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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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http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss
http://www.cisco.com/go/cfn


BGP整合性チェッカに関する情報

BGPの整合性チェッカ
更新や取り消しがピアに送信されない場合、ピアとの BGPルートの不整合が発生し、ブラッ
クホールルーティングにつながる可能性があります。この問題を特定するために、設定可能な

間隔でネクストホップラベル、RIB-Out、および集約の整合性検査を行う優先順位の低いプロ
セスとして、BGP整合性チェッカが作成されました。BGP整合性チェッカは、有効になって
いる場合、すべてのアドレスファミリに対して実行されます。BGP整合性チェッカを設定す
ることをお勧めします。

このような不整合が特定されると、Syslogメッセージでその不整合が報告され、auto-repair
キーワードが指定されている場合はオプションでアクションが実行されます。実行されるアク

ションは、検出された不整合の種類によって決まります。

•ネクストホップラベル整合性検査：2つのパスが同じプロバイダーエッジルータ（PE）
でアドバタイズされるため、それらのパスのネクストホップが同じである場合は、それら

のネクストホップラベルも同じである必要があります。ラベルが異なる場合は、不整合と

なります。auto-repairキーワードが指定されている場合、ルートリフレッシュリクエス
トが送信されます。

• RIB-Out整合性検査：ネットワークがアウトバウンドポリシーを通過したのに送信されな
い場合、またはアウトバウンドポリシーを通過しなかったのに送信される場合、不整合と

なります。auto-repairキーワードが指定されている場合、ルートリフレッシュリクエス
トが送信されます。

•集約整合性検査：特定のルートと集約されたルートが非同期になると、不整合が生じる可
能性があります。error-messageキーワードまたは auto-repairキーワードにより、集約の
再評価がトリガーされます。

万一、不整合に関する Syslogメッセージを受け取った場合は、シスコテクニカルサポートの
担当者に報告して、実際に表示されたSyslogメッセージを提出してください。次に、このよう
な Syslogメッセージの例を示します。

• “Net 10.0.0.0/32 has Nexthop-Label inconsistency.”

• “Net 10.0.0.0/32 in IPv4 Unicast has rib-out inconsistency for update-group 4 - outbound-policy
fails.”
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BGP整合性チェッカの設定方法

BGP整合性チェッカの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. bgp consistency-checker {error-message | auto-repair} [interval minutes]
5. end
6. show ip bgp [vpnv4 | vpnv6] all inconsistency nexthop-label

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

BGPルーティングプロセスを設定します。router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp 500

BGP整合性チェッカを有効にします。bgp consistency-checker {error-message | auto-repair}
[interval minutes]

ステップ 4

•デフォルトの間隔は 1440分（1日）です。指定
できる範囲は 5～ 1440分です。例：

Router(config-router)# bgp consistency-checker
auto-repair interval 720

現在のコンフィギュレーションモードを終了し、特

権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Router(config-router)# end
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネクストホップラベルの不整合が検出され

たルートを表示します。

show ip bgp [vpnv4 | vpnv6] all inconsistency
nexthop-label

例：

ステップ 6

•この手順は、機能設定の一部ではありません。
ネクストホップラベルの不整合に関するSyslog

Router# show ip bgp all inconsistency
nexthop-label メッセージを受け取った際にそのルートを表示

する場合のために用意されています。

BGP整合性チェッカの設定例

例：BGP整合性チェッカの設定
次の例は、デフォルト間隔の 1日で auto-repairを指定して BGP整合性チェッカを設定してい
ます。

router bgp 65000
bgp consistency-checker auto-repair

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

『IPルーティング：BGPコンフィギュレーションガイド』の
「BGP MIBサポート」モジュール

BGPMIBサポートの有効化

Cisco IOSNetworkManagementConfigurationGuide Libraryの『SNMP
Configuration Guide』

SNMPサポートの設定

『Cisco IOS SNMP Support Command Reference』SNMP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-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html


標準

タイト

ル

標

準

—な

し

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィーチャセットに関するMIB
を探してダウンロードするには、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—

RFC

タイトルRFC

『BGP-4 MIB』RFC
1657

『A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)』RFC
1771

『BGP/MPLS VPNs』RFC
2547

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』RFC
2858

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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BGP整合性チェッカの機能情報
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整合性チェッカの機能情報

機能情報リリース機能名

BGP整合性チェッカ機能は、ネクストホップラベルの
不整合、RIB-Outの不整合、集約の不整合という、3種
類のピアとの BGPルートの不整合を特定する方法を提
供します。このような不整合が検出されると、Syslog
エラーメッセージが送信され、設定に応じて適切なア

クションが実行されます。

次のコマンドが導入されました。bgpconsistency-checker

show ip bgp vpnv4コマンドが変更されました。

Cisco IOS XEリリー
ス 3.3S

Cisco IOS XE Release
3.4SG

BGPの整合性
チェッカ
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