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デバイスでのマルチキャスト転送が可能になります。
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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。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、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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VRF認識 BGP変換アップデートの前提条件
• VRF認識変換アップデート機能は、IPv4/IPv6 Virtual Routing and Forwarding（VRF）アド
レスファミリにのみ適用されます。

• IPv4/IPv6 VRFアドレスファミリでは、ネイバーの設定にピアグループを使用する必要が
あります。

•ユニキャストルーティングのみに対応するBGPネイバーは、ユニキャストアドレスファ
ミリとマルチキャストアドレスファミリの両方でアクティブ化する必要があります。

•また、VRF認識変換アップデート機能を設計どおりに動作させるには、互換性のあるマル
チキャストアドレスファミリで BGPネイバーを有効にする必要もあります。

•プロバイダーエッジ（PE）デバイスでは、マルチキャスト VRFが有効になっており、カ
スタマーエッジ（CE）デバイスとのセッションが確立されている必要があります。

VRF認識 BGP変換アップデートの制約事項
• VRF認識 BGP変換アップデート機能用に（非 VRF）IPv4/IPv6アドレスファミリを設定
することはできません。IPv4/IPv6アドレスファミリは、後続アドレスファミリ識別子
（SAFI）機能を使用してマルチキャストルーティング用に設定する必要があります。

• VRF認識BGP変換アップデート機能は、ピアテンプレートを使用したBGPネイバーの設
定をサポートしていません。

VRF認識 BGP変換アップデートに関する情報

VRF認識 BGP変換アップデートの概要
VRF認識 BGP変換アップデート機能を使用すると、マルチキャスト BGP（mBGP）ルーティ
ングをサポートしない旧バージョンのシスコソフトウェアを搭載したカスタマーエッジ（CE）
デバイスでのマルチキャスト転送が可能になります。

この機能は、後続アドレスファミリ識別子（SAFI）に類似しています。SAFIは、サービスプ
ロバイダーのコア IPv4ネットワークでマルチキャストルーティングをサポートする機能を提
供しますが、サポートは IPv4/IPv6アドレスファミリに制限されています。Virtual Routing and
Forwarding（VRF）認識 BGP変換アップデート機能の場合、プロバイダーエッジ（PE）デバ
イスは、ネイバー CEデバイスとの VRFセッションを確立し、IPv4/IPv6 VRFアドレスファミ
リで変換アップデート機能を設定します。

（IPv4 VRF）アドレスファミリコンフィギュレーションモードまたは（IPv6 VRF）アドレス
ファミリコンフィギュレーションモードで neighbor translate-updateコマンドが PEデバイス
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上で設定されている場合、PEデバイスは、アップデートをユニキャストからCEデバイス上の
マルチキャストに変換し、マルチキャストアップデートとしてPEデバイスのボーダーゲート
ウェイプロトコル（BGP）VRFルーティングテーブルに配置して処理できるようにします。
また、オプションのキーワードunicastを設定した場合は、変換されていないアップデートが、
PEデバイスのユニキャストキューに配置され、ユニキャスト VRF BGPテーブルに入力され
ます。ユニキャストルートからマルチキャストルートへの変換は、CEデバイスから PEデバ
イスのみで行われ、マルチキャストプレフィックスとユニキャストプレフィックスは、CEデ
バイスから PEデバイスのマルチキャストネイバーにのみアドバタイズされます。

たとえば、ネイバー CEデバイス（CE1）の VRF（v1）で VRF認識 BGP変換アップデート機
能を設定した場合は、IPv4マルチキャストVRFまたは IPv6マルチキャストVRFアドレスファ
ミリのネイバートポロジが PEデバイス（PE1）との CE1のセッションに追加されます。マル
チキャストVRFネイバートポロジは、このマルチキャストセッションにアクティブな状態で
参加することはなく、CE1から着信した通知を転送するだけです。このような通知は、着信
後、マルチキャストに変換され、非アクティブなマルチキャスト VRFネイバーのルーティン
グテーブルに配置されます。シスコソフトウェアは、IPv4/IPv6VRFアドレスファミリで設定
された CE1によってアドバタイズされるルートが、PE1の IPv4/IPv6マルチキャスト VRF v1
アドレスファミリBGPテーブルで使用できるようにします。neighbor translate-updateコマン
ドを設定している場合、これらのルートは、PE1の IPv4/IPv6マルチキャストVRF v1アドレス
ファミリ BGPテーブルとともに、PE1のマルチキャストピアにアドバタイズされます。オプ
ションの unicastキーワードも設定している場合は、PE1のユニキャストピアにもルートがア
ドバタイズされます。

unicastキーワードは、PEデバイスが CEデバイスからのユニキャストアドバタイズメントを
PEデバイスのユニキャスト BGPテーブルに配置できるようにするため、オプションではある
ものの重要です。したがって、CEデバイスからのルートアドバタイズメントは、ユニキャス
ト BGPテーブルとマルチキャスト BGPテーブルの両方に入力されますが、その他の CEデバ
イスのルートは PEデバイスのマルチキャスト BGPテーブルのみに入力されます。

