
ネイバーごとのBGPグレースフルリスター
ト

BGPグレースフルリスタート機能は、すでにグローバルに利用可能です。ネイバーごとのBGP
グレースフルリスタート機能により、個々のネイバーについて BGPグレースフルリスタート
を有効または無効にすることができ、ネットワークの柔軟性やサービスが向上します。

•機能情報の確認（1ページ）
•ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートに関する情報（2ページ）
•ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートの設定方法（3ページ）
•ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートの設定例（15ページ）
•その他の参考資料（16ページ）
•ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートの機能情報（17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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ネイバーごとのBGPグレースフルリスタートに関する情
報

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
BGPネイバーごとに BGPグレースフルリスタートを有効または無効にする機能が導入されま
した。既存のグローバルBGPグレースフルリスタート設定に加えて、BGPピアのBGPグレー
スフルリスタートを設定するための 3つの新しい方法が使用可能になりました。BGPピアま
たは BGPピアグループのグレースフルリスタートは、neighbor ha-mode graceful-restartコマ
ンドを使用して有効または無効にできます。または、BGPピアは、ha-modegraceful-restartコ
マンドを使用して、BGPピアセッションテンプレートからグレースフルリスタート設定を継
承できます。

BGPグレースフルリスタートはデフォルトではディセーブルになっていますが、既存のグロー
バルコマンドによって、機能に関係なくすべての BGPネイバーでグレースフルリスタートが
イネーブルになります。個別のBGPネイバーのBGPグレースフルリスタートをイネーブルま
たはディセーブルにする機能によって、ネットワーク管理者の制御レベルが上がります。

個別のネイバーで BGPグレースフルリスタート機能が設定されている場合は、グレースフル
リスタートを設定するためのそれぞれの方法のプライオリティは同じであり、最後の設定イン

スタンスがネイバーに適用されます。たとえば、グローバルグレースフルリスタートがすべ

ての BGPネイバーでイネーブルになっていても、その後個々のネイバーが、グレースフルリ
スタートがディセーブルになっているピアグループのメンバとして設定されると、そのネイ

バーのグレースフルリスタートはディセーブルになります。

リスタートタイマーと失効パスタイマーの設定は、グローバル bgp graceful-restartコマンド
でのみ使用可能ですが、neighbor ha-mode graceful-restartコマンドまたは ha-mode
graceful-restartコマンドが設定されているときはデフォルト値が設定されます。デフォルト値
はほとんどのネットワーク構成にとって最適な値であり、これらの値は経験豊富なネットワー

クオペレータのみが調整すべきです。

BGPピアセッションテンプレート
ピアセッションテンプレートは、一般的な BGPセッションコマンドの設定をグループ化し
て、セッションの設定要素を共有するネイバーのグループに適用するために使用されます。異

なるアドレスファミリで設定されているネイバーに共通する一般的なセッションコマンドは、

同じピアセッションテンプレートに設定できます。ピアセッションテンプレートの作成と設

定は、ピアセッションコンフィギュレーションモードで行います。ピアセッションテンプ

レートで設定できるのは、一般的なセッションコマンドだけです。

一般的なセッションコマンドをピアセッションで一度設定しておくと、ピアセッションテン

プレートの直接適用、またはピアセッションテンプレートの間接継承によって、多数のネイ

バーに適用できます。ピアセッションテンプレートのコンフィギュレーションにより、自律
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システム内のすべてのネイバーに共通に適用される一般的なセッションコマンドのコンフィ

ギュレーションが簡素化されます。

ピアセッションテンプレートは、直接継承と間接継承をサポートします。BGPネイバーは、
一度に 1つのピアセッションテンプレートだけを使用して設定でき、そのピアセッションテ
ンプレートには、間接的に継承されたピアセッションテンプレートを 1つだけ含めることが
できます。BGPネイバーは、1つのセッションテンプレートだけを直接継承でき、7つまでの
追加のピアセッションテンプレートを間接的に継承できます。

ピアセッションテンプレートでは継承がサポートされます。直接適用されたピアセッション

テンプレートは、7つまでのピアセッションテンプレートから直接または間接的に設定を継承
できます。そのため、合計で 8個のピアセッションテンプレートをネイバーまたはネイバー
グループに適用できます。

