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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。
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IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロト
コル BGPのサポートに関する情報

IPv6マルチキャストアドレスファミリのマルチプロトコル BGP
IPv6マルチキャストアドレスファミリのマルチプロトコルBGP機能では、マルチプロトコル
BGP for IPv6拡張を提供し、IPv4 BGPと同じ機能と機能性をサポートします。マルチキャスト
BGPに対する IPv6拡張には、IPv6マルチキャストアドレスファミリ、ネットワーク層到達可
能性情報（NLRI）、および IPv6アドレスを使用するネクストホップ（宛先へのパス内の次の
ルータ）属性のサポートが含まれています。

マルチキャスト BGPは、ドメイン間 IPv6マルチキャストの配布を可能にする、拡張された
BGPです。マルチプロトコルBGPでは、複数のネットワーク層プロトコルアドレスファミリ
（IPv6アドレスファミリなど）および IPv6マルチキャストルートに関するルーティング情報
を伝送します。IPv6マルチキャストアドレスファミリには、IPv6 PIMプロトコルによる RPF
ルックアップに使用される複数のルートが含まれており、マルチキャスト BGP IPv6は、同じ
ドメイン間転送を提供します。ユニキャスト BGPが学習したルートは IPv6マルチキャストに
は使用されないため、ユーザは、BGPで IPv6マルチキャストを使用する場合は、マルチプロ
トコル BGP for IPv6マルチキャストを使用する必要があります。

マルチキャスト BGP機能は、個別のアドレスファミリコンテキストを介して提供されます。
Subsequent Address Family Identifier（SAFI）では、属性で伝送されるネットワーク層到達可能
性情報のタイプに関する情報を提供します。マルチプロトコル BGPユニキャストでは SAFI 1
メッセージを使用し、マルチプロトコル BGPマルチキャストでは SAFI 2メッセージを使用し
ます。SAFI 1メッセージは、ルートは IPユニキャストだけに使用でき、IPマルチキャストに
は使用できないことを示します。この機能があるため、IPv6ユニキャスト RIB内の BGPルー
トは、IPv6マルチキャスト RPFルックアップでは無視される必要があります。

IPv6マルチキャスト RPFルックアップを使用して、異なるポリシーおよびトポロジ（IPv6ユ
ニキャストとマルチキャストなど）を設定するために、個別の BGPルーティングテーブルが
維持されています。マルチキャスト RPFルックアップは、IPユニキャストルートルックアッ
プと非常によく似ています。

IPv6マルチキャスト BGPテーブルと関連付けられているMRIBはありません。ただし、必要
な場合、IPv6マルチキャスト BGPは、ユニキャスト IPv6 RIBで動作します。マルチキャスト
BGPでは、IPv6ユニキャスト RIBへのルートの挿入や更新は行いません。
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IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロト
コル BGPのサポートの実装方法

IPv6ピアグループでマルチキャストBGPルーティングを実行するため
の設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. neighbor peer-group-name peer-group
5. neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name} remote-as as-number
6. address-family ipv6 [unicast |multicast]
7. neighbor {ip-address | peer-group-name | ipv6-address} activate
8. neighbor {ip-address | ipv6-address} peer-group peer-group-name

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 BGP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 as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 65000

BGPピアグループを作成します。neighbor peer-group-name peer-group

例：

ステップ 4

Device(config-router)# neighbor group1 peer-group

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
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目的コマンドまたはアクション

指定した自律システムにおけるネイバーの IPv6アド
レスをローカルルータの IPv6マルチキャスト BGP
ネイバーテーブルに追加します。

neighbor {ip-address | ipv6-address | peer-group-name}
remote-as as-number

例：

ステップ 5

• neighbor remote-asコマンドの ipv6-address引数
には、RFC2373に記載されている形式を使用す

Device(config-router)# neighbor 2001:DB8:0:CC00::1
remote-as 64600

る必要があります。その場合、16ビット値を使
用した 16進数でアドレスを指定し、コロンで
区切ります。

IPv6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 ipv6 [unicast |multicast]

