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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。

BGP MIBサポートに関する情報

BGP MIBサポート
BGPをサポートするManagement Information Base（MIB）はCISCO-BGP4-MIBです。BGPMIB
サポート拡張機能によって、新しい SNMP通知用に CISCO-BGP4-MIBのサポートが導入され
ています。ここでは、サポートされるオブジェクトと通知（トラップ）について説明します。

BGP MIBサポート
1

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


BGP FSM遷移変更のサポート

cbgpRouteTableでは、BGP有限状態マシン（FSM）遷移状態の変更がサポートされます。

cbgpFsmStateChangeオブジェクトを使用すると、すべてのFSM遷移状態の変更についてSNMP
通知（トラップ）を設定できます。この通知には、次のMIBオブジェクトが含まれています。

• bgpPeerLastError

• bgpPeerState

• cbgpPeerLastErrorTxt

• cbgpPeerPrevState

cbgpBackwardTransitionオブジェクトでは、BGP FSM遷移状態の変更がすべてサポートされま
す。このオブジェクトは、FSMが大きい番号が付いた状態または小さい番号が付いた状態のい
ずれかに移行されるたびに送信されます。この通知には、次のMIBオブジェクトが含まれて
います。

• bgpPeerLastError

• bgpPeerState

• cbgpPeerLastErrorTxt

• cbgpPeerPrevState

snmp-server enable bgp trapsコマンドを使用すると、トラップを個別に有効にすることも、既
存の FSM後方遷移および確立状態トラップ（RFC 1657で定義）と一緒に有効にすることもで
きます。

BGPルートが受信したルートのサポート

cbgpRouteTableオブジェクトでは、BGPネイバーが受信したルートの総数がサポートされま
す。個別の BGPピアから取得したルートについて CISCO-BGP4-MIBを照会するために、次の
MIBオブジェクトが使用されます。

• cbgpPeerAddrFamilyPrefixTable

ルートには、Address-Family Identifier（AFI）または Subaddress-Family Identifier（SAFI）によっ
て索引が付けられます。このテーブルに表示されるプレフィックス情報は、show ip bgpコマ
ンドの出力でも表示できます。

BGPプレフィックスしきい値の通知サポート

BGPピアが受信したルートの総数をポーリングできるように、cbgpPrefixMaxThresholdExceed
オブジェクトと cbgpPrfefixMaxThresholdClearオブジェクトが導入されました。

cbgpPrefixMaxThresholdExceedオブジェクトを使用すると、BGPセッションのプレフィックス
数が設定値を超えた場合に送信されるSNMP通知を設定できます。この通知は、アドレスファ
ミリ単位で設定されます。プレフィックスしきい値は、neighbor maximum-prefixコマンドを
使用して設定します。この通知には、次のMIBオブジェクトが含まれています。
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• cbgpPeerPrefixAdminLimit

• cbgpPeerPrefixThreshold

cbgpPrfefixMaxThresholdClearオブジェクトを使用すると、プレフィックス数がトラップのクリ
ア制限を下回った場合に送信される SNMP通知を設定できます。この通知は、アドレスファ
ミリ単位で設定されます。この通知には、次のオブジェクトが含まれています。

• cbgpPeerPrefixAdminLimit

• cbgpPeerPrefixClearThreshold

通知は、プレフィックス数が、cbgpPrefixMaxThresholdExceed通知の生成後に BGPセッション
下でアドレスファミリのトラップのクリア制限を下回った場合に送信されます。トラップのク

リア制限は、neighbor maximum-prefixコマンドを使用して設定された最大のプレフィックス
制限値から 5 %を減算することで計算します。この通知は、cbgpPrefixMaxThresholdExceedの
生成後にその他の理由でセッションが停止した場合は生成されません。

VPNv4ユニキャストアドレスファミリルートのサポート

cbgpRouteTableオブジェクトを使用すると、VPNv4ユニキャストアドレスファミリルートの
SNMP GET操作を設定できます。

次のMIBオブジェクトを使用すると、複数のBGP機能（たとえば、ルートリフレッシュ、マ
ルチプロトコル BGP拡張、およびグレースフルリスタート）を照会できます。

