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BGPパーシステンスの制約事項
•マルチキャストアドレスファミリでは、LLGRはサポートされていません。

BGPパーシステンスの概要
ネイバーから受信した BGPパスは、セッションがダウンしていることが検出されるとすぐに
削除されます。この動作は、現在のネットワーク状態に合わせて BGPテーブルと転送テーブ
ルを最新の状態に保つことを目的としています。結果として、これにより、トラフィックブ

ラックホールやルーティングループの発生を防ぐことができます。ただし、シナリオによって

は、コントロールプレーンの障害時にルートを長期間保持することで、IPの影響を受けにく
いサービスを中断なしにより長い期間継続できるようになります。次のシナリオでは、BGPネ
イバーの障害時に BGPルートが長期間保存されていても、トラフィックフローが影響を受け
ることはありません。

•ルートアドバタイズメントパスが転送パスと異なる場合（つまり、MPLSトンネル経
由）。たとえば、VPNルートなどです。
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•ルートアドバタイズメントの目的が設定をプッシュすることである場合（つまり、ルータ
上でのフィルタプログラミング）。たとえば、フロースペック、ルートターゲットなどで

す。

•ルートアドバタイズメントが自動検出に使用される場合。たとえば、VPLSなどです。

BGPパーシステンスにより、ローカルルータは、ネイバーセッションがダウンしている場合
でも、設定されたネイバーから学習したルートを保持できます。BGPパーシステンスは、長期
的グレースフルリスタート（LLGR）とも呼ばれます。LLGRは、グレースフルリスタート
（GR）の終了後に有効になります。LLGRは、LLGRの失効タイマーが期限切れになったと
き、またはネイバーがルートを送信した後に End-of-RIBマーカーを送信したときに終了しま
す。ネイバーのLLGRが終了すると、そのネイバーからのルートのうち、LLGRの失効状態の
ままであるルートはすべて削除されます。LLGR機能は、BGPOPENメッセージでネイバーに
通知されます（設定されている場合）。BGPパーシステンスでは、パスは非常に長い期間（数
日）保持され、グレースフルリスタートの動作とは異なり、パスのプリファレンス設定が解除

されるため、非失効パスが失効パスよりも優先して選択されます。

BGPスピーカーは、LLGRを使用して設定されたすべてのアドレスファミリを含むLLGR機能
をアドバタイズします。LLGRの失効時間はアドレスファミリごとに設定されます。BGPパー
システンス機能は、次のアドレスファミリインジケータ（AFI）でサポートされています。

• VPNv4と VPNv6

•フロースペック（IPv4、IPv6、VPNv4、VPNv6）

BGPパーシステンスでは、パスは非常に長い期間（数日）保持され、基本的なグレースフル
リスタートの動作とは異なり、パスのプリファレンス設定が解除されるため、常に非失効パス

が失効パスよりも優先して選択されます。ネイバーがダウンすると、まず、次の手順で構成さ

れる従来のグレースフルリスタートが実行されます。

•グレースフルリスタートタイマーを開始する

•そのネイバーからのプレフィックスを失効としてマークする

パーシステンスは、グレースフルリスタートの完了後にのみ、ヘルパールータによって実行

されます。パーシステンスは、ネイバーが End-of-Row（EoR;エンドオブロー）を送信したと
き、またはパーシステンスタイマーが期限切れになったときに終了します。

リスタートルータ

パーシステンスを設定するためのパーシステンス（LLGR）ネイバー設定ノブをサポートする
には、グレースフルリスタート設定が必須です。パーシステンスタイマーに指定できる値の

範囲は 0～ 4294967です。

ヘルパールータ

ヘルパールータは、グレースフルリスタートが完了するとパーシステンスを実行します。次

の作業を行います。
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•パーシステンスタイマーを開始します。

•ネイバーから学習したプレフィックスを long-lived stale pathとしてマークします。

•ベストパス計算を実行して、存続期間の長い失効パスのプリファレンス設定を解除しま
す。存続期間の長い失効パスしかルートにない場合は、そのパスがベストパスとして選択

されます。存続期間の長い失効パスがルートに複数ある場合は、ベストパスを見つけるた

めに通常のタイブレーク処理が実行されます。

• LLGR対応として設定されたすべてのネイバーに対して、存続期間の長い失効パスを、
LLGR_STALE（65535:6）コミュニティ属性付きのベストパスまたは追加パスとして再ア
ドバタイズします。

•非 LLGR対応のネイバーから存続期間の長い失効ルートを取り消します。

ヘルパールータのピア

ヘルパールータのネイバーは、LLGR対応である場合、受信した LLGR_STALEコミュニティ
属性付きのルートについて以下を実行します。

•受信したLLGR_STALEコミュニティ属性付きルートのプリファレンス設定を解除します。

• LLGR_STALEコミュニティ属性付きのパスを、ベストパスまたは追加パスとして、同じ
LLGR_STALE属性が付加された LLGR対応ルータに再アドバタイズします。

•ルート取り消しメッセージを非 LLGR対応のルータに送信します。

BGPパーシステンスの設定方法

BGPパーシステンスの設定

Device# configure terminal
Device(config)# router bgp AS

Device(config-router)# address-family vpnv4
Device(config-router-af)# neighbor neighbor -id