ピアセッションテンプレートは、一般的なセッションコマンドだけをサポートします。特定

のアドレスファミリ、または NLRIコンフィギュレーションモードだけのために設定される
BGPポリシーコンフィギュレーションコマンドは、ピアポリシーテンプレートで設定されま
す。

BGPピアセッションテンプレートを使用して BGPグレースフルリスタートを有効または無
効にする場合は、「BGPピアセッションテンプレートを使用したBGPグレースフルリスター
トの有効化と無効化」の項を参照してください。

ネイバーごとのBGPグレースフルリスタートの設定方法

個々の BGPネイバーの BGPグレースフルリスタートのイネーブル化
上の図のルータ Cにある内部 BGPピアで BGPグレースフルリスタートを有効にするには、
上の図のルータ Bでこの作業を実行します。IPv4アドレスファミリで、ルータ Cにあるネイ
バーが特定され、IPアドレスが 172.21.1.2のルータ Cにあるネイバーの BGPグレースフルリ
スタートが有効化されます。BGPグレースフルリスタートが有効になっていることを確認す
るには、オプションの show ip bgp neighborsコマンドを使用します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
5. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
6. neighbor ip-address activate
7. neighbor ip-address ha-mode graceful-restart [disable]
8. end
9. show ip bgp neighbors [ip-address [received-routes | routes | advertised-routes | paths [regexp]

| dampened-routes | flap-statistics | received prefix-filter | policy [detail]]]

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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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

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 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、

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

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。

指定された自律システム内のBGPネイバーとのピア
リングを設定します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 5

•この例では、172.21.1.2にある BGPピアは内部
BGPピアです。これは、BGPコンフィギュレー

Device(config-router-af)# neighbor 172.21.1.2
remote-as 45000 ションが開始されているルータ（手順 3を参

照）と同じ自律システム番号が指定されている

ためです。

ネイバーが IPv4アドレスファミリのプレフィック
スをローカルルータと交換できるようにします。

neighbor ip-address activate

例：

ステップ 6

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# neighbor 172.21.1.2
activate

•この例では、172.21.1.2にある内部 BGPピアが
アクティブにされます。

BGPネイバーの BGPグレースフルリスタート機能
をイネーブルにします。

neighbor ip-address ha-mode graceful-restart
[disable]

例：

ステップ 7

• BGPグレースフルリスタート機能を無効にする
には、disableキーワードを使用します。

Device(config-router-af)# neighbor 172.21.1.2
ha-mode graceful-restart • BGPセッションの確立後にこのコマンドを入力

する場合は、機能をBGPネイバーと交換するた
めにセッションを再開する必要があります。

•この例では、172.21.1.2にあるネイバーの BGP
グレースフルリスタート機能はイネーブルに

なっています。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を終了して、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 8

Device(config-router-af)# 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 [received-routes |
routes | advertised-routes | paths [regexp] |
dampened-routes | flap-statistics | received prefix-filter
| policy [detail]]]

ステップ 9

•このルータとグレースフルリスタート機能を交
換したネイバーごとに「Graceful Restart
Capability: advertised」が表示されます。例：

Device# show ip bgp neighbors 172.21.1.2 •この例では、172.21.1.2にある BGPピアに関す
る情報を表示するように出力がフィルタリング

されます。

例

次に、172.21.1.2にある BGPピアに対する show ip bgp neighborsコマンドの部分的な
出力例を示します。グレースフルリスタートはイネーブルになっていると表示されま

す。リスタートタイマーと失効パスタイマーのデフォルト値をメモします。これらの

タイマーは、グローバル bgp graceful-restartコマンドを使用した場合だけ設定できま
す。

Device# show ip bgp neighbors 172.21.1.2

BGP neighbor is 172.21.1.2, remote AS 45000, internal link
BGP version 4, remote router ID 172.22.1.1
BGP state = Established, up for 00:01:01

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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Last read 00:00:02, last write 00:00:07, hold time is 180, keepalive intervals
Neighbor sessions:
1 active, is multisession capable

Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Graceful Restart Capability: advertised
Multisession Capability: advertised and received

!
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.21.1.2
Connections established 1; dropped 0
Last reset never
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled
Graceful-Restart is enabled, restart-time 120 seconds, stalepath-time 360 secs

