
Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マル
チキャストルーティングの実装

このモジュールでは、Cisco IOS XR Softwareを実行している Cisco ASR 9000シリーズルータで
レイヤ 3マルチキャストルーティングを実装する方法について説明します。

マルチキャストルーティングは、単一の情報ストリームを場合によっては数千もの企業や家庭

に同時に配信することでトラフィックを軽減する、帯域幅節約型のテクノロジーです。マルチ

キャストルーティングを活用する用途には、ビデオ会議、企業通信、遠隔学習に加えて、ソフ

トウェア、株価、およびニュースの配信などがあります。

このマニュアルには、IPv4および IPv6マルチキャストルーティング設定作業と Cisco IOS XR
Softwareの概念についての知識が必要です。

マルチキャストルーティングはホストが、ユニキャスト送信のように単一のホストではなく、

すべてのホストのサブセットに対してグループ送信として、またはブロードキャスト伝送のよう

にすべてのホストにパケットを送信できます。ホストのサブセットはグループメンバと呼ばれ、

224.0.0.0～ 239.255.255.255の IPクラスDアドレス範囲に含まれる 1つのマルチキャストグルー
プアドレスによって識別されます。

マルチキャストルーティングに関する詳細な概念情報およびこのモジュールに記載されている

マルチキャストルーティングコマンドの詳細な説明については、関連資料, （212ページ）を参
照してください。設定作業を実行する手順の中で出現する可能性のあるその他のコマンドにつ

いて記載されたマニュアルを特定するには、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Commands Master List』をオンラインで検索してください。

Cisco ASR 9000 シリーズルータ上でのマルチキャストルーティング設定機能の履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2
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変更内容リリース

次の機能のサポートが追加されました。

•フローベースのマルチキャスト専用高速再ルーティ
ング（MoFRR）。

• IGMP VRFオーバーライド。

リリース 3.9.0

マルチキャストVPN機能のサポートが追加されました。
（IPv4アドレスファミリの場合）

リリース 3.9.1

Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッ
サ 700ラインカードおよびMVPNハブアンドスポーク
トポロジ上で、IPv4マルチキャストルーティング、マル
チキャスト VPNベーシック、および InterASオプション
Aのサポートが追加されました。

リリース 4.0.0

IPv6マルチキャストルーティングのサポートが追加され
ました。

リリース 4.0.1

グローバルコンテキストのみでの（VRFを除く）ポイン
トツーマルチポイントトラフィックエンジニアリングを

使用したラベルスイッチドマルチキャストのサポートが

追加されました。

リリース 4.1.0

次の機能のサポートが追加されました。

• MLDP（マルチキャストラベル配布プロトコル）を
使用したラベルスイッチドマルチキャスト。

• IPv6アドレスファミリのマルチキャスト VPN。

•サテライト nVのサポート。

•マルチキャスト VPNでの InterASのサポート。

リリース 4.2.1

• マルチキャストルーティングを実装するための前提条件, 3 ページ

• マルチキャストルーティングの実装に関する情報, 3 ページ

• マルチキャストルーティングの実装方法, 47 ページ

• マルチキャスト専用高速再ルーティング（MoFRR）, 139 ページ

• ポイントツーマルチポイントトラフィックエンジニアリングラベルスイッチドマルチキャ
スト, 144 ページ

• IGMP VRFオーバーライドの設定, 150 ページ
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• ソフトウェアでマルチキャストルーティングを実装するための設定例, 159 ページ

• その他の参考資料, 212 ページ

マルチキャストルーティングを実装するための前提条件
•マルチキャストルーティングソフトウェアのパッケージインストレーションエンベロープ
（PIE）をインストールし、アクティブ化する必要があります。任意の PIEインストールの
詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Getting Started Guide』を
参照してください。

• MLDPの場合、MPLS PIEはインストールする必要があります。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられてい
るユーザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマ

ンドを使用できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

• IPv4および IPv6マルチキャストルーティングの設定作業と概要に関する知識が必要です。

•ユニキャストルーティングは動作可能でなければなりません。

•マルチキャスト VPNをイネーブルにするには、VPNルーティングおよび転送（VRF）イン
スタンスを設定する必要があります。VRFの設定の詳細については、『CiscoASR9000Series
Aggregation Services Router MPLS Layer 3 VPN Configuration Guide』を参照してください。

マルチキャストルーティングの実装に関する情報

Cisco IOS XR ソフトウェアマルチキャストルーティングの実装でサ
ポートされている主要なプロトコルと機能

表 1：Cisco ASR 9000シリーズルータ上の IPv4および IPv6でサポートされる機能, （3ページ）
に、Cisco IOS XR Softwareの IPv4および IPv6マルチキャストルーティングでサポートされる機
能をリストします。

表 1：Cisco ASR 9000 シリーズルータ上の IPv4 および IPv6 でサポートされる機能

IPv6 サポートIPv4 サポート機能

YesYes（IGMP v1/2/3）ダイナミックホスト登録
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IPv6 サポートIPv4 サポート機能

