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BGP は表記の Step で設定していく。
基本設定は Process の設定、neighbor の指定、広報する経路の登録である。

はじめに Process を⽴ち上げるため、所属する AS number を指定する。
今回は検証環境であるため⾃由な値として global AS の範囲から 10000 を設定している。

その後、 neighbor 関係を構築したい BGP Router のアドレスと、その BGP Router が属する AS 
number を 「neighbor command」 で指定する。

同じ⼿順で RT2 側も設定すると、 BGP neighbor が確⽴する。
BGP neighbor の status は 「show ip bgp summary」 にて簡易的に確認が可能。

続いて、 RT1 は⾃⾝の持つ 「1.1.1.1/32」 のネットワークを RT2 に広報するため、 「network 
command」 でこの経路情報を BGP table に登録する。
設定後に BGP table を確認すると、 「1.1.1.1/32」 が best path として登録されていることがわかる。
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RT2 の BGP table を確認すると、 RT1 から受信した経路情報が登録されている。
これは best path であるため 、RIB へ登録されていることがわかる。

また、今回は iBGP neighbor から学習した経路であるため、 AD 値は 200 で登録されている。
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BGP では default で 60秒ごとに keepalive packet を送信することで、 neighbor の死活監視を⾏なっ
ている。
そして、 180秒間 keepalive packet を受信できなければ、 neighbor を down させる。

これは 「neighbor timer command」 で neighbor ごとに timer 値を変更可能。

しかし、すでに up している neighbor に対して設定した場合、表記のように実動作は変更されない。
すでに up している neighbor への timer 値を変更する場合は、 1度 neighbor を clear し、再度
neighbor 確⽴ process のなかでこれらの値を negotiation する必要がある。

※これらの値は neighbor router 間で低い値が採⽤される。
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BGP は neighbor command を指定した際、 default では neighbor address に対する出⼒ I/F が⾃⾝の
address として指定される。
例えば、 RT2 は RT1 と neighbor を構築する際、 「192.168.12.2」 を⾃⾝の neighbor address とし
て扱っている。

しかし、物理 I/F のアドレスを⽤いていると、該当 I/F の故障が発⽣した際などに疎通性が失われてし
まう。
これらを回避するために、 iBGP では Loopback I/F のアドレスを neighbor address に⽤いて冗⻑性を
確保することが⼀般的な実装となっている。

そのため、「neighbor update-source command」 を⽤いて Loopback I/F の address を neighbro 
address に指定する。
※iBGP は default で BGP packet の TTL が 255 であるため問題ないが、 eBGP で同様の実装をする場
合は TTL を 「neighbor ebgp-multihop command」 で変更が必要。

こうして Loopback I/F の address を⽤いて bgp neighbor を形成すると、受信した経路の next-hop も
Loopback I/F の address となっている。

※備考
Loopback I/F の address を⽤いて BGP neighbor を形成するためには、 Loopback I/F の address 間
で疎通が取れるよう、 static route や IGP (OSPF, EIGRP など) で事前設定が必要である。
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この例では、 RT1 と RT2 が iBGP neighor を。 RT2 と RT3 が eBGP neighor を構成している。
そして、 RT3 は 「3.3.3.3/32」 を RT2 に広報している。

また、 iBGP の basic なデザインに従い、 iBGP neighbor は Loopback I/F の address を⽤いて形成し
ている (p9 参照) 。

上記条件のものと、 RT2 の BGP table を確認すると RT3 から受信した 「3.3.3.3/32」 が best path と
して登録されている。
BGP では best path である経路を他の neighbor に対して広報するため、 RT2 は RT1 にこの経路を広
報する。
※iBGP から受信した経路は default で他の iBGP neighbor へは広報しない。

続いて RT1 の BGP table を確認すると、 「3.3.3.3/32」 は受信しているものの best path となってい
ない。
これは何故かというと、 Next Hop である 「192.168.23.3」 に対して RT1 が疎通性を持っていない (こ
のアドレスに対する経路が Routing table に存在しない) からである。

このような状態を防ぐためには、以下2つの⽅法が存在する。
(1) 「192.168.23.3」 への経路を何らかの⼿段で RIB に登録する。 (Static route や IGP, BGP など)
(2) 「next-hop-self command」 を使⽤する

⼀般的には AS 間のネットワークを AS 内に広報することはしないため、ここでは (2) を採⽤し動作を
確認する。
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「next-hop-self command」 を設定すると、 eBGP neighbor から受信した経路を対象の neighbor に
対して経路広報する際、 Next Hop を⾃⾝の neighbor address に書き換えることができる。

設定後、 RT1 の bgp table を確認すると Next Hop が 「192.168.23.3」 から 「2.2.2.2」 に書き換わっ
ていることが確認できた。

RT1 は 「2.2.2.2/32」 を OSPF で学習しているため、この Next Hop への到達性があることから
「3.3.3.3/32」 は best path として処理され、無事 RT1 の Routing table に登録されている。
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