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

BGPピアセッションテンプレートを使用した BGPグレースフルリス
タートのイネーブル化とディセーブル化

この作業は、ピアセッションテンプレートを使用して BGPネイバーの BGPグレースフルリ
スタートをイネーブルおよびディセーブルにする場合に実行します。この作業では、BGPピア
セッションテンプレートが作成され、BGPグレースフルリスタートがイネーブルにされます。
別のピアセッションテンプレートが作成され、このテンプレートは BGPグレースフルリス
タートをディセーブルにするよう設定されます。

この例では、下の図のルータBで設定が実行され、2つの外部BGPネイバー（ルータAとルー
タ E）が識別されます。ルータ Aにある最初の BGPピアは、BGPグレースフルリスタートを
有効にする最初のピアセッションテンプレートを継承するよう設定されます。一方、ルータ

Eにある2番目のBGPピアは、BGPグレースフルリスタートを無効にする2番目のテンプレー
トを継承します。オプションの show ip bgp neighborsコマンドを使用して、この作業で設定さ
れる BGPネイバーごとに BGPグレースフルリスタート機能のステータスを確認します。

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
6

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート

BGPピアセッションテンプレートを使用した BGPグレースフルリスタートのイネーブル化とディセーブル化



図 1 : BGPネイバーを示すネットワークトポロジ

リスタートタイマーと失効パスタイマーは、グローバル bgp graceful-restartコマンドを使用
した場合だけ変更できます。リスタートタイマーと失効パスタイマーは、BGPネイバーの
BGPグレースフルリスタートがピアセッションテンプレートを使用してイネーブルになって
いる場合はデフォルト値に設定されます。

BGPピアは、ピアポリシーテンプレートまたはピアセッションテンプレートからの継承と、
ピアグループメンバとしての設定を同時に行うことはできません。BGPテンプレートと BGP
ピアグループは同時に使用できません。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. template peer-session session-template-name
5. ha-mode graceful-restart [disable]
6. exit-peer-session
7. template peer-session session-template-name
8. ha-mode graceful-restart [disable]
9. exit-peer-session
10. bgp log-neighbor-changes
11. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
12. neighbor ip-address inherit peer-session session-template-number
13. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
14. neighbor ip-address inherit peer-session session-template-number
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15. end
16. show ip bgp template peer-session [session-template-number]
17. show ip bgp neighbors [ip-address [received-routes | routes | advertised-routes | paths [regexp]

| dampened-routes | flap-statistics | received prefix-filter | policy [detail]]]

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 45000

セッションテンプレートコンフィギュレーション

モードを開始して、ピアセッションテンプレート

を作成します。

template peer-session session-template-name

例：

Device(config-router)# template peer-session S1

ステップ 4

•この例では、S1という名前のピアセッション
テンプレートが作成されます。

BGPグレースフルリスタート機能とBGPNSF認識
をイネーブルにします。

ha-mode graceful-restart [disable]

例：

ステップ 5

• BGPグレースフルリスタート機能を無効にす
るには、disableキーワードを使用します。Device(config-router-stmp)# ha-mode

graceful-restart

• BGPセッションの確立後にこのコマンドを入
力する場合は、機能を BGPネイバーと交換す
るためにセッションを再開する必要がありま

す。

•この例では、S1という名前のピアセッション
テンプレートのBGPグレースフルリスタート
機能はイネーブルになっています。
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目的コマンドまたはアクション

セッションテンプレート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

モードに戻ります。

exit-peer-session

例：

Device(config-router-stmp)# exit-peer-session

ステップ 6

セッションテンプレートコンフィギュレーション

モードを開始して、ピアセッションテンプレート

を作成します。

template peer-session session-template-name

例：

Device(config-router)# template peer-session S2

ステップ 7

•この例では、S2という名前のピアセッション
テンプレートが作成されます。

BGPグレースフルリスタート機能とBGPNSF認識
をイネーブルにします。

ha-mode graceful-restart [disable]