YesYes（IGMP v3）ホスト、グループ、およびチャ

ネルの明示的なトラッキング

YesYesPIM-SM1

YesYesPIM-SSM

YesYesPIM-SSMマッピング

NoYesAuto-RP

YesYesマルチキャスト VPN

YesYesInterASオプション A

YesYesBSR

YesYesBGP

NoYesMSDP

YesYesマルチキャスト NSF

YesYesOORの処理

1

マルチキャストルーティングの機能概要

従来の IP通信では、ホストはパケットを単一のホスト（ユニキャスト伝送）またはすべてのホス
ト（ブロードキャスト伝送）に送信できます。マルチキャストは、第三の方式を提供するもので

あり、ホストが単一のデータストリームをすべてのホストのサブセット（グループ伝送）にほぼ

同時に送信できるようにします。 IPホストはグループメンバと呼ばれます。

グループメンバに伝送されるパケットは、単一のマルチキャストグループアドレスによって識

別されます。 IPユニキャストパケットと同様、マルチキャストパケットは、ベストエフォート
型の信頼性を使用してグループに配信されます。

マルチキャスト環境は、送信側と受信側で構成されます。どのホストも、グループのメンバであ

るかどうかにかかわらず、グループに送信できます。ただし、グループのメンバだけがメッセー

ジを受信します。

マルチキャストアドレスがマルチキャストグループの受信先として選択されます。送信者は、

データグラムの宛先アドレスとしてグループのすべてのメンバに到達するためにそのグループア

ドレスを使用します。
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マルチキャストグループ内のメンバーシップはダイナミックです。ホストはいつでも加入および

脱退できます。マルチキャストグループ内のメンバの場所または数に制約はありません。ホス

トは、一度に複数のマルチキャストグループのメンバにすることができます。

マルチキャストグループのアクティブ状態および所属メンバは、グループや時間によって変化

し、マルチキャストグループを長時間または短時間アクティブにすることもできます。グルー

プのメンバーシップはいつでも変更可能です。メンバを含むグループにアクティビティがない場

合もあります。

ルータは、直接接続されたサブネットにグループのメンバがあるかどうかを学習するため、イン

ターネットグループ管理プロトコル（IGMP）（IPv4）およびマルチキャストリスナー検出（MLD）
（IPv6）を使用します。ホストは、IGMPまたはMLDレポートメッセージを送信することによ
り、マルチキャストグループに参加します。

多くのマルチメディアアプリケーションには複数の参加者が含まれます。マルチキャストはその

性質上この通信パラダイムに適しています。

Cisco IOS XR Softwareマルチキャストルーティング実装
Cisco IOSXRSoftwareは、マルチキャストルーティングを実装するために次のプロトコルをサポー
トしています。

• IGMPは、同じ LAN上のホストとルータ間で、ホストがメンバのマルチキャストグループ
を追跡するために使用されます。

•スパースモードのProtocol IndependentMulticast（PIM-SM）は、相互に転送されるマルチキャ
ストパケット、および直接接続されている LANに転送されるマルチキャストパケットを追
跡するためにルータ間で使用されます。

• Source-Specific Multicastの Protocol Independent Multicast（PIM-SSM）は PIM-SMと類似して
いますが、IPマルチキャストアドレスを宛先とした特定の送信元アドレス（または特定の送
信元アドレスを除くすべてのアドレス）からのパケットを受信する対象をレポートする機能

を別途備えています。

• PIM-SSMは IGMPv3およびMLDv2によって実現されます。ホストは IGMPv3およびMLDv2
を使用して特定の送信元への関心を示すことができます。SSMは、動作のためにランデブー
ポイント（RP）を必要としません。

•双方向 PIMは、IPマルチキャスト向けルーティングプロトコルの 1組の Protocol Independent
Multicast形式です。 PIM-BIDIRは、各 PIMドメイン内の多対多のアプリケーションで使用
するよう設計されています。
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この図は、マルチキャスト環境で動作している IGMPと PIM-SMを示しています。

図 1：Cisco IOS XR Softwareでサポートされるマルチキャストルーティングプロトコル

PIM-SMおよび PIM-SSM
Protocol Independent Multicast（PIM）は、マルチキャストデータパケットの転送に使用されるマ
ルチキャスト配信ツリーを作成するために使用されるマルチキャストルーティングプロトコルで

す。 PIMは、Multicast Open Shortest Path First（MOSPF）やディスタンスベクトルマルチキャス
トルーティングプロトコル（DVMRP）などの他のマルチキャストプロトコルとは異なり、ルー
ティングテーブルから「独立した」効率的な IPルーティングプロトコルです。

Cisco IOS XR Softwareは、スパースモードでの Protocol Independent Multicast（PIM-SM）および
Source-SpecificMulticastでの Protocol IndependentMulticast（PIM-SSM）をサポートしているため、
これらのモードはルータ上で同時に動作できます。

