
BGPネイバーセッションオプションの設定

このモジュールでは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ネイバーピアセッションに
関するさまざまなオプションを設定する設定作業について説明します。BGPは、組織間のルー
プのないルーティングを提供するよう設計されたドメイン間ルーティングプロトコルです。こ

のモジュールでは、BGPネイバーセッションコマンドを使用して以下を設定する作業につい
て説明します。

•自律システムの移行に役立つオプション

• TTLセキュリティチェック（CPU使用率に基づく攻撃から外部BGP（eBGP）ピアリング
セッションを保護する簡単なセキュリティメカニズム）

•機能情報の確認（1ページ）
• BGPネイバーセッションオプションの設定に関する情報（2ページ）
• BGPネイバーセッションのオプションの設定方法（6ページ）
• BGPネイバーセッションオプションの設定例（27ページ）
•次の作業（29ページ）
•その他の参考資料（30ページ）
• BGPネイバーセッションのオプション設定の機能情報（31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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BGPネイバーセッションオプションの設定に関する情報

BGPネイバーセッション
BGPは主に、ローカルネットワークを外部ネットワークに接続して、インターネットにアク
セスしたり、他の組織に接続したりするために使用されます。BGP対応ルータは、別の BGP
対応デバイスを自動的には検出しません。ネットワーク管理者は、通常、BGP対応ルータ間の
関係を手動で設定します。

BGPネイバーデバイスは、別の BGP対応デバイスへのアクティブな伝送制御プロトコル
（TCP）接続がある BGP対応ルータです。BGPデバイス間の関係は、多くの場合、ネイバー
ではなくピアと呼ばれます。これは、ネイバーは、複数の BGPデバイスがその間で他のルー
タを経由せず直接接続する概念を意味する場合があるためです。BGPネイバーまたはピアセッ
ションの設定には BGPネイバーセッションのコマンドが使用されるため、このモジュールで
は「ピア」ではなく「ネイバー」という用語を使用します。

高速ピアリングセッションの非アクティブ化に対する BGPサポート

BGPホールドタイマー

デフォルトでは、BGPホールドタイマーは、シスコソフトウェアで 180秒ごとに実行するよ
うに設定されます。このタイマー値は、デフォルトとして設定され、BGPルーティングプロ
セスを別のルーティングプロトコルを持つピアリングセッションが原因になっている可能性

がある不安定な状態から保護します。BGPデバイスは、通常、大きなルーティングテーブル
を持っているため、頻繁にセッションをリセットすることは好ましくありません。

BGPの高速ピアリングセッションの非アクティブ化

BGPの高速ピアリングセッションを無効にすると、BGPコンバージェンスおよび BGPネイ
バーの隣接変更に対する応答時間が向上します。この機能は、イベントによって引き起こさ

れ、ネイバーごとに設定されます。この機能をイネーブルにすると、BGPは指定したネイバー
でピアリングセッションをモニタします。隣接変更が検出され、終了したピアリングセッショ

ンがデフォルトのまたは設定した BGPスキャン間隔中に無効にされます。

BGP高速セッションの非アクティブ化の選択的アドレストラッキング

Cisco IOSRelease 12.4(4)T、12.2(31)SB、12.2(33)SRB、およびこれら以降のリリースでは、BGP
の選択的アドレストラッキング機能により、BGPの高速セッションの非アクティブ化ととも
にルートマップの使用が導入されました。route-mapキーワードおよび map-name引数は、
neighbor fall-over BGPネイバーセッションコマンドとともに使用され、BGPピアへのルート
が変更されたときに、この BGPネイバーのあるピアリングセッションをリセットする必要が
あるかどうかを判断します。このルートマップは、新しいルートに対して評価され、 deny文
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が返された場合、ピアセッションがリセットされます。このルートマップはセッションの確

立には使用されません。

neighbor fall-overコマンドは、Cisco IOS Release 15.0(1)SYではサポートされていません。bgp
nexthopコマンドの route-mapとmap-nameというキーワードと引数のペアは、Cisco IOSRelease
15.0(1)SYではサポートされていません。

（注）

match ip addressコマンドとmatch source-protocolコマンドだけがルートマップでサポー
トされます。setコマンドやその他の matchコマンドはサポートされません。

（注）

BGP IPv6ネイバーの BFDサポート
Cisco IOS Release 15.1(2)S以降では、双方向フォワーディング検出（BFD）を IPv6アドレスが
あるBGPネイバーの高速転送パス障害を追跡するために使用できます。BFDはあらゆるメディ
アタイプ、カプセル化、トポロジ、およびルーティングプロトコルの高速転送パス障害検出

回数を提供するように設計された検出プロトコルです。BFDは転送パス障害後の BGPの再コ
ンバージェンス時間を短縮します。

BGPネイバーセッションの TTLセキュリティチェック

TTLセキュリティチェックに対する BGPサポート

TTLセキュリティチェック機能は、BGPに実装されると簡単なセキュリティメカニズムを導
入し、eBGPネイバーセッションを CPU利用率に基づく攻撃から防御します。この種の攻撃
は、偽造の送信元と宛先の IPアドレスを含む大量の IPパケットでネットワークをあふれさせ
てネットワークを無効にしようとする典型的なブルートフォースのサービス妨害（DoS）攻撃
です。

TTLセキュリティチェック機能は、受信 IPパケットの TTLフィールドの値を各 eBGPネイ
バーセッションにローカルで設定されているホップカウントと比較して、eBGPネイバーセッ
ションを防御します。着信 IPパケットの TTLフィールドの値が、ローカルで設定された値以
上の場合、この IPパケットは受け入れられ、通常どおり処理されます。IPパケットの TTL値
が、ローカルで設定された値未満の場合、パケットはサイレントに廃棄され、インターネット

制御メッセージプロトコル（ICMP）メッセージは生成されません。これは設計された動作で
す。偽造パケットへの応答は必要ありません。

IPパケットヘッダーの TTLフィールドを偽造することは可能ですが、信頼できるピアが属す
るネットワークが損なわれていない限り、信頼できるピアの TTLカウントと一致するように
TTLカウントを正確に偽造することは不可能です。