例：

ステップ 8

• BGPグレースフルリスタート機能を無効にす
るには、disableキーワードを使用します。Device(config-router-stmp)# ha-mode

graceful-restart disable

• BGPセッションの確立後にこのコマンドを入
力する場合は、機能を BGPネイバーと交換す
るためにセッションを再開する必要がありま

す。

•この例では、S2という名前のピアセッション
テンプレートのBGPグレースフルリスタート
機能はディセーブルになっています。

セッションテンプレート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

モードに戻ります。

exit-peer-session

例：

Device(config-router-stmp)# exit-peer-session

ステップ 9

BGPネイバーのステータス変更（アップまたはダ
ウン）のロギングとネイバーのリセットをイネーブ

ルにします。

bgp log-neighbor-changes

例：

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

ステップ 10

•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

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。

指定された自律システム内の BGPネイバーとのピ
アリングを設定します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 11
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
remote-as 40000

•この例では、192.168.1.2にある BGPピアは外
部 BGPピアです。これは、BGPコンフィギュ
レーションが開始されているルータ（手順3を
参照）とは異なる自律システム番号が指定され

ているためです。

ピアセッションテンプレートを継承します。neighbor ip-address inherit peer-session
session-template-number

ステップ 12

•この例では、S1という名前のピアセッション
テンプレートが継承され、ネイバーは BGPグ例：

レースフルリスタートのイネーブル化を継承

します。
Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
inherit peer-session S1

指定された自律システム内の BGPネイバーとのピ
アリングを設定します。

neighbor ip-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 13

•この例では、192.168.3.2にある BGPピアは外
部 BGPピアです。これは、BGPコンフィギュ

Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
remote-as 50000 レーションが開始されているルータ（手順3を

参照）とは異なる自律システム番号が指定され

ているためです。

ピアセッションテンプレートを継承します。neighbor ip-address inherit peer-session
session-template-number

ステップ 14

•この例では、S2という名前のピアセッション
テンプレートが継承され、ネイバーは BGPグ例：

レースフルリスタートのディセーブル化を継

承します。
Device(config-router)# neighbor 192.168.3.2
inherit peer-session S2

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 15

Device(config-router)# end

（任意）ローカル設定のピアセッションテンプレー

トを表示します。

show ip bgp template peer-session
[session-template-number]

例：

ステップ 16

• session-template-name引数を使用して、ピアポ
リシーテンプレートが 1つだけ表示されるよ

Device# show ip bgp template peer-session
うに、出力をフィルタ処理できます。また、こ

のコマンドは、標準出力修飾子すべてをサポー

トしています。

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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目的コマンドまたはアクション

（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 [received-routes |
routes | advertised-routes | paths [regexp] |
dampened-routes | flap-statistics | received prefix-filter
| policy [detail]]]

ステップ 17

•このルータとグレースフルリスタート機能を
交換したネイバーごとに「Graceful Restart
Capability: advertised」が表示されます。例：

Device# show ip bgp neighbors 192.168.1.2 •この例では、192.168.1.2にある BGPピアに関
する情報を表示するように出力がフィルタリン

グされます。

例

次に、192.168.1.2（上の図のルータA）にあるBGPピアに対する show ip bgpneighbors
コマンドの部分的な出力例を示します。グレースフルリスタートはイネーブルになっ

ていると表示されます。リスタートタイマーと失効パスタイマーのデフォルト値をメ

モします。これらのタイマーは、bgp graceful-restartコマンドを使用した場合だけ設
定できます。

Device# show ip bgp neighbors 192.168.1.2

BGP neighbor is 192.168.1.2, remote AS 40000, external link
Inherits from template S1 for session parameters
BGP version 4, remote router ID 192.168.1.2
BGP state = Established, up for 00:02:11
Last read 00:00:23, last write 00:00:27, hold time is 180, keepalive intervals
Neighbor sessions:
1 active, is multisession capable

Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Graceful Restart Capability: advertised
Multisession Capability: advertised and received

!
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 192.168.1.2
Connections established 1; dropped 0
Last reset never
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled
Graceful-Restart is enabled, restart-time 120 seconds, stalepath-time 360 secs

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

次に、192.168.3.2（上の図のルータE）にあるBGPピアに対する show ipbgpneighbors
コマンドの部分的な出力例を示します。グレースフルリスタートはディセーブルに