例：

ステップ 6

• unicastキーワードは、IPv6ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

Device(config-router)# address-family ipv6
multicast

address-family ipv6コマンドにキーワードが指
定されていない場合、ルータは IPv6ユニキャス
トアドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンモードになります。

• multicastキーワードは、IPv6マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

ネイバーが、指定したファミリタイプのプレフィッ

クスをネイバーおよびローカルルータと交換できる

ようにします。

neighbor {ip-address | peer-group-name | ipv6-address}
activate

例：

ステップ 7

•各ネイバーでの追加の設定手順を回避するため
に、この手順の代替として、peer-group-name引

Device(config-router-af)# neighbor
2001:DB8:0:CC00::1 activate

数を指定して neighbor activateコマンドを使用
します。

BGPネイバーの IPv6アドレスをピアグループに割
り当てます。

neighbor {ip-address | ipv6-address} peer-group
peer-group-name

例：

ステップ 8

Device(config-router-af)# neighbor
2001:DB8:0:CC00::1 peer-group group1

IPv6マルチプロトコル BGPへのルートのアドバタイズ
デフォルトでは、network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で定義
されたネットワークは、IPv4ユニキャストデータベースに挿入されます。IPv6BGPデータベー
スなど、別のデータベースにネットワークを挿入するには、IPv6 BGPデータベースの場合と
同様に、そのデータベースについて、アドレスファミリコンフィギュレーションモードで

networkコマンドを使用してネットワークを定義する必要があります。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv6 [vrf vrf-name] [unicast |multicast | vpnv6]
5. network {network-number [mask network-mask] | nsap-prefix} [route-map map-tag]
6. exit

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 BGP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 as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 65000

IPv6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 ipv6 [vrf vrf-name] [unicast |multicast
| vpnv6]

例：

ステップ 4

• unicastキーワードは、IPv6ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

Device(config-router)# address-family ipv6 unicast
address-family ipv6コマンドにキーワードが指
定されていない場合、デバイスは IPv6ユニキャ
ストアドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンモードになります。

• multicastキーワードは、IPv6マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

指定したプレフィックスを IPv6 BGPデータベース
にアドバタイズ（挿入）します（まず、IPv6ユニ

network {network-number [mask network-mask] |
nsap-prefix} [route-map map-tag]

例：

ステップ 5

キャストルーティングテーブルでルートを見つけ

る必要があります）。

Device(config-router-af)# network 2001:DB8::/24
•前の手順で指定したアドレスファミリのデータ
ベースにプレフィックスが挿入されます。
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目的コマンドまたはアクション

•ルートには指定したプレフィックスによって
「local origin」のタグが付けられます。

• networkコマンドの ipv6-prefix引数には、RFC
2373に記載されている形式を使用する必要があ
ります。その場合、16ビット値を使用した 16
進数でアドレスを指定し、コロンで区切りま

す。

• prefix-length引数は、アドレスのうち連続する上
位何ビットがプレフィックス（アドレスのネッ

トワーク部）を構成するかを示す 10進数値で
す。10進数値の前にスラッシュ記号が必要で
す。

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、デバイスをルータコンフィギュレーショ

ンモードに戻します。

exit

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 6

•この手順を繰り返して、ルータコンフィギュ
レーションモードを終了し、デバイスをグロー

バルコンフィギュレーションモードに戻しま

す。

IPv6マルチプロトコル BGPへのプレフィックスの再配布
再配布とは、あるルーティングプロトコルから別のルーティングプロトコルにプレフィック

スを再配布、つまり挿入するプロセスです。ここでは、あるルーティングプロトコルのプレ

フィックスを IPv6マルチプロトコル BGPに挿入する方法について説明します。具体的には、
redistributeルータコンフィギュレーションコマンドを使用して IPv6マルチプロトコル BGP
に再配布されたプレフィックスは、IPv6ユニキャストデータベースに挿入されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv6 [vrf vrf-name] [unicast |multicast | vpnv6]
5. redistribute bgp [process-id] [metric metric-value] [route-map map-name]

[source-protocol-options]
6. exit

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
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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

指定した BGP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 as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 65000

IPv6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 ipv6 [vrf vrf-name] [unicast |multicast
| vpnv6]