TTLセキュリティチェック機能は、直接接続されているネイバーセッションとマルチホップ
eBGPネイバーセッションの両方をサポートします。BGPネイバーセッションは、無効なTTL
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値を含む着信パケットには影響されません。BGPネイバーセッションは開いたままで、ルー
タがサイレントに無効なパケットを廃棄します。ただし、それでも BGPセッションは、セッ
ションタイマーが期限切れになる前にキープアライブパケットを受信しないと期限切れにな

ることがあります。

BGPネイバーセッションの TTLセキュリティチェック

TTLセキュリティチェックに対する BGPサポート機能は、neighbor ttl-securityコマンドを使
用してルータコンフィギュレーションモードまたはアドレスファミリコンフィギュレーショ

ンモードで設定されます。この機能が有効な場合、BGPは、IPパケットヘッダーのTTL値が
ピアリングセッション用に設定された TTL値以上の場合だけセッションを確立または維持し
ます。この機能を有効にすると、eBGPセッションが受信方向だけ保護され、送信 IPパケット
またはリモートルータは影響を受けません。hop-count引数は、2つのピアを区切るホップの
最大数を設定するために使用されます。TTL値は、設定されたホップカウントからルータに
よって決定されます。この引数の値は、1～ 254の数値です。

マルチホップ BGPネイバーセッションに対する TTLセキュリティチェックのサポート

TTLセキュリティチェックに対するBGPサポート機能は、直接接続されているネイバーセッ
ションとマルチホップネイバーセッションの両方をサポートします。この機能がマルチホッ

プネイバーセッションに設定されている場合、neighbor ebgp-multihopルータコンフィギュ
レーションコマンドは設定できず、ネイバーセッションを確立する必要はありません。これ

らのコマンドは、二者択一で、マルチホップネイバーセッションを確立するには 1つのコマ
ンドだけが必要です。両方のコマンドを同じピアリングセッションに設定しようとすると、コ

ンソールにエラーメッセージが表示されます。

この機能を既存のマルチホップセッションに設定するには、まず既存のネイバーセッション

を no neighbor ebgp-multihopコマンドで無効にする必要があります。マルチホップネイバー
セッションは、この機能を neighbor ttl-securityコマンドで有効にすると復元されます。

この機能は、参加している各ルータで設定する必要があります。この機能の効果を最大化する

には、ローカルネットワークと外部ネットワークの間のホップカウントが一致するように

hop-count引数を厳密に設定する必要があります。ただし、この機能をマルチホップネイバー
セッションに設定する場合は、パスの種類を考慮する必要もあります。

TTLセキュリティチェックに対する BGPサポートの利点

TTLセキュリティチェックに対する BGPサポート機能は、eBGPネイバーセッションを CPU
利用率に基づく攻撃から防御する、効果的で容易に導入できるソリューションを提供します。

この機能が有効な場合、ホストがローカル BGPネットワークまたはリモート BGPネットワー
クのメンバでない場合、あるいはホストがローカル BGPネットワークとリモート BGPネット
ワークの間のネットワークセグメントに直接接続されていない場合、ホストは BGPセッショ
ンを攻撃できません。このソリューションは、BGP自律システムへの DoS攻撃の効果を大幅
に軽減します。
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セッションごとの TCPの PMTUDに対する BGPサポート

パスMTU検出

IPプロトコルファミリは、広範な伝送リンクを使用できるように設計されました。最大 IPパ
ケット長は、65000バイトです。ほとんどの伝送リンクは、最大伝送単位（MTU）と呼ばれ
る、より小さい最大パケット長の制限が適用されます。この制限は、伝送リンクの種類によっ

て異なります。IPの設計は、発信リンクに対する必要に応じて中間ルータで IPパケットをフ
ラグメント化することにより、リンクパケット長の制限を受け入れます。IPパケットの最後
の宛先は、必要に応じて、フラグメント化されたパケットの再組み立てを行います。

すべての TCPセッションは、単一のパケットで転送可能なバイト数に関する制限によってバ
インドされます。この制限は、最大セグメントサイズ（MSS）と呼ばれます。TCPは、パケッ
トを IPレイヤに渡す前に、送信キューでパケットをチャンクに分割します。小さいMSSは、
宛先デバイスへのパスにある IPデバイスで断片化されない場合がありますが、小さいパケッ
トは、パケットを転送するために必要な帯域幅の量を増加します。最大 TCPパケット長は、
TCPセットアッププロセス中に、送信元デバイスのアウトバウンドインターフェイスのMTU
と宛先デバイスによって知らされるMSSの両方によって決まります。

パスMTU検出（PMTUD）は、最適の TCPパケット長を検出するソリューションとして開発
されました。PMTUDは、最適化（RFC1191で詳述）で、ここで送信元から宛先へのパスで断
片化されないTCP接続が最長パケットの送信を試行します。PMTUDは、この作業を IPパケッ
トでフラグ Don't Fragment（DF）を使用して行います。このフラグは、パケットが長すぎるた
め、これをリンクを超えて送信できない中間ルータの動作を変えるためのものです。通常、こ

のフラグはオフで、ルータはパケットをフラグメント化し、このフラグメントを送信する必要

があります。ルータが、DFビットが設定された状態で IPデータグラムをパケットのサイズよ
りも小さいMTUを持つリンクに転送しようとすると、ルータは、パケットをドロップし、
ICMP宛先到着不能メッセージを「断片化が必要です。DFが設定されています」ということを
示すコードとともにこの IPデータグラムの送信元に返します。送信元のデバイスは、ICMP
メッセージを受信すると、送信MSSを低くし、TCPがセグメントを再送信するときに、より
小さいセグメントサイズを使用します。

BGPネイバーセッションの TCPの PMTUD

TCPの PMTUDは、すべての BGPネイバーセッションに対してデフォルトで有効にされます
が、1つまたはすべての BGPネイバーセッションに対して TCPの PMTUDを無効にする必要
がある場合があります。PMTUDは、大きい伝送リンク（たとえば、Packet overSonetリンク）
では適切に動作しますが、不適切に設定された TCP実装やファイアウォールでは、TCP接続
のパケット転送を遅くしたり停止したりする場合があります。この種の状況では、TCPの
PMTUDを無効にする必要がある場合があります。