• cbgpPeerCapsTable

次のMIBオブジェクトを使用すると、IPv4および VPNv4アドレスファミリルートを照会で
きます。

• cbgpPeerAddrFamilyTable

それぞれのルートには、ピアアドレス、プレフィックス、およびプレフィックス長によって索

引が付けられます。このオブジェクトは、AFI、次に SAFIによって BGPルートに索引を付け
ます。AFIテーブルがプライマリ索引であり、SAFIテーブルはセカンダリ索引です。それぞ
れのBGPスピーカーは、サポートされるAFIとSAFIとの組み合わせごとにローカルルーティ
ング情報ベース（RIB）を維持します。

cbgpPeerTableサポート

cbgpPeerTableは、このマニュアルで説明されている機能拡張をサポートするために変更されま
した。次の新しいテーブルオブジェクトが CISCO-BGP-MIB.myでサポートされます。

• cbgpPeerLastErrorTxt

• cbgpPeerPrevState

次のテーブルオブジェクトはサポートされません。これらのオブジェクトのステータスは廃止

とリストされ、これらのオブジェクトは動作不可能です。

• cbgpPeerPrefixAccepted
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• cbgpPeerPrefixDenied

• cbgpPeerPrefixLimit

• cbgpPeerPrefixAdvertised

• cbgpPeerPrefixSuppressed

• cbgpPeerPrefixWithdrawn

BGP MIBサポートを有効にする方法

BGP MIBサポートのイネーブル化
SNMP通知はルータで設定でき、GET操作は、BGP SNMPサポートをイネーブルにした後に
だけ外部管理ステーションから実行できます。この作業は、BGP MIBの SNMP通知を設定す
る場合にルータで実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. snmp-server enable traps bgp [[state-changes [all] [backward-trans] [limited]] | [threshold

prefix]]
4. exit

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

SNMP操作に対するBGPサポートをイネーブルにし
ます。キーワードまたは引数を指定せずにこのコマ

snmp-server enable traps bgp [[state-changes [all]
[backward-trans] [limited]] | [threshold prefix]]

例：

ステップ 3

ンドを入力すると、すべてのBGPイベントに対する
サポートがイネーブルになります。

Device(config)# snmp-server enable traps bgp
• state-changesキーワードは、FSM遷移イベント
に対するサポートを有効にするために使用しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

• allキーワードは、FSM遷移イベントに対する
サポートを有効にします。

• backward-transキーワードは、後方遷移の状態
変更イベントに対するサポートだけを有効にし

ます。

• limitedキーワードは、後方遷移の状態変更およ
び確立状態イベントに対するサポートを有効に

します。

• thresholdキーワードと prefixキーワードは、
指定したピアで設定済みのプレフィックス最大

制限に達した場合に通知を有効にするために使

用します。

グローバル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。
exit

例：

ステップ 4

Device(config)# exit

BGP MIBサポートの設定例

例：BGP MIBサポートの有効化
次の例では、サポートされるすべての BGPイベントに対する SNMPサポートをイネーブルに
します。

Device(config)# snmp-server enable traps bgp

次の検証例では、実行コンフィギュレーションファイル内の「snmp-server」を含む行を表示し
て、BGPに対する SNMPサポートが有効になっていることを示しています。

Device# show run | include snmp-server

snmp-server enable traps bgp
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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 IOSMaster CommandList, All Releases』Cisco IOSコマンド

『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「Cisco-BGP-MIBv2」モ
ジュール

CISCO-BGP-MIBv8.1でサポートされるMIBオ
ブジェクト

NetworkManagement ConfigurationGuide Library
の『SNMP Configuration Guide』

SNMP操作と SNMP操作に関する情報

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェアリリース、およびフィー
チャセットのMIBを検索してダウンロードする場合は、次のURLにある
Cisco MIB Locatorを使用します。

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

CISCO-BGP4-MIB

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-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/snmp/configuration/15-2mt/snmp-15-2mt-book.html
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BGP MIBサポートの機能情報
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、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 MIBサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

BGP MIBサポート拡張機能に
よって、新しい SNMP通知用
にCISCO-BGP4-MIBのサポー
トが導入されました。

snmp-server enable traps bgp
コマンドが導入されました。

12.0(26)S

12.2(25)S

12.3(7)T

12.2(33)SRA

12.2(22)SXH

15.0(1)SY

BGP MIBサポート拡張機能
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