なっていると表示されます。

Device# show ip bgp neighbors 192.168.3.2

BGP neighbor is 192.168.3.2, remote AS 50000, external link
Inherits from template S2 for session parameters
BGP version 4, remote router ID 192.168.3.2
BGP state = Established, up for 00:01:41
Last read 00:00:45, last write 00:00:45, hold time is 180, keepalive intervals

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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Neighbor sessions:
1 active, is multisession capable

Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received

!
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 192.168.3.2
Connections established 1; dropped 0
Last reset never
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled
Graceful-Restart is disabled

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

BGPピアグループの BGPグレースフルリスタートのディセーブル化
この作業は、BGPピアグループのBGPグレースフルリスタートをディセーブルにする場合に
実行します。この作業では、BGPピアグループが作成され、そのピアグループのグレースフ
ルリスタートがディセーブルにされます。その後、BGPネイバー（上の図の172.16.1.2にある
ルータ D）が識別されてピアグループメンバとして追加され、ピアグループと関連付けられ
た設定を継承します。この例では、BGPグレースフルリスタートは無効化されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family ipv4 [unicast |multicast | vrf vrf-name]
5. neighbor peer-group-name peer-group
6. neighbor peer-group-name remote-as autonomous-system-number
7. neighbor peer-group-name ha-mode graceful-restart [disable]
8. neighbor ip-address peer-group peer-group-name
9. end
10. show ip bgp neighbors [ip-address [received-routes | routes | advertised-routes | paths [regexp]

| dampened-routes | flap-statistics| received prefix-filter | policy [ detail]]]

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

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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目的コマンドまたはアクション

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 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、

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

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、PG1という名前のピアグループ
が作成されます。

Device(config-router-af)# neighbor PG1 peer-group

指定された自律システム内のBGPピアグループと
のピアリングを設定します。

neighbor peer-group-name remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 6

•この例では、PG1という名前の BGPピアグ
ループが、ローカルルータの IPv4マルチプロ

Device(config-router-af)# neighbor PG1 remote-as
45000 トコル BGPネイバーテーブルに追加されま

す。

BGPネイバーのBGPグレースフルリスタート機能
をイネーブルにします。

neighbor peer-group-name ha-mode graceful-restart
[disable]

例：

ステップ 7

• BGPグレースフルリスタート機能を無効にす
るには、disableキーワードを使用します。

Device(config-router-af)# neighbor PG1 ha-mode
graceful-restart disable • BGPセッションが確立されたあとでこのコマ

ンドを入力した場合、BGPネイバーと交換す
る機能のセッションを再開する必要がありま

す。
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目的コマンドまたはアクション

•この例では、PG1という名前の BGPピアグ
ループのBGPグレースフルリスタート機能は
ディセーブルになっています。

BGPネイバーの IPアドレスをピアグループに割り
当てます。

neighbor ip-address peer-group peer-group-name

例：

ステップ 8

•この例では、172.16.1.2にある BGPネイバー
ピアが、PG1という名前のピアグループのメ
ンバとして設定されます。

Device(config-router-af)# neighbor 172.16.1.2
peer-group PG1

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 9

Device(config-router-af)# 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 [received-routes |
routes | advertised-routes | paths [regexp] |
dampened-routes | flap-statistics| received prefix-filter
| policy [ detail]]]

ステップ 10

•この例では、172.16.1.2にあるBGPピアに関す
る情報を表示するように出力がフィルタ処理さ

例：
れ、「Graceful-Restart is disabled」行には、こ

Device# show ip bgp neighbors 172.16.1.2 のネイバーのグレースフルリスタート機能が

無効化されていることが示されます。

例

次に、172.16.1.2にある BGPピアに対する show ip bgp neighborsコマンドの部分的な
出力例を示します。グレースフルリスタートはディセーブルになっていると表示され

ます。リスタートタイマーと失効パスタイマーのデフォルト値をメモします。これら

のタイマーは、グローバル bgp graceful-restartコマンドを使用した場合だけ設定でき
ます。

Device# show ip bgp neighbors 172.16.1.2

BGP neighbor is 172.16.1.2, remote AS 45000, internal link
Member of peer-group PG1 for session parameters
BGP version 4, remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Idle
Neighbor sessions:
0 active, is multisession capable