VRF認識BGP変換アップデート機能を設計どおりに動作させるには、互換性のあるマルチキャ
ストアドレスファミリでアドレスファミリを有効にする必要もあります。

（注）

VRF認識 BGP変換アップデートの設定方法

VRF認識 BGP変換アップデートの設定
VRF認識 BGP変換アップデート機能を設定するには、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
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4. address-family ipv4 [mdt | tunnel | {multicast | unicast} [ vrf vrf-name] | vrf vrf-name]
5. neighbor peer-group-name peer-group
6. neighbor {ipv4-addr | ipv6-addr | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
7. neighbor {ipv4-addr | ipv6-addr} peer-group peer-group-name
8. neighbor {ipv4-addr | ipv6-addr | peer-group-name} activate
9. neighbor {ipv4-address | ipv6-address} translate-update multicast [unicast]
10. end
11. show bgp vpnv4 multicast {all | vrf vrf-name | rd route-distinguisher}
12. show ip route multicast vrf vrf-name
13. show running-config

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

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 65000

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、標準 IPバージョン 4（IPv4）アドレス
address-family ipv4 [mdt | tunnel | {multicast |
unicast} [ vrf vrf-name] | vrf vrf-name]

例：

ステップ 4

プレフィックスを使用するルーティングセッショ

ンを設定します。

Device(config)# address-family ipv4 vrf v1

BGPピアグループまたはマルチプロトコルBGPピ
アグループを作成します。

neighbor peer-group-name peer-group

例：

ステップ 5

Device(config-af)# neighbor n2 peer-group

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコル
BGPネイバーテーブルにエントリを追加します。

neighbor {ipv4-addr | ipv6-addr | peer-group-name}
remote-as autonomous-system-number

例：

ステップ 6

Device(config-af)# neighbor n2 remote-as 4
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目的コマンドまたはアクション

ピアグループのメンバになるようにBGPネイバー
を設定します。

neighbor {ipv4-addr | ipv6-addr} peer-group
peer-group-name

例：

ステップ 7

Device(config-af)# neighbor 10.1.1.1 peer-group
n2

BGPネイバーとの情報交換をイネーブルにします。neighbor {ipv4-addr | ipv6-addr | peer-group-name}
activate

ステップ 8

例：

Device(config-af)# neighbor 10.1.1.1 activate

マルチキャストBGP（mBGP）ルーティングに対応
していないデバイスでマルチキャストルーティン

グを有効にします。

neighbor {ipv4-address | ipv6-address} translate-update
multicast [unicast]

例：

ステップ 9

Device(config-af)# neighbor 10.1.1.1
translate-update multicast unicast

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 10

Device(config-af)# end

BGPテーブル内のバーチャルプライベートネット
ワークバージョン 4（VPNv4）マルチキャストエ
ントリを表示します。

show bgp vpnv4 multicast {all | vrf vrf-name | rd
route-distinguisher}

例：

ステップ 11

Device# show bgp vpnv4 mul vrf v1 summary

特定のマルチキャスト VPNルーティングおよび転
送（VRF）インスタンスに関連する IPルーティン
グテーブルを表示します。

show ip route multicast vrf vrf-name

例：

Device# show ip route multicast vrf v1

ステップ 12

デバイスの実行コンフィギュレーションを表示しま

す。

show running-config

例：

ステップ 13

Device# show running-config

VRF認識 BGP変換アップデート設定の削除
VRF認識 BGP変換アップデート機能を無効にするには、この作業を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-number
4. address-family ipv4 [mdt | tunnel | {multicast | unicast} [ vrf vrf-name] | vrf vrf-name]
5. no neighbor {ipv4-address | ipv6-address} translate-update multicast [unicast]
6. end
7. show running-config

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

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 65000

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、標準 IPバージョン 4（IPv4）アドレスプ
address-family ipv4 [mdt | tunnel | {multicast |
unicast} [ vrf vrf-name] | vrf vrf-name]