シスコソフトウェアでは、設定オプションが導入され TCPの PMTUDを単一の BGPネイバー
セッションまたはすべての BGPセッションに対して無効、または再度有効にできます。TCP
の PMTUDをすべての BGPネイバーに対してグローバルに無効にするには、no bgp transport
path-mtu-discoveryコマンドをルータコンフィギュレーションモードで使用します。単一のネ
イバーに対して TCPの PMTUDを無効にするには、no neighbor transport path-mtu-discovery
コマンドをルータコンフィギュレーションモードまたはアドレスファミリコンフィギュレー
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ションモードで使用します。詳細については、「すべての BGPセッションに対する TCPの
PMTUDのグローバルな無効化」の項または「単一の BGPネイバーに対する TCPの PMTUD
の無効化」の項を参照してください。

BGPネイバーセッションのオプションの設定方法

高速セッションの非アクティブ化の設定

この項の作業は、BGPネクストホップアドレストラッキングの設定方法を示しています。BGP
ネクストホップアドレストラッキングによって、RIBでのネクストホップの変更に対するBGP
の応答時間が大幅に改善されます。ただし、不安定な内部ゲートウェイプロトコル（IGP）ピ
アにより、BGPネイバーセッションが不安定になることがあります。BGPへの影響の可能性
を軽減するために、不安定な IGPピアリングセッションを積極的にダンプニングさせること
を推奨します。ルートのダンプニングの詳細については、「内部 BGP機能の設定」モジュー
ルを参照してください。

BGPネイバーの高速セッションの非アクティブ化の設定

BGPネイバーを持つピアリングセッションを確立し、このピアリングセッションを高速セッ
ションの非アクティブ化に設定して、このピアリングセッションが無効にされた場合のネット

ワークコンバージェンス時間を向上するには、次の作業を実行します。

BGPネイバーの高速セッションの非アクティブ化を有効にすると、BGPコンバージェンス時
間が大幅に向上します。ただし、不安定な IGPピアにより、引き続き BGPネイバーセッショ
ンが不安定になることがあります。BGPへの影響の可能性を軽減するために、不安定な IGP
ピアリングセッションを積極的にダンプニングさせることを推奨します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• address-family ipv4 [unicast [vrf vrf-name] | vrf vrf-name]
• address-family ipv6 [unicast [vrf vrf-name] | vrf vrf-name]

5. neighbor ip-address remote-as autonomous-system-number
6. neighbor ip-address fall-over
7. end

BGPネイバーセッションオプションの設定
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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または設定しま
す。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 50000

ステップ 3

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、IPv6アドレッシングを有効にします。こ
次のいずれかのコマンドを入力します。ステップ 4

• address-family ipv4 [unicast [vrf vrf-name] | vrf
vrf-name] の手順は、VRFアドレスファミリの高速セッション

の非アクティブ化を設定する場合に実行します。• address-family ipv6 [unicast [vrf vrf-name] | vrf
vrf-name] 手順 4は、VRFで高速セッションの非ア

クティブ化を設定する場合にのみ必要で

す。VRFで高速セッションの非アクティ
ブ化を設定しない場合は、この手順をス

キップし、アドレスファミリコンフィギュ

レーションモード（config-router-af）では
なく、ルータ BGPモード（config-router）
で以下のコマンドを実行してください。

（注）

例：

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

BGPネイバーを持つピアリングセッションを確立し
ます。

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

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
remote-as 50000

高速セッションを無効にするようにBGPピアリング
を設定します。

neighbor ip-address fall-over

例：

ステップ 6

• BGPは、セッションが無効になると、このピア
で学習したすべてのルートを削除します。

Device(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1
fall-over

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モードを開始します。
end

例：

ステップ 7

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# end

高速セッションの非アクティブ化の選択的アドレストラッキングの設定

高速セッションの非アクティブ化の選択的アドレストラッキングを設定するには、次の作業を

実行します。neighbor fall-overコマンドのオプションの route-mapキーワードおよびmap-name
引数を使用して、BGPピアへのルートが変更されたときに BGPネイバーを持つピアリング
セッションを非アクティブ化（リセット）する必要があるかどうかを判断します。このルート

マップは、新しいルートに対して評価され、deny文が返された場合、ピアセッションがリセッ
トされます。

match ip addressコマンドとmatch source-protocolコマンドだけがルートマップでサポートさ
れます。setコマンドやその他の matchコマンドはサポートされません。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
5. neighbor ip-address fall-over [route-map map-name]
6. exit
7. ip prefix-list list-name [seq seq-value ]{deny network / length | permit network / length}

[ge ge-value] [le le-value]
8. route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]
9. match ip address prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]
10. 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

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

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 45000

指定された自律システム内のネイバーの IPアドレ
スまたはピアグループ名を、ローカルルータの

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 4

IPv4マルチプロトコルBGPネイバーテーブルに追
加します。

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

BGPへのルートが変更されるときにルートマップ
を適用します。

neighbor ip-address fall-over [route-mapmap-name]

例：

ステップ 5

•この例では、ネイバー 192.168.1.2へのルート
が変更されるときに、CHECK-NBRという名
前のルートマップが適用されます。

Device(config-router)# neighbor 192.168.1.2
fall-over route-map CHECK-NBR

ルータコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 6

BGPネクストホップルートフィルタリングのプレ
フィックスリストを作成します。

ip prefix-list list-name [seq seq-value ]{deny
network / length | permit network / length} [ge ge-value]
[le le-value]

ステップ 7

•選択的ネクストホップルートフィルタリング
は、アドレスファミリごとにプレフィックス例：

Device(config)# ip prefix-list FILTER28 seq 5
permit 0.0.0.0/0 ge 28

長のマッチングまたは送信元プロトコルのマッ

チングをサポートします。

•この例では、マスク長が28以上の場合だけルー
トを許可する FILTER28という名前のプレ
フィックスリストが作成されます。

ルートマップを設定し、ルートマップコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

route-map map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：

ステップ 8

•この例では、CHECK-NBRという名前のルー
トマップが作成されます。次の matchコマン

Device(config)# route-map CHECK-NBR permit 10
ドで IPアドレスの一致がある場合、その IPア
ドレスは許可されます。

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

指定されたプレフィックスリスト内の IPアドレス
のマッチングを行います。

match ip address prefix-list prefix-list-name
[prefix-list-name...]