PIM-SMおよびPIM-SSMは、プロトコルメカニズムを大幅に簡略化して配置を容易にすることに
より、一対多のアプリケーションをサポートします。

PIM-SM の処理
スパースモードの PIMは、トラフィックに対して明示的な要求がある場合を除いて、各マルチ
キャストに関与しているルータの数が比較的少なく、これらのルータがグループのマルチキャス

トパケットを転送しないときに、マルチキャストネットワークで使用されます。
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PIM-SMの詳細については、PIMスパースモード, （10ページ）を参照してください。

PIM-SSM の処理
Source-Specific Multicast動作の PIMは、受信側から提供されたマルチキャストグループの送信元
アドレスから得た情報を使用して、トラフィックの送信元フィルタリングを実行します。

•デフォルトでは、PIM-SSMは、IPv4の場合は 232.0.0.0/8のマルチキャストグループ範囲で
動作し、IPv6の場合は ff3x::/32（xは有効な範囲）のマルチキャストグループ範囲で動作し
ます。これらの値を設定するには、ssm rangeコマンドを使用します。

• PIM-SM用に設定されているネットワークに SSMを配置する場合、SSM機能をサポートす
るラストホップルータのみをCisco IOSXR Softwareでアップグレードする必要があります。

• SSM範囲内のMSDP SAメッセージは、受け入れ、生成、転送のいずれも実行されません。

PIM-SMおよび PIM-SSM の制約事項

SSM との相互運用性

SSM範囲のアドレスの PIM-SM動作は、PIM-SSMに変更されます。このモードでは、ルータで
生成されるのは PIM (S,G)の joinと pruneのメッセージだけであり、(S,G)のRP共有ツリーや (*,G)
の共有ツリーメッセージは生成されません。

IGMP Version

隣接マルチキャストルータにマルチキャストメンバーシップを報告するには、ホストは IGMPを
使用し、サブネット上のルータはすべて、同じバージョンの IGMPで設定する必要があります。

Cisco IOS XR Softwareが動作するルータは自動的にバージョン 1システムを検出しません。ルー
タ IGMPコンフィギュレーションサブモードで versionコマンドを使用し、IGMPバージョンを設
定する必要があります。

インターネットグループ管理プロトコル

Cisco IOS XR Softwareは、IPv4上でインターネットグループ管理プロトコル（IGMP）のサポー
トを提供します。

IGMPは、ホストが関心を持っているマルチキャストトラフィックを示し、ルータがネットワー
ク全体でマルチキャストトラフィックのフローを制御および制限するための方法を提供します。

ルータは、IGMPおよびMLDメッセージ（つまり、ルータのクエリーおよびホストレポート）
を使用して状態を構築します。

同じ送信元からのマルチキャストデータストリームを受信する一連のクエリーおよびホストは、

マルチキャストグループと呼ばれます。ホストでは、IGMPおよびMLDメッセージを使用して、
マルチキャストグループに加入し、マルチキャストグループを脱退します。
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IGMPメッセージはクラス Dの IPアドレスであるグループアドレスを使用します。クラス D
アドレスの上位 4ビットは 1110です。ホストグループアドレスの範囲は、224.0.0.0～
239.255.255.255です。アドレス 224.0.0.0は、どのグループにも割り当てられません。アドレ
ス 224.0.0.1は、サブネットのシステムすべてに割り当てられます。アドレス 224.0.0.2は、サ
ブネットのルータすべてに割り当てられます。

（注）

IGMP のバージョン
IGMPバージョン 1、2、および 3の要点は次のとおりです。

• IGMPバージョン 1は、どのマルチキャストグループがアクティブであるかをマルチキャス
トルータが決定できる基本的なクエリー応答メカニズムと、ホストがマルチキャストグルー

プに加入および脱退できるようにするためのその他のプロセスを提供します。

• IGMPバージョン 2では、IGMPが拡張され、IGMPクエリータイムアウトや最大クエリー
応答時間などの機能を使用できます。 RFC 2236を参照してください。

• IGMPバージョン 3では、マルチキャストグループのすべての送信元からのトラフィックを
要求する代わりに、特定の送信元とグループのペアの参加または脱退が可能です。

IGMP のルーティング例
図 2：IGMPv3シグナリング, （9ページ）に、グループ 239.1.1.1に対してマルチキャスト通信
を行う 2つの送信元 10.0.0.1および 10.0.1.1を示します。レシーバは、グループ 239.1.1.1宛のト
ラフィックのうち、送信元10.0.0.1からのトラフィックを受信し、送信元10.0.1.1からのトラフィッ
クを受信しません。ホストは、参加する送信元とグループ (S,G)のリストと、参加しない送信元
とグループ (S,G)のリストを含む IGMPv3メッセージを送信する必要があります。ルータ Cは、
送信元10.0.1.1からのトラフィックをプルーニングするためにこの情報を使用して、送信元10.0.0.1
のトラフィックだけが
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ルータ Cに渡されるようにできます。

図 2：IGMPv3 シグナリング

IGMPを設定する場合は、サブネット上のすべてのシステムが同じ IGMPバージョンをサポー
トすることを確認します。ルータは自動的にバージョン 1システムを検出しません。使用し
ているホストでバージョン 3がサポートされていない場合は、ルータをバージョン 2に設定し
てください。

