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BGP (Border Gateway Protocol) では、2種類の neighbor が存在する。

iBGP : 同じ AS の BGP 機器と neighbor を張っている
eBGP : 異なる AS の BGP 機器と neighbor を張っている

また、 neighbor の種類によって動作が異なる。
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iBGP と eBGP には記載されているような特徴がある。
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iBGP と eBGP 経路の next-hop について説明する。
この例では、 RT3 が 3.3.3.3/32 を BGP で広報している。

はじめに RT3 と eBGP で経路を受信している RT2 は、 next-hop を
「192.168.23.3」 として受信している。
RT2 はこれを RT1 には iBGP で、 RT4 には eBGP で広報している。

RT1 の情報を確認すると、 next-hop は変わらずに 「192.168.23.3」 で受信してい
る。
(この構成では RT1 が 「192.168.23.0/24」 のネットワークを学習していないため、
inaccessible となっている。)

RT1 はこの経路を best path として扱えないため、 RT2 側で 「next-hop-self」
command を利⽤するなりして到達⽣を持たせる必要がある。

RT4 の情報を確認すると、 RT2 は eBGP であるため next-hop を 「192.168.24.2」
として受信している。
※best path として扱えない理由に関しては後述。
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iBGP では BGP Splithorizon によって、 iBGP neighbor から学習した経路は
他の iBGP neighbor へ広報しない動作となっている。
そのため、この例では RT2 が RT3 から 「3.3.3.3/32」 を学習しているが、
RT2 はこれを RT1 に広報しない。

これを防ぎ同じ AS 内で共通の bgp table を保持するためには、以下の実装を
取る必要がある。
・ AS 内の BGP Router は存在するすべての BGP Router と iBGP neighbor 
を形成する。 (Full mesh 構成)
・ RR (Router Reflector) という機能を特定の BGP Router に持たせること
で、その Router が iBGP neighbor から受信した経路を他の iBGP neighbor 
へ広報できるようにする。

※Route Reflector に関しては後述。

7



8



BGP では記載のプロセスに従って BGP table が構築され、それに基づき RIB へ経路
が install されたり Peer に対して経路広報されている。

BGP table が構築される過程として、 Peer から受信した経路の登録と⾃⾝の RIB か
らの登録の 2種類が存在する。
Peer から受信した経路は Adj-RIB-in に格納され、 Inbound で経路制御が設定され
ている場合はこれが適⽤される。

⾃⾝の RIB から登録する場合は、 「network command」 や 「redistribute 
command」 を使⽤する。

BGP table に登録された経路情報は best path selection に従い、 best path が選定
される。これが RIB に登録されたり、 Peer へ広報される。
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BGP table は 「show ip bgp command」 にて確認できる。
そして、 RT1 には 3つの経路情報が BGP table に格納されていることがわかる。

「1.1.1.1/32」 は RT1 が⾃⾝で⽣成している。

「2.2.2.2/32」 は RT2 が⽣成しており、 iBGP で学習しているため internal を⽰
す ”i flag” が付与されている。
また、これは best path として選出されているため、 RIB に登録されていることが
わかる。

「3.3.3.3/32」 は RT3 が⽣成しており、 RT2 が eBGP で学習し、 iBGP で RT1 へ
広報している。
しかし、前述した通り next-hop (192.168.23.3) に対する疎通性がないため best 
path の条件を満たせず、これは RIB に登録されていない。
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BGP は⾃⾝が⽣成した経路や peer から受信した経路を BGP table に保持する。
その中で同⼀の宛先に対して複数の経路を保持している場合、 上記に羅列されてい
る best path selection algorithm に基づき best path が決定される。

また、上記の algorithm により判別される以前に、 next-hop への到達性がない場合
は best path となることができない。

※1
この algorithm に関しては Cisco 機器に関するものとなっている。
BGP の設計や動作確認を⾏う際は、対象製品の情報を公式サイトにて確認すること
を推奨する。

Cisco の Document は以下となる。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-
bgp/13753-25.html

11



BGP で交換される経路情報には Path Attributes が含まれており、これらを元に前述
したような経路制御が⾏われる。
また、Path Attributes はそれぞれの特徴に応じて 4つの属性から分類される。

次のページからは各 Path Attributes による経路制御の例を紹介していく。
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優先度に従い、まずは WEIGHT について解説する。

WEIGHT は Cisco 独⾃の Path Attribute であり、最も⼤きな WEIGHT を持つ経路が
best path として選出される。
これは Local Router でのみ扱われ、 peer に WEIGHT は広報されない。