例：

ステップ 4

レフィックスを使用するルーティングセッションを

設定します。

Device(config)# address-family ipv4 vrf v1

マルチキャスト BGP（mBGP）ルーティングに対応
していないデバイスでマルチキャストルーティング

を無効にします。

no neighbor {ipv4-address | ipv6-address}
translate-update multicast [unicast]

例：

ステップ 5

Device(config-af)# no neighbor 10.1.1.1
translate-update multicast unicast

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-af)# end
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目的コマンドまたはアクション

デバイスの実行コンフィギュレーションを表示しま

す。

show running-config

例：

ステップ 7

Device# show running-config

VRF認識 BGP変換アップデートの設定例

例：VRF認識 BGP変換アップデートの設定

次の例では、v1という名前の IPv4 VRFアドレスファミリおよび VRF設定用の BGP
ネイバーn2ピアグループについて変換アップデート機能を設定する方法を示します。

BGPネイバーのピアテンプレート設定は、シスコソフトウェアの以前のバージョンと
の競合により、この機能ではサポートされていません。

（注）

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 65000
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf v1
Device(config-router-af)# neighbor n2 peer-group
Device(config-router-af)# neighbor n2 remote-as 4
Device(config-router-af)# neighbor 10.1.1.1 peer-group n2
Device(config-router-af)# neighbor 10.1.1.1 activate
Device(config-router-af)# neighbor 10.1.1.1 translate-update multicast unicast
Device(config-router-af)# end

次に、show bgp vpnv4 multicast vrfコマンドの出力例を示します。VRF認識 BGP変換
アップデート機能を設定すると、ネイバーの状態として「NoNeg」と表示されます。

Device# show bgp vpnv4 multicast vrf v1 summary

BGP router identifier 10.1.3.1, local AS number 65000
BGP table version is 8, main routing table version 8
7 network entries using 1792 bytes of memory
8 path entries using 960 bytes of memory
5/3 BGP path/bestpath attribute entries using 1280 bytes of memory
3 BGP AS-PATH entries using 88 bytes of memory
2 BGP extended community entries using 48 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 4168 total bytes of memory
BGP activity 23/2 prefixes, 33/9 paths, scan interval 60 secs

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
10.1.1.1 4 4 5 10 1 0 0 00:01:10 (NoNeg)

10.1.3.2 4 2 12 10 8 0 0 00:01:33
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次に、show ip route multicast vrfコマンドの出力例を示します。

変換アップデート機能を使用して設定されたルートには、ルーティング情報ベース

（RIB）テーブル内のプレフィックスに対する「+」記号がありません。1つ目のエン
トリに表示されているこの記号は、ユニキャストルートがマルチキャストテーブルに

リークされていることを示します。ただし、2つ目のエントリは、マルチキャストルー
トとして表示される変換アップデートルートです。

（注）

Device# show ip route multicast vrf v1

B + 10.1.1.0/24 [20/0] via 10.1.1.1 (v1), 00:00:08

B 10.1.1.0/24 [20/0] via 10.1.1.1 (v1), 00:00:42

次に、show running-configコマンドの出力例を示します。

プロバイダーエッジ（PE）デバイスでは、BGPネイバーがマルチキャストルーティ
ングに対応していない場合でも、マルチキャストアドレスファミリでそのネイバーを

アクティブにする必要があります。ユニキャストアドレスファミリ識別子にルート

マップが設定されており、マルチキャストアドレスファミリ識別子にはルートマップ

が設定されていない場合、ユニキャストルートマップは、ユニキャストテーブルでの

ルートの制御は行いますが、マルチキャストテーブルでのルートの制御は行いませ

ん。

（注）

Device# show running-config

address-family ipv4 vrf v1
redistribute connected
redistribute static
neighbor 10.1.1.1 remote-as 4
neighbor 10.1.1.1 activate
neighbor 10.1.1.1 translate-update multicast unicast
neighbor 10.1.1.1 remote-as 4
neighbor 10.1.1.1 activate
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast vrf v1
redistribute connected
redistribute static
neighbor 10.1.1.1 remote-as 4
neighbor 10.1.1.1 activate
neighbor 10.1.1.1 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.1.1.1 route-map x in
exit-address-family
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出力の [neighbor 10.1.1.1 soft-reconfiguration inbound]フィールドおよび [neighbor 10.1.1.1
route-map x in]フィールドは、BGPマルチキャストテーブル内のルートのみが影響を
受けることを示しています。

（注）

次に、さまざまなアドレスファミリでネイバーを設定する場合の show running-config
コマンドの出力例を示します。

さまざまなアドレスファミリで BGPネイバーを設定することで、ネイバーにアドバ
タイズされるユニキャストルートとマルチキャストルートを操作できます。

（注）

IPv4/IPv6ユニキャストアドレスファミリの設定

Device# show running-config

address-family ipv4
neighbor 20.2.2.1 activate
neighbor 20.2.2.1 translate-update multicast unicast
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast
neighbor 20.2.2.1 activate
exit-address-family
!