例：

ステップ 9

•プレフィックスリストの名前を指定するには、
prefix-list-name引数を使用します。省略記号

Device(config-route-map)# match ip address
prefix-list FILTER28 は、複数のプレフィックスリストを指定でき

ることを意味します。

この例では、このタスクに適用可能な構

文だけが使用されています。詳細につい

ては、『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』を参照してくださ
い。

（注）

ルートマップ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 10

Device(config-route-map)# end

次の作業

ピアポリシーテンプレートの作成後、ピアポリシーテンプレートのコンフィギュレーション

を、別のピアポリシーテンプレートに継承、または適用することができます。ピアポリシー

の継承の詳細については、「inherit peer-policyコマンドを使用したピアポリシーテンプレート
の継承の設定」の項または「neighbor inherit peer-policyコマンドを使用したピアポリシーテン
プレートの継承の設定」の項を参照してください。

BGP IPv6ネイバーの BFDの設定
Cisco IOS Release 15.1(2)S以降では、双方向フォワーディング検出（BFD）を IPv6アドレスが
ある BGPネイバーに使用できます。

BFDネイバーがアップ状態であることが確認されると、show bgp ipv6 unicast neighborsコマ
ンドは、高速フォールオーバーを検出するためにBFDを使用することを、指定されたネイバー
に示します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. ipv6 cef
5. interface type number
6. ipv6 address ipv6-address / prefix-length
7. bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier multiplier-value

BGPネイバーセッションオプションの設定
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8. no shutdown
9. exit
10. router bgp autonomous-system-number
11. no bgp default ipv4-unicast
12. address-family ipv6 [ vrf vrf-name] [unicast |multicast | vpnv6]
13. neighbor ipv6-address remote-as autonomous-system-number
14. neighbor ipv6-address fall-over bfd
15. 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

IPv6ユニキャストデータグラムの転送を有効にし
ます。

ipv6 unicast-routing

例：

ステップ 3

Device(config)# ipv6 unicast-routing

IPv6のシスコエクスプレスフォワーディングを有
効にします。

ipv6 cef

例：

ステップ 4

Device(config)# ipv6 cef

インターフェイスタイプと番号を設定します。interface type number

例：

ステップ 5

Device(config)# interface fastethernet 0/1

IPv6アドレスを設定し、インターフェイスで IPv6
処理を有効にします。

ipv6 address ipv6-address / prefix-length

例：

ステップ 6

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1:1::1/64

インターフェイスのベースライン BFDセッション
パラメータを設定します。

bfd interval milliseconds min_rx milliseconds
multiplier multiplier-value

例：

ステップ 7

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-if)# bfd interval 500 min_rx 500
multiplier 3

インターフェイスを再起動します。no shutdown

例：

ステップ 8

Device(config-if)# no shutdown

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに入ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 9

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 10

Device(config)# router bgp 40000

ピアリングセッションを確立するためのデフォル

トの IPv4ユニキャストアドレスファミリを無効に
します。

no bgp default ipv4-unicast

例：

Device(config-router)# no bgp default
ipv4-unicast

ステップ 11

•グローバルスコープでこのコマンドを設定す
ることを推奨します。

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始し、IPv6アドレッシングを有効にします。
address-family ipv6 [ vrf vrf-name] [unicast |multicast
| vpnv6]

例：

ステップ 12

Device(config-router)# address-family ipv6

指定された自律システムのネイバーの IPアドレス
を、ローカルルータの IPv6 BGPネイバーテーブ
ルに追加します。

neighbor ipv6-address remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 13

Device(config-router-af)# neighbor
2001:DB8:2:1::4 remote-as 45000

BGPが BFDを使用して IPv6ネイバーのピアリン
グセッションをモニタできるようにします。

neighbor ipv6-address fall-over bfd

例：

ステップ 14

Device(config-router-af)# neighbor
2001:DB8:2:1::4 fall-over bfd

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モードを開始します。
end

例：

ステップ 15

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# end

BGPネイバーセッションの TTLセキュリティチェックの設定
IPパケットヘッダーの TTL値が BGPネイバーセッション用に設定された TTL値以上の場合
のみ BGPがセッションを確立または維持できるようにするには、次の作業を実行します。

始める前に

• TTLセキュリティチェックに対する BGPサポート機能の効果を最大化するために、参加
している各ルータでこの機能を設定することを推奨します。この機能を有効にすると、

eBGPセッションが受信方向だけ保護され、送信 IPパケットまたはリモートルータは影
響を受けません。

• TTLセキュリティチェックに対するBGPサポート機能がマルチホップネイバーセッショ
ン用に設定されている場合、neighbor ebgp-multihopコマンドは必要なく、この機能を設
定する前にこのコマンドを無効にする必要があります。

•大きい直径のマルチホップピアリングでは、TTLセキュリティチェックに対する BGPサ
ポート機能の効果は下がります。大きい直径のピアリング用に設定された BGPルータに
対する CPU利用率に基づく攻撃の場合は、影響を受けたネイバーセッションをシャット
ダウンして、この攻撃に対処する必要がある場合があります。

•この機能は、ローカルネットワークおよびリモートネットワーク内部が損なわれている
ピアからの攻撃には効果的ではありません。この制約事項には、ローカルネットワークと

リモートネットワークの間のネットワークセグメント上のピアも含まれます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. trace [protocol] destination
3. configure terminal
4. router bgp autonomous-system-number
5. neighbor ip-address ttl-security hops hop-count
6. end
7. show running-config
8. show ip bgp neighbors [ip-address]

BGPネイバーセッションオプションの設定
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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