（注）

プロトコル独立マルチキャスト

Protocol Independent Multicast（PIM）は、マルチキャストルーティングアップデートを送受信す
るように設計されたルーティングプロトコルです。マルチキャストが適切に動作するためには、

送信元または RPへのユニキャストパスを認識している必要があります。 PIMは、ユニキャスト
ルーティングプロトコルを使用してこのリバースパス転送（RPF）情報を取得します。PIMとい
う名前が示すとおり、使用されるユニキャストプロトコルとは独立して動作します。PIMはRPF
情報についてルーティング情報ベース（RIB）に依存します。マルチキャスト Subsequent Address
Family Identifier（SAFI）がボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）で設定されているか、マル
チキャストがそのまま設定されている場合、別個のマルチキャストユニキャストRIBは、BGPマ
ルチキャスト SAFIルート、そのままの情報、およびユニキャスト RIB内の IGP情報を使用して
作成および設定されます。そうでない場合、PIMはユニキャスト SAFI RIBから情報を直接取得
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します。マルチキャストユニキャストデータベースとユニキャストデータベースは、どちらも

PIMの範囲外です。

Cisco IOS XRの PIMの実装は、『RFC 4601 Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM):
Protocol Specification』に基づいています。詳細については、RFC4601およびインターネット技術
特別調査委員会（IETF）インターネットドラフト『Protocol IndependentMulticast (PIM):Motivation
and Architecture』を参照してください。

Cisco IOS XR Softwareは PIM-SM、PIM-SSM、および PIMバージョン 2だけをサポートしま
す。ネイバーから受信する PIMバージョン 1 helloメッセージは拒否されます。

（注）

PIM スパースモード
通常、スパースモードの PIM（PIM-SM）動作は、マルチキャストネットワークで比較的少数の
ルータがマルチキャストに関連する場合に使用されます。ルータは、トラフィックの明示的な要

求がない場合、グループのマルチキャストパケットを転送しません。要求は、ツリーのルート

ノードに向けてホップバイホップで送信されるPIMjoinメッセージを使用して行われます。PIM-SM
のツリーのルートノードは、共有ツリーの場合はランデブーポイント（RP）、最短パスツリー
（SPT）の場合はマルチキャスト送信元に直接接続されているファーストホップルータになりま
す。 RPはマルチキャストグループを追跡し、マルチキャストパケットを送信する送信元は送信
元のファーストホップルータによって RPに登録されます。

PIM joinがツリーの上位方向に送信されると、要求されたマルチキャストトラフィックがツリー
の下位方向に転送されるように、パス上のルータがマルチキャスト転送ステートを設定します。

マルチキャストトラフィックが不要になったら、ルータはルートノードに向けてツリーの上位方

向にPIMpruneメッセージを送信し、不必要なトラフィックをプルーニング（削除）送信します。
この PIM pruneがホップごとにツリーを上位方向に移動する際、各ルータはその転送状態を適切
に更新します。最終的に、マルチキャストグループまたは送信元に関連付けられている転送ス

テートは削除されます。また、pruneが明示的に送信されない場合、以降の joinメッセージがな
いと、PIMステートがタイムアウトし削除されます。

PIM-SMは、WANリンクの最後に潜在的なメンバがあるマルチキャストネットワークに最も適し
ています。

PIM 送信元固有マルチキャスト
送信元がわかっている多くのマルチキャスト構成では、プロトコル独立型マルチキャスト送信元

特定マルチキャスト（PIM-SSM）マッピングは、その単純さから、使用すべき明白なマルチキャ
ストルーティングプロトコルの選択です。PIM-SSMのメリットを享受できる一般的なマルチキャ
スト構成としては、ETTHスペースなどのエンターテインメント型のソリューションや、静的な
転送に完全に依存する金融機関での展開が挙げられます。

PIM-SSMは PIM-SMから派生したものです。ただし、PIM-SMでは、PIM joinメッセージに応じ
て特定のグループに送信するすべての送信元のデータ伝送が可能なのに対し、SSM機能は、受信
先が明示的に加入した送信元からのトラフィックのみをレシーバへ転送します。 PIM joinおよび
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pruneはトラフィックの送信元に直接送信されるため、RPと共有ツリーは不要で拒否されます。
SSMが、帯域利用率を最適化し、不要なインターネットブロードキャストトラフィックを拒否
するために使用されます。送信元は、IGMPv3メンバーシップレポートを使用して対象の受信先
により提供されます。

SSMでは、データグラムは (S,G)チャネルに基づいて配信されます。 1つの (S,G)チャネルのトラ
フィックは、IP宛先アドレスとして IPユニキャスト送信元アドレス Sとマルチキャストグルー
プアドレス Gを持つデータグラムで構成されています。システムは、(S,G)チャネルのメンバに
なることによって、トラフィックを受信します。シグナリングは不要ですが、受信先は特定の送

