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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。

iBGPピアの BGP NSRサポートの制約事項
この機能は、IPv4ユニキャストまたは IPv4+ラベルアドレスファミリで設定された iBGPピア
に適用されます。
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iBGPピアの BGP NSRサポートに関する情報

iBGPピアの BGP NSRサポートの利点
ノンストップルーティングは、アクティブ RPからスタンバイ RPへのスイッチオーバー時に
パケットがドロップされる可能性を低減するため、iBGPピアで役立ちます。スイッチオーバー
は何らかの理由によりアクティブ RPで障害が発生した場合に行われ、スタンバイ RPがアク
ティブ RPの機能を制御することになります。

iBGPピアの BGP NSRサポートの設定方法

IPv4アドレスファミリでの iBGPピアの NSR対応化

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family ipv4 [unicast | vrf vrf-name]
5. neighbor ip-address remote-as as-number
6. neighbor ip-address activate
7. neighbor ip-address ha-mode sso
8. end

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

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 4000
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目的コマンドまたはアクション

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 | 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。

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

• 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 Virtual Routing
and Forwarding（VRF;仮想ルーティングおよび
転送）インスタンスの名前を指定します。

ネイバーの自律システムを指定します。neighbor ip-address remote-as as-number

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 4000

指定したピアをアクティブにします。neighbor ip-address activate

例：

ステップ 6

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
activate

ステートフルスイッチオーバー（SSO）によるBGP
NSRをサポートするように BGPネイバーを設定し
ます。

neighbor ip-address ha-mode sso

例：

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
ha-mode sso

ステップ 7

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

VPNv4アドレスファミリでの iBGPピアの NSR対応化

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address remote-as as-number
5. neighbor ip-address ha-mode sso
6. address-family vpnv4 [unicast]
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7. neighbor ip-address activate
8. end

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

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 4000

ネイバーの自律システムを指定します。neighbor ip-address remote-as as-number

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 4000

ステートフルスイッチオーバー（SSO）によるBGP
NSRをサポートするように BGPネイバーを設定し
ます。

neighbor ip-address ha-mode sso

例：

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
ha-mode sso

ステップ 5

VPNv4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 vpnv4 [unicast]

例：

ステップ 6

Device(config-router)# address-family VPNv4
unicast

指定したピアをアクティブにします。neighbor ip-address activate

例：

ステップ 7

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
activate

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
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# end

ルータレベルでの iBGPピアの NSR対応化

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address remote-as as-number
5. neighbor ip-address activate
6. neighbor ip-address ha-mode sso
7. end
8. show ip bgp sso summary

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

指定したルーティングプロセスのルータコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 4000

ネイバーの自律システムを指定します。neighbor ip-address remote-as as-number

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 4000

指定したネイバーをアクティブにします。neighbor ip-address activate

例：

ステップ 5

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
activate
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目的コマンドまたはアクション

指定したピアについて、そのピアがアクティブに

なっているすべての NSR対応アドレスファミリで
NSR対応となるように設定します。

neighbor ip-address ha-mode sso

例：

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.1
ha-mode sso

ステップ 6

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 7

Device(config-router)# end

（任意）ステートフルスイッチオーバー（SSO）に
関する情報およびピアでNSRが有効になっているか
無効になっているかを表示します。

show ip bgp sso summary

例：

Device# show ip bgp sso summary

ステップ 8

iBGPピアの BGP NSRサポートの設定例

例：iBGPピアを NSR対応にするための設定

アドレスファミリレベルで iBGPピアを NSR対応にするための設定

router bgp 4000
address-family ipv4 unicast
neighbor 192.168.1.1 remote-as 4000
neighbor 192.168.1.1 activate
neighbor 192.168.1.1 ha-mode sso

ルータレベルで iBGPピアを NSR対応にするための設定

router bgp 4000
neighbor 192.168.1.1 remote-as 4000
neighbor 192.168.1.1 activate
neighbor 192.168.1.1 ha-mode sso
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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 IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』

BGPコマンド

『Cisco IOS IP Routing: Protocol Independent
Command Reference』

BFDコマンド

『IP Routing: BFD Configuration Guide』別のルーティングプロトコルに対する BFD
サポートの設定

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。

iBGPピアの BGP NSR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。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_pi/command/iri-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_pi/command/iri-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-2s/irb-15-2s-book.html
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表 1 : iBGPピアの BGP NSRサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

BGP NSRは、アクティブ RP
からスタンバイRPへのスイッ
チオーバー時に BGPノンス
トップルーティングおよびノ

ンストップフォワーディング

を提供します。

次のコマンドが変更されまし

た。neighbor ha-mode sso、
show ip bgp vpnv4 all sso
summary

iBGPピアの BGP NSRサポー
ト
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