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BGP (Border Gateway Protocol) は EGP に分類される Routing Protocol であ
る。
OSPF や EIGRP といった Routing protocol は IGP に分類される。

IGP は AS (Autonomous Systems) 内部で経路交換を⾏い、 EGP は AS 間で
経路交換を⾏う。
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前述の通り、 BGP は AS (Aunomous Systems) 間で経路交換を⾏うために⽤
いられる。

AS は番号によって Global AS と Private AS に分類される。
Global AS はインターネット上で特定の組織に割り当てられた⼀意のものとな
り、馴染みのある組織だと以下のように破れ当てられている。

KDDI : 2516
DOCOMO : 9605
SOFTBANK : 18069

Private AS は組織内で⾃由に使⽤できる AS 番号である。 BGP を組織内の
routing protocol として⽤いる場合は Private AS の範囲から指定する。

また、AS 番号は当初 2byte (1 ‒ 65535) が使⽤されていたが、インターネッ
トの発展による番号の枯渇を防ぐため、 4byte (1 ‒ 4294967294) まで拡張さ
れた。
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BGP は IGP と異なり、 TCP で動作する routing protocol となっている。
IGP では同⼀ネットワークに存在する機器とのみ neighbor を構築するが、
BGP では疎通性があれば異なるネットワークに存在する機器とも neighbor 
の構築が可能。

また、 BGP では neighbor を確⽴する対象によって neighbor の種類が異な
る。

iBGP : 同じ AS に属する機器と neighbor を構築する場合。
eBGP :  異なる ASに属する機器と neighbor を構築する場合。
※詳細は後述
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これより、 BGP session 確⽴のプロセスを説明する。

BGP process が起動すると、まずは Idle state から開始される。
続いて、 BGP は TCP protocol であるため、 3 way handshake によりコネク
ションの確⽴が⾏われる。

また、 BGP process が同時に⽴ち上がった場合、 Router-id が⼤きいほうが
Client として動作（コネクションを開始）する。
※この例では RT2 (2.2.2.2) のほうが RT1 (1.1.1.1) より Router-id が⼤きい
ため、 RT2 から開始されている。
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3way handshake が完了すると、 Open sent state へ移⾏し Open message 
を送信する。
ここでは BGP に関する様々な情報が格納されており、双⽅に内容を確認する。

問題がなければ Open Confirm state へ移⾏し、 Keepalive message を送信
する。
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BGP の Hold timer 以内に Keepalive message を受信することができれば、
Established state となり BGP session が確⽴される。
その後、⾃⾝の BGP table に登録されている経路情報を Update massage に
より送付し合う。
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ここからは、各⼿順を詳細に確認していく。

Idle state から開始され、 router-id の⼤きい RT2 が Client として 3way 
handshake を開始する。
※3 way handshake の詳細に関しては 「TCP の仕組み」 を参照。・
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3 way handshake が完了し TCP conection が確⽴されると、続いて BGP 
session 確⽴へ進む。
ここでは RT2 が Open message を送信し、 Open sent state へ移⾏する。

14



続いて RT1 も Open message を送信する。
また、Open sent state では相互に Open message を交換し、以下の条件が
満たすかどうか確認する。

・BGP version が⼀致していること。
・Open message の source ip address と neighbor に指定している ip 
address が⼀致していること。
・Open message に記載されている AS 番号と neighbor にしている AS 番号
が⼀致していること。
・BGP identifier (Router id) が unique であること。
・Security parameter (TTL や password) が適切であること。

条件が満たされていれば、 Hold timer を⼩さい値に合わせて次のプロセスへ
進む。
条件が満たされない場合、 Notification message が送信され、 Idle state へ
戻る。
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Open message の交換によりお互いに条件を満たしていることが確認できた
ら、 Open Confirm state へ移⾏し Keepalive message が送信される。

また、以下の条件を満たす場合は Idle state へ移⾏する。
・Hold timer 内に Keepalive message が受信できない。
・Notification message を受信した。
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対向機器から Keepalive message を受信できると、 Established state とな
り BGP session が確⽴する。
その後、 BGP table にある経路を Update message で交換することで BGP 
による convergence も完了となる。

※BGP table の詳細や Path Attribute などに関しては後述。
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