パケットが宛先に移動中、実際に通過する指定され

たプロトコルのルートを検出します。

trace [protocol] destination

例：

ステップ 2

• traceコマンドを入力して、指定されたピアへの
ホップカウントを決定します。

Device# trace ip 10.1.1.1

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 3

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 4

Device(config)# router bgp 65000

2つのピアを区切るホップの最大数を設定します。neighbor ip-address ttl-security hops hop-count

例：

ステップ 5

• hop-count引数は、ローカルピアとリモートピ
アを区切るホップカウントに設定されます。IP

Device(config-router)# neighbor 10.1.1.1
ttl-security hops 2 パケットヘッダーの予想される TTL値が 254

の場合、数値 1を hop-count引数に設定する必
要があります。値の範囲は、1～ 254の数番で
す。

• TTLセキュリティチェックに対するBGPサポー
ト機能が有効な場合、BGPは、予想値以上の
TTL値を持つ着信 IPパケットを受け入れます。
受け入れられないパケットは廃棄されます。

•この設定例では、予想される着信 TTL値が 253
（255引く TTL値の 2）以上に設定されます。
これは、BGPピアから予想される最小 TTL値
です。ローカルルータは、10.1.1.1ネイバーが
1または 2ホップ離れている場合だけ、このネ
イバーからのピアリングセッションを受け入れ

ます。

BGPネイバーセッションオプションの設定
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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終了して、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# end

（任意）現在実行中のコンフィギュレーションファ

イルの内容を表示します。

show running-config

例：

ステップ 7

•このコマンドの出力は、各ピアの neighbor
ttl-securityコマンドの設定を出力の BGPコンDevice# show running-config | begin bgp

フィギュレーションセクションの下に表示しま

す。そのセクションには、ネイバーアドレスお

よび構成されたホップカウントが含まれます。

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

（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]

例：

ステップ 8

•このコマンドは、TTLセキュリティチェックに
対するBGPサポート機能が有効になっている場Device# show ip bgp neighbors 10.4.9.5

合、「External BGP neighbor may be up to number
hops away」と表示します。この number値は、
ホップカウントを表します。これは、1～ 254
の数値です。

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

例

TTLセキュリティチェックに対するBGPサポート機能の設定は、show running-config
コマンドおよび show ipbgpneighborsコマンドを使用して確認できます。この機能は、
各ピアでローカルに設定されるため、確認するリモート設定はありません。

次に、show running-configコマンドの出力例を示します。この出力は、着信 IPパケッ
トの予想される TTLカウントが 253または 254の場合だけ、ネイバー 10.1.1.1がネイ
バーセッションを確立または維持するように設定されていることを示します。

BGPネイバーセッションオプションの設定
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Router# show running-config
| begin bgp

router bgp 65000
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.1.1.1 remote-as 55000
neighbor 10.1.1.1 ttl-security hops 2
no auto-summary
.
.
.

次に、show ip bgp neighborsコマンドの出力例を示します。この出力は、10.1.1.1ネイ
バーが 2ホップ以下離れている場合だけ、ローカルルータがパケットをこのネイバー
から受け入れることを示します。この機能の設定は、出力のアドレスファミリセク

ションに表示されます。関連行は、出力に太字で表示されます。

Router# show ip bgp neighbors 10.1.1.1
BGP neighbor is 10.1.1.1, remote AS 55000, external link
BGP version 4, remote router ID 10.2.2.22
BGP state = Established, up for 00:59:21
Last read 00:00:21, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Message statistics:
InQ depth is 0
OutQ depth is 0

Sent Rcvd
Opens: 2 2
Notifications: 0 0
Updates: 0 0
Keepalives: 226 227
Route Refresh: 0 0
Total: 228 229

Default minimum time between advertisement runs is 5 seconds
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 1, neighbor version 1/0
Output queue sizes : 0 self, 0 replicated
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
Member of update-group 1

Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 0 0
Prefixes Total: 0 0
Implicit Withdraw: 0 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 0
Used as multipath: n/a 0

Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
Total: 0 0

Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0
Connections established 2; dropped 1
Last reset 00:59:50, due to User reset
External BGP neighbor may be up to 2 hops away.

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Local host: 10.2.2.22, Local port: 179
Foreign host: 10.1.1.1, Foreign port: 11001
Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)

BGPネイバーセッションオプションの設定
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Event Timers (current time is 0xCC28EC):
Timer Starts Wakeups Next
Retrans 63 0 0x0
TimeWait 0 0 0x0
AckHold 62 50 0x0
SendWnd 0 0 0x0
KeepAlive 0 0 0x0
GiveUp 0 0 0x0
PmtuAger 0 0 0x0
DeadWait 0 0 0x0
iss: 712702676 snduna: 712703881 sndnxt: 712703881 sndwnd: 15180
irs: 2255946817 rcvnxt: 2255948041 rcvwnd: 15161 delrcvwnd: 1223
SRTT: 300 ms, RTTO: 607 ms, RTV: 3 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 0 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: passive open, nagle, gen tcbs

Datagrams (max data segment is 1460 bytes):
Rcvd: 76 (out of order: 0), with data: 63, total data bytes: 1223
Sent: 113 (retransmit: 0, fastretransmit: 0), with data: 62, total data bytes: 4

セッションごとの TCPの PMTUDに対する BGPサポートの設定
ここでは、次のタスクについて説明します。

すべての BGPセッションに対する TCPの PMTUDのグローバルな無効化

すべての BGPセッションに対して TCPの PMTUDを無効にするには、次の作業を実行しま
す。BGPセッションを設定するときに TCPの PMTUDは、デフォルトで有効になりますが、
show ip bgp neighborsコマンドを入力して、TCPの PMTUDが有効になっていることを確認す
ることを推奨します。

始める前に

この作業は、アクティブな TCP接続を持つ BGPネイバーを事前に設定済みであることを前提
としています。

手順の概要

1. enable
2. show ip bgp neighbors [ip-address]
3. configure terminal
4. router bgp autonomous-system-number
5. no bgp transport path-mtu-discovery
6. end
7. show ip bgp neighbors [ip-address]

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

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device> enable
•パスワードを入力します（要求された場合）。

（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]