例：

ステップ 4

• unicastキーワードは、IPv6ユニキャストアド
レスファミリを指定します。デフォルトでは、

Device(config-router)# address-family ipv6
address-family ipv6コマンドにキーワードが指
定されていない場合、デバイスは IPv6ユニキャ
ストアドレスファミリのコンフィギュレーショ

ンモードになります。

• multicastキーワードは、IPv6マルチキャスト
アドレスプレフィックスを指定します。

あるルーティングドメインから別のルーティング

ドメインへ IPv6ルートを再配布します。
redistribute bgp [process-id] [metric metric-value]
[route-map map-name] [source-protocol-options]

例：

ステップ 5

Device(config-router-af)# redistribute bgp 64500
metric 5

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、デバイスをルータコンフィギュレーショ

ンモードに戻します。

exit

例：

Device(config-router-af)# exit

ステップ 6

•この手順を繰り返して、ルータコンフィギュ
レーションモードを終了し、デバイスをグロー

バルコンフィギュレーションモードに戻しま

す。
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BGPのアドミニストレーティブディスタンスの割り当て

BGP内部ルートのアドミニストレーティブディスタンスの変更は推奨されません。発生する
可能性のある 1つの問題は、ルーティングテーブルの不整合が累積され、それによってルー
ティングが中断する可能性があることです。

注意

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv6 [unicast |multicast}
5. distance bgp external-distance internal-distance local-distance

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 as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 100

標準 IPv6アドレスプレフィックスを使用する BGP
などのルーティングセッションを設定するために、

address-family ipv6 [unicast |multicast}

例：

ステップ 4

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。Device(config-router)# address-family ipv6
multicast

BGPアドミニストレーティブディスタンスを割り当
てます。

distance bgp external-distance internal-distance
local-distance

例：

ステップ 5

Device(config-router)# distance bgp 20 20 200

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
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IPv6マルチキャスト BGPの変換アップデートの生成
一般的に、マルチキャスト BGPの変換アップデート機能は、BGP対応ルータだけが存在する
カスタマーサイトとピアであるマルチキャスト BGP対応ルータで使用されます。カスタマー
サイトは、ルータをマルチキャスト BGP対応イメージにアップグレードしません（できませ
ん）。カスタマーサイトはマルチキャスト BGPアドバタイズメントの起点となることはでき
ないため、そのピアであるルータが BGPプレフィックスをマルチキャスト BGPプレフィック
スに変換します。この変換後のプレフィックスがマルチキャスト送信元の RPFルックアップ
で使用されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv6 [unicast |multicast}
5. neighbor ipv6-address translate-update ipv6 multicast [unicast]

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 as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 100

標準 IPv6アドレスプレフィックスを使用する BGP
などのルーティングセッションを設定するために、

address-family ipv6 [unicast |multicast}

例：

ステップ 4

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。Device(config-router)# address-family ipv6
multicast

ピアから受信したユニキャスト IPv6アップデートに
対応するマルチプロトコル IPv6 BGPアップデート
を生成します。

neighbor ipv6-address translate-update ipv6multicast
[unicast]

例：

ステップ 5

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-router)# neighbor 2001:DB8:7000::2
translate-update ipv6 multicast

IPv6 BGPセッションのリセット

手順の概要

1. enable
2. clear bgp ipv6 {unicast |multicast} {* | autonomous-system-number | ip-address | ipv6-address |

peer-group peer-group-name} [soft] [in | out]

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

IPv6 BGPセッションをリセットします。clear bgp ipv6 {unicast |multicast} {* |
autonomous-system-number | ip-address | ipv6-address |
peer-group peer-group-name} [soft] [in | out]

ステップ 2

例：

Device# clear bgp ipv6 unicast peer-group
marketing soft out

外部 BGPピアのクリア

手順の概要

1. enable
2. clear bgp ipv6 {unicast |multicast} external [soft] [in | out]
3. clear bgp ipv6 {unicast |multicast} peer-group name

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

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
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目的コマンドまたはアクション

外部 IPv6 BGPピアをクリアします。clear bgp ipv6 {unicast |multicast} external [soft] [in
| out]

