.5.0.1 activate
neighbor 10.5.0.1 route-reflector-client
end
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例：BGPルートマップの next-hop selfの設定
この項では、BGPルートマップの next-hop selfを設定する方法の例を示します。

この例では、bgp next-hop unchangedと bgp next-hop unchanged allpathsの設定をオーバーライド
するネットワークを照合するルートマップを設定します。次に、next-hop selfを設定します。
その後、指定したアドレスファミリに対して bgp route-map priorityを設定して、指定済みの
ルートマップが bgp next-hop unchangedと bgp next-hop unchanged allpathsの設定よりも優先さ
れるようにします。この設定により、スタティックルートは自身をネクストホップとして再

配布されますが、接続されたルートおよび IBGPまたは EBGPを介して学習されたルートは引
き続きネクストホップを変更せずに再配布されます。

route-map static-nexthop-rewrite permit 10
match source-protocol static
set ip next-hop self
route-map static-nexthop-rewrite permit 20
match route-type internal
match route-type external
match source-protocol connected
!
router bgp 65000
neighbor 172.16.232.50 remote-as 65001
address-family vpnv4
neighbor 172.16.232.50 activate
neighbor 172.16.232.50 next-hop unchanged allpaths
neighbor 172.16.232.50 route-map static-nexthop-rewrite out

exit-address-family
address-family ipv4 unicast vrf inside
bgp route-map priority
redistribute static
redistribute connected

exit-address-family
end

内部 BGP機能に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference』BGPコマンド

「Cisco BGP概要」モジュールBGPの概要

「基本 BGPネットワークの設定」モジュール基本的な BGP設定作業

「iBGPマルチパスロードシェアリング」モジュー
ル

iBGPのマルチパスロードシェアリン
グ

内部 BGP機能の設定
25

内部 BGP機能の設定

例：BGPルートマップの next-hop selfの設定

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


マニュアルタイトル関連項目

「外部 BGPを使用したサービスプロバイダーとの
接続」モジュール

サービスプロバイダーへの接続

『IP Routing: Protocol-Independent Configuration
Guide』

複数の IPルーティングプロトコルに適
用する機能の設定

RFC

タイトルRFC

『Application of the Border Gateway Protocol in the Internet』RFC
1772

『Experience with the BGP Protocol』RFC
1773

『BGP-4 Protocol Analysis』RFC
1774

『Guidelines for Creation, Selection, and Registration of an Autonomous System (AS)』RFC
1930

『A Framework for Inter-Domain Route Aggregation』RFC
2519

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』RFC
2858

『Route Refresh Capability for BGP-4』RFC
2918

『Capabilities Advertisement with BGP-4』RFC
3392

『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』RFC
4271

『BGP Support for Four-octet AS Number Space』RFC
4893

『Textual Representation of Autonomous system (AS) Numbers』RFC
5396

『Autonomous System (AS) Number Reservation for Documentation Use』RFC
5398
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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。

内部 BGP機能設定用の機能情報
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 1 :内部 BGP機能設定用の機能情報

機能の設定情報リリース機能名

このモジュールのすべての機能はレガシー機能と見なさ

れ、すべてのトレインのリリースイメージで動作します。

次のコマンドはこれらの機能により追加または変更され

ました。

• bgp always-compare-med

• bgp bestpath med confed

• bgp bestpath med missing-as-worst

• bgp client-to-client reflection

• bgp cluster-id

• bgp confederation identifier

• bgp confederation peers

• bgp dampening

• bgp deterministic med

• clear ip bgp dampening

• clear ip bgp flap-statistics

• neighbor route-reflector-client

• neighbor timers

• show ip bgp

• show ip bgp dampening dampened-paths

• show ip bgp dampening flap-statistics

• timers bgp

10.3

12.0(7)T

12.0(32)S12

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

内部 BGP機能の設定

IPネクストホップを設定するルートリフレクタの BGP
アウトバウンドルートマップ機能は、反映されたルート

のネクストホップ属性をルートリフレクタが変更できる

ようにします。

12.0(16)ST

12.0(22)S

12.2

12.2(14)S

15.0(1)S

IPネクストホップを
設定するルートリフ

レクタの BGPアウト
バウンドルートマッ

プ
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