
マルチキャスト VPN BGPダンプニング

特定のマルチキャストグループ内の単一の受信者、またはアップ状態とダウン状態を頻繁に行

き来し、特定のマルチキャストグループに関係する受信者のグループによって、マルチキャス

ト VPN BGPダンプニング機能がアクティブ化され、BGPシグナリングを使用してコア内でタ
イプ 7ルート（C-マルチキャストルートの Join/Prune）のダンプニングが行われます。この機
能は、カスタマー側の join/pruneリクエストによるチャーンを低減して、不要なBGPMVPNタ
イプ 6/7 C-ルート制御情報の発生を防ぎます。
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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。

マルチキャスト VPN BGPダンプニング
1

http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss
http://www.cisco.com/go/cfn


マルチキャスト VPN BGPダンプニングの前提条件

•『IPルーティング：BGPコンフィギュレーションガイド』の「BGPルートダンプニン
グ」モジュールに示されている概念を理解しておく必要があります。

マルチキャスト VPN BGPダンプニングに関する情報

マルチキャスト VPN BGPダンプニングの概要

BGPルートダンプニング

ルートダンプニングは、インターネットワーク間でフラッピングルートの伝搬を最小限に抑

えるように設計された BGP機能です。ルートは、その可用性が繰り返し切り替わる場合にフ
ラッピングすると見なされます。BGPを実行しているシスコデバイスは、フラッピングルー
トの不安定な影響を「ダンプニング」するように設計されたメカニズムを備えています。BGP
を実行しているシスコデバイスは、フラッピングルートを検出すると、そのルートのダンプ

ニングを自動的に行います。

下の図に、マルチキャスト VPN BGPダンプニングのメカニズムを示します。

マルチキャスト VPN BGPダンプニング

図 1 :マルチキャスト VPN BGPダンプニング

マルチキャストグループ内の単一の受信者、または頻繁に状態が変化（フラッピング）し、特

定のマルチキャストグループに関係する受信者のグループによって、マルチキャスト VPN
（MVPN）BGPダンプニングがアクティブ化されます。MVPN BGPダンプニングで、BGPシ
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グナリングを使用してコア内でタイプ 7マルチキャストルート（カスタマーマルチキャスト
（C-マルチキャスト）ルートの join/prune）のダンプニングが行われます。

MVPNBGPダンプニングが有効になっていない場合、送信元は、受信者がダウン状態でもデー
タを送信します。受信者がダウン状態になると、プロバイダーエッジ（PE）デバイスに対す
る 60秒間隔の C-PIM joinがなくなるため、デフォルトの期間（3分）が経過すると、PE側で
PIMがタイムアウトします。MVPNマネージャは、タイプ 7ルート（C-マルチキャストルー
トの取り消し）である pruneメッセージを BGPに送信します。

受信者は、アップ状態になると、新しい (S,G) joinリクエストをカスタマーエッジ（CE）デバ
イスに送信します。C-PIM joinをPEデバイスが受信し、新しいタイプ7C-マルチキャストアッ
プデートが BGPから自動検出されたMVPNピアに送信されます。アップストリームマルチ
キャストピアは、BGPタイプ7アップデートを送信元に対するPIMjoinに変換し、送信元は、
MDTトンネルを使用してダウンストリーム PE経由で受信者が受信することになる、データ
トラフィックを送信します。受信者がアップ状態とダウン状態を頻繁に行き来する場合、送信

元側の PIMは join/pruneメッセージを頻繁に受信するため、それに応じて送信元が応答するこ
とになります。

MVPN BGPダンプニングが有効になっている場合、BGPの一般的なダンプニングメカニズム
がMVPNVRFインスタンスに適用されます。CE側からの Join/Pruneメッセージは、更新/取り
消しとしてMVPNマネージャからMVPNPEデバイスに送信されます。PEデバイス上のMVPN
マネージャは、リバースパスフォワーディング（RPF）およびアップストリームマルチホッ
プ（UMH）のネクストホップ変更のために、join/pruneメッセージをカスタマー側に送信しま
す。

マルチキャスト VPN BGPダンプニングの設定方法

マルチキャスト VPN BGPダンプニングの設定
マルチキャスト VPN BGPダンプニングを有効にして設定するには、この作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family [ipv4 | ipv6] mvpn vrf vrf-name
5. bgp dampening [half-life reuse suppress max-suppress-time]
6. 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
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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）。

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します。
router bgp as-number

例：

ステップ 3

Device(config)# router bgp 45000

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 [ipv4 | ipv6] mvpn vrf vrf-name

例：

ステップ 4

• ipv4キーワードを使用して、IPv4マルチキャス
ト C-ルート交換を有効にします。Device(config-router)# address-family ipv4 mvpn

vrf blue

• ipv6キーワードを使用して、IPv6マルチキャス
ト C-ルート交換を有効にします。

次の手順でマルチキャスト VPN BGPダン
プニングを有効にするには、この時点で

vrfキーワードと vrf-name引数を指定する
必要があります。

（注）

BGPルートダンプニングをイネーブルにして、ルー
トダンプニング係数のデフォルト値を変更します。

bgp dampening [half-life reuse suppress
max-suppress-time]