Device(config-router-af-nbr)# bgp long-lived-graceful-restart {stale-time send
time accept time}

• bgp long-lived-graceful-restart：ネイバーに対して長期的グレースフルリスタートのサポー
トを有効にします。

• stale-time：存続期間の長い失効ルートを消去するまでの最大待機時間を指定します。ネイ
バールータがこの機能についてネゴシエートし、acceptノブがローカルで設定されている
場合は、これらの2つの値のうち、より小さい値が、存続期間の長さによる失効時間とし
て使用されます。
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• send time：機能で送信される失効時間（stale-time）を指定します。指定範囲は0～4294967
秒です。

• accept time：ネイバーから受け入れ可能な最大失効時間を指定します。指定範囲は 0～
4294967秒です。BGPスピーカーは、LLGR対応ネイバーのヘルパーとして機能します。
ただし、acceptノブの設定により、非 LLGR対応ネイバーのヘルパーとして機能すること
もできます。その場合は、このノブで設定された値が、存続期間の長さによる失効時間と

して使用されます。

次に、例を示します。

router bgp 1
address-family vpnv4
neighbor 1.1.1.1
long-lived-graceful-restart stale-time send 300 accept 300
long-lived-graceful-restart stale-time accept 300

BGPパーシステンスの確認
1. LLGR機能のアドバタイズおよび受信ステータスを確認するには、show ipbgpvpnv4unicast

neighbors neighbor-idコマンドを使用します。

show ip bgp vpn4 unicast neighbors 1.1.1.1
………
BGP neighbor is 1.1.1.1, remote AS 1, internal link
Description: test1
…….
Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(new)
Four-octets ASN Capability: advertised and received
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Address family VPNv4 Unicast: advertised and received
Address family VPNv6 Unicast: advertised and received
Graceful Restart Capability: advertised and received
Remote Restart timer is 10 seconds
Address families advertised by peer:
none

Address families advertised by peer before restart:
none

Long-lived Graceful Restart Capability:
VPNv4 Unicast: advertised and received(was preserved)
VPNv6 Unicast: received(was preserved)

Enhanced Refresh Capability: advertised and received
Multisession Capability:
Stateful switchover support enabled: NO for session 1

For address family: VPNv4 Unicast
Session: 1.1.1.1

………
………
Long-lived Graceful-Restart(was preserved)

Stalepath-time: sent 2000s, received 50s, accepted 2000s, used 50s

2. ピアの再起動を確認するには、show ip bgp vpnv4 unicast neighbors neighbor-idコマンドを
使用します。
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show ip bgp vpn4 unicast neighbors 1.1.1.1
..............
BGP neighbor is 1.1.1.1, remote AS 1, internal link
Description: test1
..............
BGP version 4, remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Active, down for 00:00:23
Configured hold time is 15, keepalive interval is 5 seconds
Minimum holdtime from neighbor is 0 seconds
Neighbor sessions:
0 active, is not multisession capable (disabled)
Stateful switchover support enabled: NO for session 0

Message statistics:
InQ depth is 0

…….
…….
For address family: VPNv4 Unicast
Session: 1.1.1.1

………
………
Long-lived Graceful-Restart

Stalepath-time: sent 2000s, accepted 2000s, used 2000s
Stalepath-timer running 37s remaining

3. 存続期間の長い失効ルートとしてマークされたルートを確認するには、 show ip bgp vpnv4
all コマンドを使用します。

Device# show ip bgp vpnv4 all
BGP table version is 33, local router ID is 19.19.19.19
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

L long-lived-stale-path
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 2:2 (default for vrf example)
*L>i 20.0.0.0/16 1.1.88.1 0 100 0 81 ?
*Li 38.1.1.0/24 1.1.88.1 0 100 0 81 ?
*L>i 180.180.180.180/32

1.1.88.1 0 100 0 81 ?

Router#show ip bgp vpnv4 all 20.0.0.0/16
BGP routing table entry for 2:2:20.0.0.0/16, version 9
Paths: (1 available, best #1, table example)
Advertised to update-groups:

1
Refresh Epoch 1
81 (long-lived-stale), imported path from 5:5:20.0.0.0/16 (global)
1.1.88.1 (metric 40) (via default) from 1.1.1.188 (1.1.1.188)
Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
Community: 100:100
Extended Community: RT:1:1
Originator: 1.1.88.1, Cluster list: 1.1.1.188
mpls labels in/out nolabel/44
rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
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BGPパーシステンスの機能情報
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パーシステンスの機能情報

機能の設定情報リリース機能名

BGPパーシステンスによ
り、ルータは、ネイバー

セッションがダウンした

後でも、設定されたネイ

バーから学習したルート

を保持できます。BGP
パーシステンスは、長期

的グレースフルリスター

ト（LLGR）とも呼ばれま
す。

次のコマンドが変更され

ました。address-family
vpnv4、bgp
long-lived-graceful-restart
{stale-time send time accept
time}、 neighbor
neighbor-id、router bgp
AS、show ip bgp vpnv4
all、show ip bgp vpnv4
unicast neighbors
<neighbor-id>
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