ステップ 2

例：

Device# clear bgp ipv6 unicast external soft in

IPv6 BGPピアグループのすべてのメンバをクリア
します。

clear bgp ipv6 {unicast |multicast} peer-group name

例：

ステップ 3

Device# clear bgp ipv6 unicast peer-group
marketing

IPv6 BGPルート減衰情報のクリア

手順の概要

1. enable
2. clear bgp ipv6 {unicast |multicast} dampening [ipv6-prefix/prefix-length]

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

IPv6 BGPルートダンプニング情報をクリアし、抑
制されたルートの抑制を解除します。

clear bgp ipv6 {unicast |multicast} dampening
[ipv6-prefix/prefix-length]

例：

ステップ 2

Device# clear bgp ipv6 unicast dampening
2001:DB8::/64

IPv6 BGPフラップ統計情報のクリア

手順の概要

1. enable
2. clear bgp ipv6 {unicast |multicast} flap-statistics [ipv6-prefix/prefix-length | regexp regexp |

filter-list list]

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
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IPv6 BGPルート減衰情報のクリア



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

IPv6 BGPフラップ統計情報をクリアします。clear bgp ipv6 {unicast |multicast} flap-statistics
[ipv6-prefix/prefix-length | regexp regexp | filter-list list]

ステップ 2

例：

Device# clear bgp ipv6 unicast flap-statistics
filter-list 3

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロト
コル BGPのサポートの設定例

例：IPv6マルチプロトコル BGPピアグループの設定
次に、group1という名前の IPv6マルチプロトコル BGPピアグループを設定する例を示しま
す。

router bgp 65000
no bgp default ipv4-unicast
neighbor group1 peer-group
neighbor 2001:DB8:0:CC00::1 remote-as 64600
address-family ipv6 unicast
neighbor group1 activate
neighbor 2001:DB8:0:CC00::1 peer-group group1

例：IPv6マルチプロトコル BGPへのルートのアドバタイズ
次に、ローカルデバイスの IPv6ユニキャストデータベースに IPv6ネットワーク2001:DB8::/24
を挿入する例を示します（BGPは、ネットワークをアドバタイズする前に、ネットワークの
ルートがローカルデバイスの IPv6ユニキャストデータベースに存在することを確認します）。

router bgp 65000
no bgp default ipv4-unicast
address-family ipv6 unicast
network 2001:DB8::/24

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート
12

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポート

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポートの設定例



例：IPv6マルチプロトコル BGPへのプレフィックスの再配布
次の例では、RIPルートをローカルデバイスの IPv6ユニキャストデータベースに再配布して
います。

router bgp 64900
no bgp default ipv4-unicast
address-family ipv6 unicast
redistribute rip

例：IPv6マルチキャスト BGPの変換アップデートの生成
次に、ユニキャスト IPv6アップデートに対応する IPv6マルチキャストBGPアップデートを生
成する例を示します。

router bgp 64900
no bgp default ipv4-unicast
address-family ipv6 multicast
neighbor 2001:DB8:7000::2 translate-update ipv6 multicast

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

『IPv6 Configuration Guide』IPv6アドレッシングと接続

『Cisco IOS Master Command
List, All Releases』

Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

IPv6コマンド

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

Cisco IOS IPv6機能

標準規格および RFC

タイトル標準/RFC

IPv6
RFCs

IPv6に関するRFC
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例：IPv6マルチプロトコル BGPへのプレフィックスの再配布

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/ipv6/command/ipv6-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/command/ipv6-cr-book.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_IOS_IPv6_Feature_Mapping
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_IOS_IPv6_Feature_Mapping
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2mt/ip6-rfcs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2mt/ip6-rfcs.html


MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィーチャセットに関するMIB
を探してダウンロードするには、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—

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。

IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロト
コル BGPのサポートに関する機能情報

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。

表 1 : IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポートに関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能は、IPv6のマルチ
キャストBGP拡張を提供し、
IPv4 BGPと同じ機能をサポー
トしています。

Cisco IOS XE Release 2.1IPv6マルチキャストアドレス
ファミリでのマルチプロトコ

ル BGPのサポート
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IPv6マルチキャストアドレスファミリでのマルチプロトコル BGPのサポートに関する機能情報

http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn
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