IPv4/IPv6 VRFユニキャストアドレスファミリの設定

Device# show running-config

address-family ipv4 vrf v1
neighbor 20.2.2.1 remote-as 4
neighbor 20.2.2.1 activate
neighbor 20.2.2.1 translate-update multicast unicast
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast vrf v1
neighbor 20.2.2.1 remote-as 4
neighbor 20.2.2.1 activate
exit-address-family
!

次に、旧バージョンのシスコソフトウェアを搭載したデバイスからの変換アップデー

ト機能の設定例を示します。この場合は、address-familyコマンドを実行せずに、
IPv4/IPv6ユニキャストアドレスファミリに対してネイバーが設定されています。

アドレスファミリが設定されていない、古い形式の設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 65000
Device(config-router)# neighbor 20.2.2.1 remote-as 4
Device(config-router)# neighbor 20.2.2.1 translate-update nlri ipv4 multicast unicast
Device(config-router-af)# end
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アドレスファミリが設定されていない、新しい形式の設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 65000
Device(config-router)# neighbor 20.2.2.1 remote-as 4
Device(config-router)# neighbor 20.2.2.1 translate-update nlri multicast unicast
Device(config-router-af)# end

例：VRF認識 BGP変換アップデート設定の削除

次の例では、v1という名前の IPv4 VRFアドレスファミリおよび VRF用の BGPネイ
バー n2ピアグループについてVRF認識 BGP変換アップデート機能を無効にする方法
を示します。

ネイバーの変換アップデート設定を無効にすると、マルチキャストセッションからネ

イバーを削除する場合と同様に、擬似マルチキャストネイバーが削除され、セッショ

ンのフラップが発生します。

（注）

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# router bgp 65000
Device(config-router)# address-family ipv4 vrf v1
Device(config-router-af)# no neighbor 10.1.1.1 translate-update multicast unicast
Device(config-router-af)# end

次の出力には、ネイバーの変換アップデート機能を無効にした後のデバッグログが表

示されています。

*Nov 20 07:09:15.902: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE:
neighbor 2.2.2.1 IPv4 Multicast vpn vrf v1 topology base removed from session Neighbor
deleted
*Nov 20 07:09:15.902: %BGP-5-ADJCHANGE:
neighbor 2.2.2.1 vpn vrf v1 Down Neighbor deleted
*Nov 20 07:09:15.902: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE:
neighbor 2.2.2.1 IPv4 Unicast vpn vrf v1 topology base removed from session Neighbor
deleted
*Nov 20 07:09:16.877: %BGP-5-ADJCHANGE:
neighbor 2.2.2.1 vpn vrf v1 Up

次に、show running-configコマンドの出力例を示します。

関連付けられたネイバー 10.1.1.1は、そのネイバーで変換アップデートが無効になっ
た後、不揮発性生成（NVGEN）からも削除されます。

（注）

Device# show running-config

VRF認識 BGP変換アップデート
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例：VRF認識 BGP変換アップデート設定の削除



address-family ipv4 vrf v1
redistribute connected
redistribute static
neighbor 10.1.1.1 remote-as 4
neighbor 10.1.1.1 activate
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast vrf v1
redistribute connected
redistribute static
exit-address-family

VRF認識 BGP変換アップデートの追加情報

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

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

VRF認識 BGP変換アップデートの機能情報
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。

VRF認識 BGP変換アップデート
11

VRF認識 BGP変換アップデート

VRF認識 BGP変換アップデートの追加情報

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/command/irg-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


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。

表 1 : VRF認識 BGP変換アップデートの機能情報

機能情報リリース機能名

VRF認識BGP変換アップ
デート機能を使用する

と、マルチキャスト BGP
（mBGP）ルーティングを
サポートしない旧バー

ジョンのシスコソフト

ウェアを搭載したカスタ

マーエッジ（CE）デバイ
スでのマルチキャスト転

送が可能になります。

次のコマンドが導入され

ました。

neighbor translate-update

VRF認識BGP変換アップ
デート
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VRF認識 BGP変換アップデートの機能情報

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