信元からのトラフィックを受信する場合は (S,G)チャネルに加入し、トラフィックを受信しない場
合はチャネルから脱退する必要があります。チャネル加入シグナリングでは、IGMPを使用して
モードメンバーシップレポートを含めます。これは、IGMPバージョン 3（IGMPv3）でのみサ
ポートされています。

IGMPv3で SSMを使用するには、マルチキャストルータ、アプリケーションが稼働しているホス
ト、そしてアプリケーション自体が SSMをサポートしている必要があります。 Cisco IOS XR
Softwareでは、224.0.0.0～ 239.255.255.255の IPマルチキャストアドレス範囲の任意のサブセッ
トの SSM設定を許可します。 SSM範囲が定義されると、（アプリケーションが明示的な (S,G)
チャネル加入を使用するように変更されていない限り）SSM範囲内でアドレスを使用しようとす
る場合に既存の IPマルチキャストレシーバアプリケーションはトラフィックを受信しません。

PIM 共有ツリーおよび送信元ツリー（最短パスツリー）
PIM-SMでは、特定のグループにデータを送信する送信元と、そのグループに joinを送信する受
信先をブリッジングするために、ランデブーポイント（RP）が使用されます。状態の初期設定
では、対象の受信先は、RPをルートとする単一のデータ配布ツリーを通じて、送信側からグルー
プへのデータを受信します。このタイプの配布ツリーは、共有ツリーまたはランデブーポイント

ツリー（RPT）と呼ばれます（図 3：共有ツリーおよび送信元ツリー（最短パスツリー）, （12
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ページ）を参照）。送信側からのデータは、RPに配信され、その共有ツリーに加入しているグ
ループメンバに配布されます。

図 3：共有ツリーおよび送信元ツリー（最短パスツリー）

spt-threshold infinityコマンドが設定されていない場合、この初期状態は、トラフィックがリーフ
ルータ（受信先ホストに最も近い指定ルータ）で受信されるとすぐに別の状態になります。リー

フルータが RPT上の RPからトラフィックを受信すると、ルータはトラフィックを送信する送信
元で開始されるデータ配信ツリーに切り替えを開始します。このタイプの配信ツリーは、最短パ

スツリーまたは送信元ツリーと呼ばれます。デフォルトでは、Cisco IOS XR Softwareが送信元か
ら最初のデータパケットを受信すると、送信元ツリーに切り替わります。

次に、共有ツリーから送信元ツリーに切り替わるプロセスの詳細を示します。

1 受信先がグループに加入します。リーフルータ Cが RPに joinメッセージを送信します。

2 RPがルータ Cへのリンクを発信インターフェイスリストに登録します。

3 送信元がデータを送信します。ルータ Aが Registerにデータをカプセル化し、それを RPに送
信します。

4 RPが共有ツリーの下位方向のルータ Cにデータを転送し、送信元に joinメッセージを送信し
ます。この時点で、データは RPに 2回（カプセル化された状態で 1回、ネイティブの状態で
1回）着信する可能性があります。

5 データがネイティブ状態（カプセル化されていない状態）でRPに着信すると、RPは register-stop
メッセージをルータ Aに送信します。
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6 デフォルトでは、ルータ Cは、最初のデータパケットを受信した時点で、送信元に joinメッ
セージを送信します。

7 ルータ Cが (S,G)でデータを受信すると、ルータ Cは共有ツリーの上位方向にある送信元に
pruneメッセージを送信します。

8 RPが (S,G)の発信インターフェイスからルータ Cへのリンクを削除します。 RPが送信元への
pruneメッセージをトリガーします。

送信元および RPに joinおよび pruneメッセージが送信されます。これらのメッセージはホップ
バイホップで送信され、送信元またはRPに向かうパス上の各PIMルータによって処理されます。
registerおよび register-stopメッセージは、ホップバイホップで送信されません。これらのメッセー
ジは、送信元に直接接続されている指定ルータと、そのグループの RPの間で、直接ユニキャス
ト通信を使用して交換されます。

spt-threshold infinityコマンドを使用すると、最短パスツリー（SPT）に切り替わらないよう
にルータを設定できます。

ヒント

multicast-intact
multicast-intact機能を使用すると、InteriorGatewayProtocol（IGP）ショートカットがルータに設定
されアクティブな場合に、マルチキャストルーティング（PIM）を実行できます。 Open Shortest
Path Firstバージョン 2（OSPFv2）と Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）の両方が
multicast-intact機能をサポートしています。マルチプロトコルラベルスイッチングトラフィック
エンジニアリング（MPLS-TE）と IPマルチキャストの共存は、Cisco IOS XR Softwareにより、
mpls traffic-eng multicast-intact IS-ISまたはOSPFルータコマンドを使用してサポートされます。
IS-ISおよび OSPFコマンドを使用して multicast intactを設定する方法の詳細については
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』を参照してくださ
い。