例：

ステップ 2

•このコマンドを使用して、BGPネイバーでTCP
の PMTUDが無効かどうかを判断します。Device# show ip bgp neighbors

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

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 3

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または設定しま
す。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 50000

ステップ 4

すべての BGPセッションに対して TCPの PMTUD
を無効にします。

no bgp transport path-mtu-discovery

例：

ステップ 5

Device(config-router)# no bgp transport
path-mtu-discovery

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モードに戻ります。
end

例：

ステップ 6

Device(config-router)# 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]

例：

ステップ 7

•この例では、任意のネイバーで TCPの PMTUD
が有効であることは、このコマンドの出力に

よっては表示されません。

Device# show ip bgp neighbors

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）
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例

次の show ip bgp neighborsコマンドの出力例は、TCPの PMTUDが BGPネイバーに対
して有効になっていることを示します。この出力の 2つのエントリ（Transport(tcp)
path-mtu-discovery is enabledおよび path mtu capable）は、TCPの PMTUDが有効である
ことを示します。

Router# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 172.16.1.2, remote AS 45000, internal link
BGP version 4, remote router ID 172.16.1.99

.

.

.
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 5, neighbor version 5/0

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.16.1.2
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 3; dropped 2
Last reset 00:00:35, due to Router ID changed
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled

.

.

.
SRTT: 146 ms, RTTO: 1283 ms, RTV: 1137 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 8 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, retransmission timeout, nagle, path mtu capable

次に、nobgp transport path-mtu-discoveryコマンドを入力した後の show ipbgpneighbors
コマンドの出力例を示します。path mtuエントリが欠落していることに注意してくだ
さい。

Router# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 172.16.1.2, remote AS 45000, internal link
BGP version 4, remote router ID 172.16.1.99

.

.

.
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 5, neighbor version 5/0

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.16.1.2
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 3; dropped 2
Last reset 00:00:35, due to Router ID changed

.

.

.
SRTT: 146 ms, RTTO: 1283 ms, RTV: 1137 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 8 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, retransmission timeout, nagle
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単一の BGPネイバーに対する TCPの PMTUDの無効化

内部 BGP（iBGP）ネイバーを持つピアリングセッションを確立してから BGPネイバーセッ
ションに対してTCPのPMTUDを無効にするには、次の作業を実行します。neighbor transport
コマンドは、ルータコンフィギュレーションモードまたはアドレスファミリコンフィギュ

レーションモードで使用できます。

始める前に

この作業では、TCPの PMTUDがすべての BGPネイバーに対してデフォルトで有効になって
いることを前提としています。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family {ipv4 [mdt |multicast | unicast [vrf vrf-name] | vrf vrf-name] | vpnv4 [unicast]}
5. neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
6. neighbor {ip-address| peer-group-name} activate
7. no neighbor {ip-address| peer-group-name} transport{connection-mode | path-mtu-discovery}
8. end
9. show ip bgp neighbors

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 45000

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、アドレスファミリ固有の設定を受け入

れるよう BGPピアを設定します。

address-family {ipv4 [mdt |multicast | unicast [vrf
vrf-name] | vrf vrf-name] | vpnv4 [unicast]}

例：

ステップ 4

BGPネイバーセッションオプションの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router)# address-family ipv4 unicast
•この例では、IPv4ユニキャストアドレスファ
ミリセッションを作成します。

指定された自律システム内のネイバーの IPアドレス
またはピアグループ名を、ローカルルータの IPv4

neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 5

マルチプロトコル BGPネイバーテーブルに追加し
ます。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1
remote-as 45000

このネイバーを IPv4アドレスファミリの下でアク
ティブ化します。

neighbor {ip-address| peer-group-name} activate

例：

ステップ 6

Device(config-router-af)# neighbor 172.16.1.1
activate

単一の BGPネイバーに対して TCPの PMTUDを無
効にします。

no neighbor {ip-address| peer-group-name}
transport{connection-mode | path-mtu-discovery}

例：

ステップ 7

•この例では、TCPの PMTUDがネイバー
172.16.1.1に対して無効になります。

Device(config-router-af)# no neighbor 172.16.1.1
transport path-mtu-discovery

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

例：

ステップ 9

•この例では、このコマンドの出力は、このネイ
バーがTCPのPMTUDを有効にしたことを表示
しません。

Device# show ip bgp neighbors

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

例

次の出力例は、TCPの PMTUDが BGPネイバー 172.16.1.1に対して無効にされたが、
BGPネイバー 192.168.2.2に対しては引き続き有効であることを示します。この出力の
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2つのエントリ（Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabledおよび path mtu capable）
は、TCPの PMTUDが有効であることを示します。

Router# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 172.16.1.1, remote AS 45000, internal link
BGP version 4, remote router ID 172.17.1.99

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.16.1.1
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 1; dropped 0
Last reset never

.

.

.
SRTT: 165 ms, RTTO: 1172 ms, RTV: 1007 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 20 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, retransmission timeout, nagle
.
.
.
BGP neighbor is 192.168.2.2, remote AS 50000, external link
BGP version 4, remote router ID 10.2.2.99

.

.

.
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 4, neighbor version 4/0

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 192.168.2.2
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 2; dropped 1
Last reset 00:05:11, due to User reset
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled

.

.