Default では⾃⾝が⽣成する経路には 32768 が付与され、 peer から受信する経路は
0 となる。

この例では、 RT2 が 「192.168.12.0/24」 に対して以下2つの経路を BGP table に
保持している。
(1) RT1 から受信した経路
(2) RT2 が⾃⼰⽣成した経路

2つの経路を⽐較すると、 (2) のほうが WEIGHT が⼤きいため、こちらの経路が
best path として登録される。
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続いて LOCAL_PREF について解説する。

LOCAL_PREF では最も⼤きな値を持つ経路が best path として選出される。
これは Local Router でのみ扱われ、 peer に LOCAL_PREF は広報されない。

Default ではすべての経路に 100 を付与する。

この例では、 RT2 が 「34.34.34.34/32」 に対して以下2つの経路を BGP table に保
持している。
(1) RT3 から受信した経路
(2) RT4 から受信した経路

RT2 は RT4 から受信する経路に route-policy を適⽤しており、受信する経路に対し
て LOCAL_PREF 200 を付与している。
2つの経路を⽐較すると、どちらも WEIGHT は同じだが (2) のほうが LOCAL_PREF 
が⼤きいため、こちらの経路が best path として登録される。

このように、 LOCAL_PREF は Local Router がどちらの経路を best path したいか
制御できる。
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続いて、 AS-PATH について解説する。
AS-PATH では最も短い値を持つ経路が best path として選出される。

これは peer に広報される Path Attribute となっている。
BGP では異なる AS に経路情報を広報する際、⾃⾝の AS 番号を AS-PATH に含めて
広報する。

この例では、 RT2 が 「45.45.45.45/32」 に対して以下2つの経路を BGP table に保
持している。
(1) RT5 から RT3 経由で受信した経路
(2) RT4 から受信した経路

2つの経路を⽐較すると、どちらも WEIGHT, LOCAL_PREF は同じだが (2) のほうが
AS-PATH が短いため、こちらの経路が best path として登録される。
※AS-PATH の⻑さとは、格納されている AS 番号の個数を⽰す。 (RT3 経由は2個、
RT4 経由は1個。)

また、 BGP では loop 防⽌として受信した経路の AS-PATH に⾃⾝の AS 番号が含ま
れている場合、その経路を破棄する。 (BGP table に登録しない。)
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続いて ORIGIN Type について解説する。

ORIGIN Type では、以下の順に優先される。
IGP > EGP > INCOMPLETE

これは peer に広報される Path Attribute となっている。

また、これらの Flag は default で以下のように付与される。
IGP : network command による経路登録
INCOMPLET : redistribute による経路登録

この例では、 RT2 が 「34.34.34.34/32」 に対して以下2つの経路を BGP table に保
持している。
(1) RT3 が network command で⽣成した経路
(2) RT4 が redistribute command で⽣成した経路

2つの経路を⽐較すると、どちらも WEIGHT, LOCAL_PREF, AS-PATH の⻑さは同じ
だが (2) のほうが ORIGIN Type の優先度が⾼いため、こちらの経路が best path と
して登録される。
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続いて MED について解説する。

MED では最も⼩さな値を持つ経路が best path として選出される。これは peer に
広報される Path Attribute となっている。

Default ではすべての経路に 0 を付与する。

この例では、 RT2 が 「34.34.34.34/32」 に対して以下2つの経路を BGP table に保
持している。
(1) RT3 から受信した経路
(2) RT4 から受信した経路

RT3は RT2 に広報する経路に route-policy を適⽤しており、 MED 10000 を付与し
ている。
2つの経路を⽐較すると、どちらも WEIGHT, LOCAL_PREF, AS-PATH, ORIGIN type 
は同じだが (2) のほうが MED が⼩さいため、こちらの経路が best path として登録
される。

このように、 MED は peer に対してどちらの経路を best path したいか制御でき
る。
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MED は default で同じ AS から受信した経路に対してしか⽐較されない。
そのため、記載されているような構成では MED による⽐較が⾏われないた
め注意が必要である。

※ MED だけみると RT4 が best path となるが、⽐較されないため RT3 が
best path となっている。

異なる AS から受信した経路でも MED による⽐較を⾏いたい場合、「bgp 
always-compare-med command」 を設定することで動作変更が可能。

その他にも、 MED には以下ルールが存在する。
・default では新しく受信した経路から降順にMEDの⽐較を⾏う。
・「bgp deterministic-med command」 が有効な場合、同じ AS から広報さ
れた経路を⽐較し、最後の各 AS で⽐較する。
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