IGPの multicast-intactは、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM）と IGPショートカッ
トがルータで設定されている場合にイネーブルにできます。 IGPショートカットは IGPに公開さ
れるMPLSトンネルです。 IGPは、トンネルの出力ルータの下流にある宛先にこれらのトンネル
上で IPトラフィックをルーティングします（SPFの観点から）。 PIMは PIM joinを伝搬するため
に IGPショートカットを使用できません。これは、リバースパス転送（RPF）が単方向トンネル
で動作できないためです。

IGPの multicast-intactをイネーブルにすると、IGPは PIMで使用するための、並行または代替の
等コストネクストホップをパブリッシュします。これらのネクストホップはmcast-intactネクス
トホップと呼ばれます。 mcast-intactネクストホップは次の属性を持ちます。

• IGPのショートカットが含まれていないことが保証されます。

•ユニキャストルーティングに使用されませんが、PIMによってのみ PIM送信元への IPv4ネ
クストホップの検索に使用されます。

•転送情報ベース（FIB）にパブリッシュされません。
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• multicast-intactが IGPでイネーブルになっている場合、リンクステートアドバタイズメント
で学習したすべての IPv4宛先は、設定された等価コスト mcast-intactネクストホップととも
に RIBにパブリッシュされます。この属性は、ネイティブネクストホップに IGPのショー
トカットがない場合でも適用されます。

• IS-ISでは、ネイティブおよび mcast-intactネクストホップを一緒にカウントすることで、
max-paths制限が適用されます。（OSPFv2では動作が若干異なります）。

指定ルータ

Ciscoルータは、LANセグメント上に複数のルータが存在する場合、PIM-SMを使用してマルチ
キャストトラフィックを転送し、選択プロセスに従って指定ルータ（DR）を選択します。

指定ルータは、PIM registerメッセージ、PIM joinメッセージ、および PIM pruneメッセージを RP
に送信し、ホストグループメンバーシップに関する情報を通知します。

LAN上に複数の PIM-SMルータが存在する場合は、指定ルータを選択して、接続されているホス
トに対するマルチキャストトラフィックの重複を回避する必要があります。 dr-priorityコマンド
を使用してDRの選択を強制することを選択しない限り、最も大きい IPアドレスの PIMルータが
LANの DRになります。 DRプライオリティオプションを使用すると、LANセグメント上の各
ルータの DRプライオリティ（デフォルトのプライオリティ = 1）を指定して、最もプライオリ
ティの高いルータがDRとして選択されるようにすることができます。 LANセグメント上のすべ
てのルータのプライオリティが同じ場合にも、最上位 IPアドレスを持つルータが選択されます。

図 4：マルチアクセスセグメントでの代表ルータの選択, （15ページ）に、マルチアクセスセ
グメントでの動作を示します。ルータ A（10.0.0.253）およびルータ B（10.0.0.251）は、ホスト
A（10.0.0.1）をグループ Aのアクティブな受信先として使用する共通のマルチアクセスイーサ
ネットセグメントに接続されます。明示的な joinモデルが使用されるため、DRとして動作して
いるルータ Aのみが、グループ Aの共有ツリーを構築するために RPに joinを送信します。ルー
タ Bも RPへの (*,G) joinの送信を許可されている場合は、パラレルパスが作成され、ホスト A
が重複マルチキャストトラフィックを受信します。ホスト Aがグループにマルチキャストトラ
フィックを送信し始めたら、DRは registerメッセージを RPに送信する役割を担います。両方の
ルータに役割が割り当てられている場合は、RPが重複マルチキャストパケットを受信します。

DRで障害が発生した場合、PIM-SMはルータAの障害を検出し、フェールオーバーDRを選択す
る手段を提供します。 DR（ルータ A）が動作不能になると、ルータ Aとの隣接ルータとの隣接
関係がタイムアウトしたときに、ルータ Bはその状況を検出します。ルータ Bはホスト Aから
IGMPメンバーシップレポートを受けているため、このインターフェイスでグループ Aの IGMP
ステートをすでに持ち、新しい DRになると即座に RPに joinを送信します。この段階で、ルー
タBを使用する共有ツリーの新しいブランチの下位方向へのトラフィックフローが再び確立され
ます。また、ホスト Aがトラフィックを送信していた場合、ルータ Bは、ホスト Aから次のマ
ルチキャストパケットを受信した直後に、新しい登録プロセスを開始します。このアクションが

トリガーとなって、RPは、ルータ Bを使用する新しいブランチを介して、ホスト Aへの SPTに
加入します。
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2つの PIMルータが直接接続されている場合、これらのルータはネイバーになります。 PIM
ネイバーを表示するには、EXECモードで show pim neighborコマンドを使用します。

ヒント

図 4：マルチアクセスセグメントでの代表ルータの選択

DR選択プロセスは、マルチアクセス LANのみで必要です。ホストに直接接続されているラ
ストホップルータが DRです。

（注）

ランデブーポイント

PIMがスパースモードで設定されている場合は、ランデブーポイント（RP）として動作する 1
つ以上のルータを選択する必要があります。ランデブーポイントは、図 3：共有ツリーおよび送
信元ツリー（最短パスツリー）, （12ページ）に示すように、共有配信ツリーの選択したポイ
ントに配置された単一の共通ルートです。ランデブーポイントは各ボックスで静的に設定する