例：

ステップ 5

half-life、reuse、suppress、および max-suppress-time
引数は、すべて位置に依存します。引数を 1つ入力

Device(config-router-af)# bgp dampening 30 1500
10000 120

する場合は、すべての引数を入力する必要がありま

す。

手順 4および 5を繰り返して、代替 VRF
でマルチキャスト VPN BGPダンプニング
を有効にします。

（注）

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 6

Device(config-router-af)# end
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マルチキャスト VPN BGPダンプニングのモニタとメンテナンス
マルチキャスト VPN BGPダンプニングをモニタおよびメンテナンスするには、必要に応じて
この作業の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. show bgp {ipv4 | ipv6}mvpn {all | rd route-distinguisher | vpn vrf-name} [dampening

{dampened-paths | flap-statistics [ filter-list access-list-number | quote-regexp regexp | regexp
regexp]}]

3. clear ip bgp {ipv4 | ipv6}mvpn vrf vrf-name {dampening | flap-statistics}

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXECモードを有効にします。パスワードを入力します（要求された場合）。

例：

Device> enable

ステップ 2 show bgp {ipv4 | ipv6}mvpn {all | rd route-distinguisher | vpn vrf-name} [dampening {dampened-paths |
flap-statistics [ filter-list access-list-number | quote-regexp regexp | regexp regexp]}]

マルチキャスト VPN BGPダンプニングをモニタするには、このコマンドを使用します。

• dampened-pathキーワードは、ダンプニングされた BGPルートに関する情報を表示します。

• parametersキーワードは、詳細な BGPダンプニング情報を表示します。

• flap-statisticsキーワードは、BGPフラップ統計情報を表示します。

例：

Device# show bgp ipv4 mvpn vrf blue route-type 7 111.111.111.111:11111 55 202.100.0.6 232.1.1.1

BGP routing table entry for [7][111.111.111.111:11111][55][202.100.0.6/32][232.1.1.1/32]/22, version
17
Paths: (1 available, no best path)
Flag: 0x820
Not advertised to any peer
Refresh Epoch 1
Local, (suppressed due to dampening)
0.0.0.0 from 0.0.0.0 (205.3.0.3)
Origin incomplete, localpref 100, weight 32768, valid, sourced, local
Extended Community: RT:205.1.0.1:1
Dampinfo: penalty 3472, flapped 4 times in 00:04:42, reuse in 00:00:23
rx pathid: 0, tx pathid: 0

ステップ 3 clear ip bgp {ipv4 | ipv6}mvpn vrf vrf-name {dampening | flap-statistics}
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マルチキャスト VPN BGPダンプニングが有効になったルータで受信したルートの累積ペナルティをクリ
アするには、このコマンドを使用します。

• dampeningキーワードは、マルチキャスト VPN BGPダンプニング情報をクリアします。

• flap-statisticキーワードは、マルチキャスト VPN BGPダンプニングのフラップ統計をクリアします。

例：

Device# clear ip bgp ipv4 mvpn vrf blue dampening

マルチキャスト VPN BGPダンプニングの設定例

例：マルチキャスト VPN BGPダンプニングの設定

次の例では、マルチキャスト VPN BGPダンプニングが blueという VRFと redという
VRFに適用されますが、greenという VRFには適用されません。

address-family ipv4 mvpn vrf blue
bgp dampening

address-family ipv4 mvpn vrf red
bgp dampening

address-family ipv4 mvpn vrf green
no bgp dampening

マルチキャスト VPN BGPダンプニングの追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command
List, All Releases』

Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP
Command Reference』

BGPコマンド
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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
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マニュアルタイトル関連項目

『IPルーティング：BGPコン
フィギュレーションガイド』

の「内部BGP機能の設定」モ
ジュールの「BGPルートダン
プニング」の項

BGPルートダンプニング

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『BGP Route Flap Damping』RFC
2439

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。

マルチキャスト VPN BGPダンプニングの機能情報
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、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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表 1 :マルチキャスト VPN BGPダンプニングの機能情報

機能情報リリース機能名

特定のマルチキャストグルー

プ内の単一の受信者、または

アップ状態とダウン状態を頻

繁に行き来し、特定のマルチ

キャストグループに関係する

受信者のグループによって、

マルチキャストVPNBGPダン
プニング機能で、BGPシグナ
リングを使用してコア内でタ

イプ 7ルート（C-マルチキャ
ストルートの join/prune）のダ
ンプニングが行われます。

次のコマンドが導入または変

更されました。address-family
mvpn、clear ip bgp mvpn、
show bgp mvpn、show ip bgp
ipv4

Cisco IOS XE Release 3.8SマルチキャストVPNBGPダン
プニング
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