!
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.16.1.2
Connections established 0; dropped 0
Last reset never
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled
Graceful-Restart is disabled

ネイバーごとの BGPグレースフルリスタート
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ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートの設定例

例：ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートの有効化と無効化
個別の BGPネイバー、ピアグループ、またはピアセッションテンプレートの BGPグレース
フルリスタート機能を有効または無効にする機能が導入されました。次の例は、下の図のルー

タ Bでの設定で、S1という名前の BGPピアセッションテンプレートの BGPグレースフルリ
スタート機能を有効にして、S2という名前のBGPピアセッションテンプレートのBGPグレー
スフルリスタート機能を無効にします。ルータA（192.168.1.2）にある外部BGPネイバーは、
ピアセッションテンプレート S1を継承し、このネイバーの BGPグレースフルリスタート機
能は有効になります。ルータE（192.168.3.2）にある別の外部BGPネイバーは、ピアセッショ
ンテンプレートS2の継承後に、BGPグレースフルリスタート機能が無効化された状態で設定
されます。

図 2 : BGPグレースフルリスタートについて BGPネイバーを示すネットワークトポロジ

個別の内部 BGPネイバー（172.21.1.2にあるルータ C）では BGPグレースフルリスタート機
能は有効になっているのに対して、ルータ D（172.16.1.2）にある BGPネイバーでは BGPグ
レースフルリスタートは無効になっています。これは、ピアグループ PG1のメンバであるた
めです。BGPグレースフルリスタートのディセーブル化は、ピアグループ PG1のすべてのメ
ンバについて設定されます。リスタートタイマーと失効パスタイマーは変更され、BGPセッ
ションがリセットされます。

router bgp 45000
template peer-session S1
remote-as 40000
ha-mode graceful-restart
exit-peer-session
template peer-session S2
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remote-as 50000
ha-mode graceful-restart disable
exit-peer-session
bgp log-neighbor-changes
bgp graceful-restart restart-time 150
bgp graceful-restart stalepath-time 400
address-family ipv4 unicast
neighbor PG1 peer-group
neighbor PG1 remote-as 45000
neighbor PG1 ha-mode graceful-restart disable
neighbor 172.16.1.2 peer-group PG1
neighbor 172.21.1.2 remote-as 45000
neighbor 172.21.1.2 activate
neighbor 172.21.1.2 ha-mode graceful-restart
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.1.2 inherit peer-session S1
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
neighbor 192.168.3.2 inherit peer-session S2
end
clear ip bgp *

BGPグレースフルリスタート機能の最後の設定インスタンスが適用される方法を示すには、
次の例では、最初にすべての BGPネイバーについて BGPグレースフルリスタート機能をグ
ローバルにイネーブルにできます。BGPピアグループである PG2は、BGPグレースフルリス
タート機能がディセーブルにされた状態で設定されます。個別の外部 BGPネイバー（上の図
の 192.168.1.2にあるルータ A）は、ピアグループ PG2のメンバとして設定されます。最後の
グレースフルリスタート設定インスタンスが適用されます。この場合は、ネイバー192.168.1.2
が、ピアグループ PG2から設定インスタンスを継承し、このネイバーのBGPグレースフルリ
スタート機能は無効化されます。

router bgp 45000
bgp log-neighbor-changes
bgp graceful-restart
address-family ipv4 unicast
neighbor PG2 peer-group
neighbor PG2 remote-as 40000
neighbor PG2 ha-mode graceful-restart disable
neighbor 192.168.1.2 peer-group PG2
end
clear ip bgp *
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Graceful Restart Mechanism for BGP』RFC
4724

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。

ネイバーごとのBGPグレースフルリスタートの機能情報
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 :ネイバーごとの BGPグレースフルリスタートの機能情報

機能情報リリース機能名

ネイバーごとのBGPグレース
フルリスタート機能は、ピア

セッションテンプレートと

BGPピアグループを含む個別
のBGPネイバーのBGPグレー
スフルリスタート機能をイ

ネーブルまたはディセーブル

にします。

この機能により、次のコマン

ドが導入されました。ha-mode
graceful-restart、neighbor
ha-mode graceful-restart

この機能により、show ip bgp
neighborsコマンドが変更され
ました。
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