か、ダイナミックメカニズムによって学習できます。

PIMDRは、共有ツリーの下位方向に配布するために、直接接続されているマルチキャスト送信元
からランデブーポイントにデータを転送します。データは次の 2つの方法のいずれかを使用して
ランデブーポイントに転送されます。
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• registerパケットにカプセル化され、DRとして動作しているファーストホップルータによっ
てランデブーポイントに直接ユニキャストで送信されます

•ランデブーポイント自体が送信元ツリーに参加している場合、リバースパス転送,（18ペー
ジ）で説明するように、RPF転送アルゴリズムによってマルチキャストで転送されます。

ランデブーポイントアドレスは、パケットをグループに送信するホストの代わりに、ファースト

ホップルータで PIM registerメッセージを送信するために使用されます。また、ラストホップ
ルータでも、PIMjoinおよびpruneメッセージをランデブーポイントに送信してグループメンバー
シップについて通知するために使用されます。すべてのルータ（ランデブーポイントルータを

含む）でランデブーポイントアドレスを設定する必要があります。

1つの PIMルータを複数のグループのランデブーポイントにすることができます。 1つの PIMド
メイン内で一度に使用できるランデブーポイントアドレスは、1つだけです。アクセスリスト
で指定されている条件によって、ルータがどのグループのランデブーポイントであるかが判別さ

れます。

ランデブーポイントとして動作する PIMルータを手動で設定するか、Auto-RPまたは BSRを設
定することで、ランデブーポイントがグループから RPへのマッピングを自動的に学習するよう
に指定できます。（詳細については、後述するAuto-RP,（16ページ）のセクションと、PIMブー
トストラップルータ, （17ページ）を参照してください）。

Auto-RP
自動ルート処理（Auto-RP）は、PIMネットワークにおけるグループから RPへのマッピングの配
信を自動化する機能です。この機能には次の利点があります。

•ネットワーク内で複数の RPを使用し、複数のグループ範囲を処理する作業が簡単になりま
す。

•異なる RP間で負荷を分割できます。

•グループに加入するホストの場所に従った RPの調整を容易にします。

•接続の問題の原因となる、矛盾した手動 RP設定を回避できます。

複数の RPを使用して、異なるグループ範囲にサービスを提供したり、互いにホットバックアッ
プとしての役割を果たしたりできます。 Auto-RPが機能するよう、特定のグループ範囲の RPと
して動作できることを通知できるように、候補 RPとしてルータを設定します。また、RP通知
メッセージを候補RPから受信して競合を解決するRPマッピングエージェントとしてルータが指
定されている必要があります。 RPマッピングエージェントは、グループから RPへの一貫した
マッピングを残りのすべてのルータに送信します。これにより、すべてのルータは、サポート対

象のグループに使用する RPを自動的に決定します。
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デフォルトでは、特定のグループアドレスが静的な RP設定によるグループから RPへのマッ
ピングに含まれており、かつ Auto-RPまたは PIM BSRを使用して検出される場合、Auto-RP
またはPIMBSRの範囲が優先されます。デフォルトを無効にし、RPマッピングのみを使用す
るには、rp-address overrideキーワードを使用します。

ヒント

PIMをスパースモードに設定し、Auto-RPを設定しない場合は、RPを静的に設定する必要が
あります（スタティック RPの設定と下位互換性の許可, （54ページ）を参照）。ルータイ
ンターフェイスがスパースモードに設定されている場合、Auto-RPグループに対してすべての
ルータが 1つのスタティック RPアドレスで設定されているときは、引き続き Auto-RPグルー
プを使用できます。

（注）

Auto-RPはVRFインターフェイスではサポートされていません。Auto-RPLiteを使用すると、
CEルータで Auto-RPを設定できます。これにより、VRFインターフェイスを持つ PEルータ
が Auto-RP検出を中継し、コアを通じて、最終的にリモート CEにメッセージを送信できま
す。 Auto-RPは IPv4アドレスファミリのみでサポートされます。

（注）

PIM ブートストラップルータ
PIMブートストラップルータ（BSR）は、Auto-RPプロセスを簡素化する、フォールトトレラン
トで自動的な RP検出と配信メカニズムを提供します。この機能はデフォルトでイネーブルにな
り、ルータはグループから RPへのマッピングを動的に学習できます。

PIMは BSRを使用して各グループプレフィックスの RP設定情報を検出し、PIMドメイン内のす
べてのルータにアナウンスします。これは、Auto-RPによって行われるのと同じ機能ですが、BSR
は PIMバージョン 2仕様の一部です。 BSRメカニズムは、Ciscoルータ上の Auto-RPと相互運用
します。

シングルポイント障害を回避するために、1つの PIMドメインに複数の候補 BSRを設定できま
す。 BSRは候補 BSRの中から自動的に選択されます。候補はブートストラップメッセージを使
用して最もプライオリティの高いBSRを検出します。プライオリティの高い候補は、PIMドメイ
ン内のすべての PIMルータに、BSRであると通知を送信します。