.
SRTT: 210 ms, RTTO: 904 ms, RTV: 694 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 20 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, retransmission timeout, nagle, path mtu capable

すべての BGPセッションに対する TCPの PMTUDのグローバルな有効化

すべての BGPセッションに対して TCPの PMTUDを有効にするには、次の作業を実行しま
す。BGPセッションを設定するときにTCPのPMTUDはデフォルトで有効になりますが、セッ
ションごとの TCPの PMTUDに対する BGPサポート機能が無効になっている場合、この作業
によってこの機能を再度有効にできます。TCPのPMTUDが有効であることを確認するには、
show ip bgp neighborsコマンドを使用します。

始める前に

この作業は、アクティブな TCP接続を持つ BGPネイバーを事前に設定済みであることを前提
としています。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. bgp transport path-mtu-discovery
5. end
6. show ip bgp neighbors

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または設定しま
す。

router bgp autonomous-system-number

例：

Device(config)# router bgp 45000

ステップ 3

すべての BGPセッションに対して TCPの PMTUD
を有効にします。

bgp transport path-mtu-discovery

例：

ステップ 4

Device(config-router)# bgp transport
path-mtu-discovery

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モードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Device(config-router)# 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

例：

ステップ 6

•この例では、このコマンドの出力は、すべての
ネイバーがTCPのPMTUDを有効にしたことを
表示します。

Device# show ip bgp neighbors
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目的コマンドまたはアクション

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）

例

次の show ip bgp neighborsコマンドの出力例は、TCPの PMTUDが BGPネイバーに対
して有効になっていることを示します。この出力の 2つのエントリ（Transport(tcp)
path-mtu-discovery is enabledおよび path mtu capable）は、TCPの PMTUDが有効である
ことを示します。

Router# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 172.16.1.2, remote AS 45000, internal link
BGP version 4, remote router ID 172.16.1.99

.

.

.
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 5, neighbor version 5/0

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 172.16.1.2
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 3; dropped 2
Last reset 00:00:35, due to Router ID changed
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled

.

.

.
SRTT: 146 ms, RTTO: 1283 ms, RTV: 1137 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 8 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, retransmission timeout, nagle, path mtu capable

単一の BGPネイバーに対する TCPの PMTUDの有効化

eBGPネイバーを持つピアリングセッションを確立してから BGPネイバーセッションに対し
てTCPのPMTUDを有効にするには、次の作業を実行します。neighbor transportコマンドは、
ルータコンフィギュレーションモードまたはアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドで使用できます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. address-family {ipv4 [mdt |multicast | unicast [vrf vrf-name] | vrf vrf-name] | vpnv4 [unicast]}
5. neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
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6. neighbor {ip-address| peer-group-name} activate
7. neighbor {ip-address| peer-group-name} transport{connection-mode | path-mtu-discovery}
8. end
9. show ip bgp neighbors [ip-address]

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 45000

アドレスファミリコンフィギュレーションモード

を開始して、アドレスファミリ固有の設定を受け入

れるよう BGPピアを設定します。

address-family {ipv4 [mdt |multicast | unicast [vrf
vrf-name] | vrf vrf-name] | vpnv4 [unicast]}

例：

ステップ 4

•この例では、IPv4ユニキャストアドレスファ
ミリセッションを作成します。

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

指定された自律システム内のネイバーの IPアドレス
またはピアグループ名を、ローカルルータの IPv4

neighbor {ip-address| peer-group-name} remote-as
autonomous-system-number

例：

ステップ 5

マルチプロトコル BGPネイバーテーブルに追加し
ます。

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.2.2
remote-as 50000

このネイバーを IPv4アドレスファミリの下でアク
ティブ化します。

neighbor {ip-address| peer-group-name} activate

例：

ステップ 6

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.2.2
activate

単一の BGPネイバーに対して TCPの PMTUDを有
効にします。

neighbor {ip-address| peer-group-name}
transport{connection-mode | path-mtu-discovery}

例：

ステップ 7

BGPネイバーセッションオプションの設定
25

BGPネイバーセッションオプションの設定

単一の BGPネイバーに対する TCPの PMTUDの有効化



目的コマンドまたはアクション

Device(config-router-af)# neighbor 192.168.2.2
transport path-mtu-discovery

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]

例：

ステップ 9

この例では、このタスクに適用可能な構文

だけが使用されています。詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』を参照してください。

（注）
Device# show ip bgp neighbors 192.168.2.2

例

次の show ip bgp neighborsコマンドの出力例は、TCPの PMTUDが BGPネイバー
192.168.2.2に対して有効になっていることを示します。この出力の 2つのエントリ
（Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabledおよび pathmtu capable）は、TCPの PMTUD
が有効であることを示します。

Router# show ip bgp neighbors 192.168.2.2
BGP neighbor is 192.168.2.2, remote AS 50000, external link
BGP version 4, remote router ID 10.2.2.99

.

.

.
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 4, neighbor version 4/0

.

.

.
Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 192.168.2.2
Address tracking requires at least a /24 route to the peer
Connections established 2; dropped 1
Last reset 00:05:11, due to User reset
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled

.

.

.
SRTT: 210 ms, RTTO: 904 ms, RTV: 694 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 20 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, retransmission timeout, nagle, path mtu capable
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BGPネイバーセッションオプションの設定例

例：BGPネイバーの高速セッションの非アクティブ化の設定
次の例では、BGPルーティングプロセスがデバイス Aおよびデバイス Bで設定され、この 2
つのデバイス間でネイバーセッションの高速ピアリングセッションの非アクティブ化をモニ

タし、使用します。高速ピアリングセッションの非アクティブ化は、このネイバーセッショ

ンの両方のデバイスで必要ではありませんが、このネイバーセッションが非アクティブ化され

ている場合、両方の自律システムの BGPネットワークのより高速なコンバージェンスに役立
ちます。

デバイス A

router bgp 40000
neighbor 192.168.1.1 remote-as 45000
neighbor 192.168.1.1 fall-over
end

デバイス B

router bgp 45000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.1.2 fall-over
end

例：高速セッションの非アクティブ化の選択的アドレストラッキング

の設定

次に、/28のプレフィックスを持つルートまたはピアの宛先へのさらに特定されたルートを使
用できなくなった場合に、BGPピアリングセッションをリセットするようにこのセッション
を設定する方法の例を示します。

router bgp 45000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.1.2 fall-over route-map CHECK-NBR
exit
ip prefix-list FILTER28 seq 5 permit 0.0.0.0/0 ge 28
route-map CHECK-NBR permit 10
match ip address prefix-list FILTER28
end

例：BGP IPv6ネイバーの BFDの設定
次に、IPv6アドレス 2001:DB8:4:1::1の FastEthernetインターフェイス 0/1を設定する例を示し
ます。双方向フォワーディング検出（BFD）は BGPネイバー 2001:DB8:5:1::2に対して設定さ
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れます。BFDは、BGPネイバーの転送パスの障害を追跡し、転送パス障害後の BGP再コン
バージェンス時間を短縮します。

ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
interface fastethernet 0/1
ipv6 address 2001:DB8:4:1::1/64
bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3
no shutdown
exit
router bgp 65000
no bgp default ipv4-unicast
address-family ipv6 unicast
neighbor 2001:DB8:5:1::2 remote-as 65001
neighbor 2001:DB8:5:1::2 fall-over bfd
end

例：TTLセキュリティチェックの設定
このセクションの設定例は、TTLセキュリティチェックに対する BGPサポート機能を設定す
る方法を示します。

次の例では、traceコマンドを使用して、eBGPピアへのホップカウントを決定します。この
ホップカウント数は、指定されたネイバーに到着するために IPパケットが通過する各ネット
ワーキングデバイスの出力に表示されます。次の例では、10.1.1.1ネイバーのホップカウント
は 1です。

Router# trace ip 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.1.1.1
1 10.1.1.1 0 msec * 0 msec

次の例では、10.1.1.1ネイバーのホップカウントを 2に設定します。hop-count引数が 2に設定
されるため、BGPは、ヘッダーの TTLカウントが 253以上の IPパケットだけを受け入れま
す。

Router(config-router)# neighbor 10.1.1.1 ttl-security hops 2

例：セッションごとの TCPの PMTUDに対する BGPサポートの設定
ここでは、次の設定例を示します。

例：すべての BGPセッションに対する TCPの PMTUDのグローバルな無効化

次に、すべての BGPネイバーセッションに対して TCPの PMTUDを無効にする方法の例を示
します。show ip bgp neighborsコマンドを使用して、TCPの PMTUDが無効になっていること
を確認します。

enable
configure terminal
router bgp 45000
no bgp transport path-mtu-discovery
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end
show ip bgp neighbors

例：単一の BGPネイバーに対する TCPの PMTUDの無効化

次に、eBGPネイバー 192.168.2.2に対して TCPの PMTUDを無効にする方法の例を示します。

enable
configure terminal
router bgp 45000
neighbor 192.168.2.2 remote-as 50000
neighbor 192.168.2.2 activate
no neighbor 192.168.2.2 transport path-mtu-discovery
end

show ip bgp neighbors 192.168.2.2

例：すべての BGPセッションに対する TCPの PMTUDのグローバルな有効化

次に、すべての BGPネイバーセッションに対して TCPの PMTUDを有効にする方法の例を示
します。show ip bgp neighborsコマンドを使用して、TCPの PMTUDが有効になっていること
を確認します。

enable
configure terminal
router bgp 45000
bgp transport path-mtu-discovery
end

show ip bgp neighbors

例：単一の BGPネイバーに対する TCPの PMTUDの有効化

次に、eBGPネイバー 192.168.2.2に対して TCPの PMTUDを有効にする方法の例を示します。
show ip bgp neighborsコマンドを使用して、TCPの PMTUDが有効になっていることを確認し
ます。

enable
configure terminal
router bgp 45000
neighbor 192.168.2.2 remote-as 50000
neighbor 192.168.2.2 activate
neighbor 192.168.2.2 transport path-mtu-discovery
end

show ip bgp neighbors 192.168.2.2

次の作業
拡張コミュニティとして自律システム出口リンクの帯域幅をアドバタイズする方法について

は、「BGPリンク帯域幅」モジュールを参照してください。
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BGPネイバーセッションオプションの設定
30

BGPネイバーセッションオプションの設定

その他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
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
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.iana.org/assignments/safi-namespace
http://www.iana.org/assignments/safi-namespace
http://www.cisco.com/go/mibs


タイトルRFC

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

『Application of the Border Gateway Protocol in the Internet』RFC
1772

『Experience with the BGP Protocol』RFC
1773

『BGP-4 Protocol Analysis』RFC
1774

『Guidelines for Creation, Selection, and Registration of an Autonomous System (AS)』RFC
1930

『Multiprotocol Extensions for BGP-4』RFC
2858

『Route Refresh Capability for BGP-4』RFC
2918

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。

BGPネイバーセッションのオプション設定の機能情報
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 : BGPネイバーセッションのオプション機能設定の機能情報

機能情報リリース機能名

TCPのPathMTUDiscovery（PMTUD）に対するBGPサポー
トにより、各BGPセッションに対する最良TCPのPathMTU
を BGPが自動的に検出する機能が導入されました。この
TCPの Path MTUはすべての BGPネイバーセッションに対
してデフォルトでイネーブルになりますが、すべての BGP
セッションに対してグローバルにまたは個別の BGPネイ
バーセッションに対してディセーブルにでき、その後イネー

ブルにできます。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。bgp transport、neighbor transport、show ip bgp
neighbors

12.2(33)SRA

12.2(31)SB

12.2(33)SXH

12.4(20)T

15.0(1)S

セッションごとの

TCPの PMTUDに
対する BGPサポー
ト

TTLセキュリティチェックに対する BGPサポート機能に
より、簡単なセキュリティメカニズムが導入され、外部ボー

ダーゲートウェイプロトコル（eBGP）ピアリングセッショ
ンを偽造 IPパケットを使用する CPU利用率に基づく攻撃
から防御します。この機能をイネーブルにすると、どちら

のBGPネットワークの一部でもないネットワークセグメン
ト上のホストまたは eBGPピア間にないネットワークセグ
メント上のホストによるeBGPピアリングセッションを乗っ
取ろうとする試みを防ぐことができます。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。neighbor ttl-security、 show ip bgp neighbors

12.0(27)S

12.3(7)T

12.2(25)S

12.2(18)SXE

15.0(1)S

TTLセキュリティ
チェックに対する

BGPサポート

IPv6アドレスを使用するBGPネイバーの高速転送パス障害
を追跡するために、双方向フォワーディング検出（BFD）
を使用できます。

この機能により、neighbor fall-overコマンドが変更されま
した。

Cisco IOS Release 15.2(4)Sでは、Cisco 7200シリーズルータ
のサポートが追加されました。

15.1(2)S

15.2(3)T

15.2(4)S

シングルホップ

BFDに対する BGP
IPv6クライアント
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