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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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォーム

とソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。この章に記載され

ている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリストについては、BGP拡
張ルートリフレッシュの機能情報（5ページ）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には、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

BGP拡張ルートリフレッシュに関する情報

BGP拡張ルートリフレッシュ機能
セッションの確立時、BGPピアは、BGP拡張ルートリフレッシュ機能を実行するための機能
を互いに交換します。この機能は、デフォルトでイネーブルに設定されています。
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ピアが互いに不整合になることは想定されていません。これは非常にまれな状況でのみ発生す

る可能性があり、発生した場合には、この機能により、不整合を特定し、ハードリセットなし

にピアを同期できます。

2つのピアが拡張ルートリフレッシュに対応している場合、各ピアは、Adj-RIB-Outをアドバ
タイズする前に Route-Refresh Start-of-RIB（SOR）メッセージを生成し、Adj-RIB-Outをアドバ
タイズした後にRoute-RefreshEnd-of-RIB（EOR）メッセージを生成します。ピアからEORメッ
セージを受信した BGPスピーカーは、ピアによるルートリフレッシュ応答の一部として再ア
ドバタイズされなかったルートを削除します。

万一、EORメッセージの受信後またはEORタイマーの期限切れ後に失効ルートがルータに残っ
ていた場合は、ピア同士の一貫性がなかったことを意味します。この情報を使用すると、ルー

トの一貫性が確保されているかどうかを確認できます。

BGP拡張ルートリフレッシュタイマー

通常の状況では、これらのタイマーを設定する必要はありません。ルートリフレッシュのEOR
を生成できない程度までルートフラッピングが続いていることが確認された場合には、一方ま

たは両方のタイマーを設定できます。

1つ目のタイマーは、EORメッセージを受信する必要があるが受信していないときにルータに
適用されます。2つ目のタイマーは、EORメッセージを送信する必要があるときにルータに適
用されます。

•失効パスタイマー：bgp refresh stalepath-timeコマンドが設定されている場合に、ルータ
が Adj-RIB-Outの後に Route-Refresh EORメッセージを受信しないときは、このタイマー
が期限切れになるとBGPテーブルから失効ルートが削除されます。失効パスタイマーは、
ルータが Route-Refresh SORメッセージを受信したときに開始されます。

•最大 EORタイマー： bgp refresh max-eor-timeコマンドが設定されている場合に、ルータ
が Route-Refresh EORメッセージを生成できないときは、このタイマーが期限切れになる
と Route-Refresh EORメッセージが生成されます。

両方のタイマーが設定可能です。デフォルトでは、両方とも無効になっています（0秒に設定
されています）。

BGP拡張ルートリフレッシュよって生成される Syslogメッセージ

次に、Route-Refresh EORメッセージの受信後または失効パスタイマーの期限切れ後にピアが
失効ルートを削除したときに生成される Syslogメッセージの例を示します。このメッセージ
は、ルータの整合性を確認する際に役立ちます。

Net 300:300:3.3.0.0/0 from bgp neighbor IPv4 MDT 10.0.101.1 is stale after refresh EOR
(rate-limited)
Net 300:300:3.3.0.0/0 from bgp neighbor IPv4 MDT 10.0.101.1 is stale after refresh
stale-path timer expiry (rate-limited)

次に、Route-Refresh EORの後または失効パスタイマーの期限切れ後にログに記録されたメッ
セージの例を示します。これには、ネイバーからの失効パスの合計数が示されています。
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3 stale-paths deleted from bgp neighbor IPv4 MDT 10.0.101.1 after refresh EOR
3 stale-paths deleted from bgp neighbor IPv4 MDT 10.0.101.1 after refresh stale-path
timer expiry

BGP拡張ルートリフレッシュのタイマーの設定方法

BGP拡張ルートリフレッシュのタイマーの設定
BGP拡張ルートリフレッシュ機能はデフォルトで有効になっています。タイマーはデフォル
トでは無効になっています。オプションのタイマーを設定する場合は、この作業を実行しま

す。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system
4. bgp refresh stalepath-time seconds
5. bgp refresh max-eor-time seconds

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または設定しま
す。

router bgp autonomous-system

例：

Router(config)# router bgp 65000

ステップ 3

（任意）ルータがRoute-Refresh End-of-RIBメッセー
ジを受信していない場合でも、このタイマーの期限

bgp refresh stalepath-time seconds

例：

ステップ 4

が切れるとBGPテーブルから失効ルートが削除され
るようにします。Router(config-router)# bgp refresh stalepath-time

1200
•有効値は 600～ 3600、または 0です。
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目的コマンドまたはアクション

•デフォルトは 0で、失効パスタイマーが無効に
なっていることを意味します。

•失効パスタイマーは、ルータが Route-Refresh
Start-of-RIBメッセージを受信したときに開始さ
れます。

（任意）BGPが Route-Refresh End-of-RIB（EOR）
メッセージを生成できない場合には、このタイマー

bgp refresh max-eor-time seconds

例：

ステップ 5

の期限が切れると Route-Refresh EORが生成される
ようにします。Router(config-router)# bgp refresh max-eor-time

1200
•有効値は 600～ 3600、または 0です。

•デフォルトは 0で、最大 EORタイマーが無効
になっていることを意味します。

BGP拡張ルートリフレッシュの設定例

例：BGP拡張ルートリフレッシュのタイマーの設定
次の例では、800秒経過しても Route-Refresh EORメッセージが受信されない場合には、失効
ルートが BGPテーブルから削除されます。800秒経過しても Route-Refresh EORメッセージが
生成されない場合には、EORメッセージが生成されます。

router bgp 65000
bgp refresh stalepath-time 800
bgp refresh max-eor-time 800

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 IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

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


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拡張ルートリフレッシュの機能情報
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、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。

表 1 : BGP拡張ルートリフレッシュの機能情報

機能情報リリー

ス

機能名

BGP拡張ルートリフレッシュ機能は、BGPでルートの不整
合を検出し、万一不整合があった場合には、ハードリセッ

トなしに BGPピアを同期する方法を提供します。

次のコマンドが導入されました。

• bgp refresh max-eor-time

• bgp refresh stalepath-time

BGP拡張ルートリフ
レッシュ
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http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/go/cfn


BGP拡張ルートリフレッシュ
6

BGP拡張ルートリフレッシュ

BGP拡張ルートリフレッシュの機能情報


	BGP 拡張ルート リフレッシュ
	機能情報の確認
	BGP 拡張ルート リフレッシュに関する情報
	BGP 拡張ルート リフレッシュ機能
	BGP 拡張ルート リフレッシュ タイマー
	BGP 拡張ルート リフレッシュよって生成される Syslog メッセージ


	BGP 拡張ルート リフレッシュのタイマーの設定方法
	BGP 拡張ルート リフレッシュのタイマーの設定

	BGP 拡張ルート リフレッシュの設定例
	例：BGP 拡張ルート リフレッシュのタイマーの設定

	その他の参考資料
	BGP 拡張ルート リフレッシュの機能情報