候補 RPとして設定されたルータは、BSRに、各自が担当するグループ範囲をユニキャストしま
す。 BSRはブートストラップメッセージにこの情報を含め、ドメイン内のすべての PIMルータ
に広めます。この情報に基づいて、すべてのルータが特定の RPにマルチキャストグループを
マッピングできます。ルータがブートストラップメッセージを受信する限り、RPマップは最新
になります。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
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リバースパス転送

リバースパス転送（RPF）は、マルチキャストデータグラムの転送に使用されるアルゴリズムで
す。これは、次のように機能します。

•ルータで送信元へのユニキャストパケットの送信に使用しているインターフェイスでデータ
グラムを受信すると、パケットは RPFインターフェイスに着信しています。

•パケットが RPFインターフェイスに着信した場合、ルータは、マルチキャストルーティン
グテーブルエントリの発信インターフェイスリストに存在するインターフェイスにパケッ

トを転送します。

•パケットがRPFインターフェイスに着信しない場合、パケットはループを回避するためにサ
イレントにドロップされています。

PIMでは、送信元ツリーと RPをルートとする共有ツリーの両方を使用してデータグラムを転送
します。RPFチェックは、次のようにそれぞれ異なる方法で実行されます。

• PIMルータのマルチキャストルーティングテーブル内に (S,G)エントリがある場合（送信元
ツリーステートである場合）、マルチキャストパケットの送信元の IPアドレスに対して
RPFチェックが実行されます。

• PIMルータに明示的な送信元ツリーステートがない場合、共有ツリーステートと見なされ
ます。ルータは、メンバがグループに加入したときにわかる RPのアドレスに対して RPF
チェックを実行します。

空間モード PIMでは、RPFルックアップ機能を使用して、joinおよび pruneの送信先を決定しま
す。 (S,G) Joinメッセージ（送信元ツリーステート）は送信元に向け送信されます。 (*,G) Join
メッセージ（共有ツリーステート）は RPに向け送信されます。

マルチキャスト VPN
マルチキャスト VPN（MVPN）を使用すると、MPLSネットワーク経由でマルチキャストサポー
トを動的に提供できます。MVPNでは、プロバイダーが VPNでマルチキャストトラフィックを
サポートできるようにするのに役立つ、追加の一連のプロトコルと手順が導入されています。

MCAST VPNトラフィックをコアネットワーク経由で転送する方法には、次の 2つがあります。

• Rosen GRE（ネイティブ）：MVPNは、一意のマルチキャスト配信ツリー（MDT）転送で
GREを使用することにより、コアネットワーク内のネイティブな IPマルチキャストのスケー
ラビリティを可能にします。MVPNでは、VPNルーティング/転送テーブル（VRF）にマル
チキャストルーティング情報が導入されており、マルチキャスト VRFが作成されます。
RosenGREでは、プロバイダーのコアでPIMプロトコルがイネーブルになるように、MCAST
カスタマーパケット（cパケット）がプロバイダーMCASTパケット（pパケット）にカプ
セル化され、コア内の pパケットの転送には mrib/mfibが使用されます。

• MLDPの場合（Rosen、パーティション）：MVPNを使用すると、サービスプロバイダーは
MPLS VPN環境でマルチキャストトラフィックを設定およびサポートできます。このタイ

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーショ
ンガイドリリース 4.2.x

18 OL-26037-02-J  

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
リバースパス転送



プでは、個々の VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスでのマルチキャストパ
ケットのルーティングおよび転送がサポートされ、サービスプロバイダーのバックボーン全

体にわたって VPNマルチキャストパケットを転送するためのメカニズムも提供されます。
MLDPの場合は、通常のラベルスイッチパス転送が使用されるため、コアが PIMプロトコ
ルを実行する必要はありません。このシナリオでは、cパケットはMPLSラベル内にカプセ
ル化され、転送はユニキャストの場合と同様にMPLSラベルスイッチドパス（LSP）に基づ
いて行われます。

上のどちらのタイプでも、MVPNサービスにより、ソースとレシーバが異なるサイトに配置され
た Protocol Independent Multicast（PIM）ドメインを構築できます。

複数の分散したサイトがあるカスタマーにレイヤ 3マルチキャストサービスを提供する場合は、
サービスプロバイダーはプロバイダーネットワーク経由でカスタマーのマルチキャストトラ

フィックを伝送するセキュアかつスケーラブルなメカニズムを求めます。マルチキャスト VPN
（MVPN）は、BGP/MPLS VPNのようなネイティブマルチキャストテクノロジーを使用して共
有サービスプロバイダーバックボーンを介して、このようなサービスを提供します。

マルチキャスト VPNは、すべてのイーサネットベースのラインカードに加えて、Cisco IOS XR
ソフトウェアリリース 4.0から Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700
カードでもサポートされます。 Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700
を使用すると、Cisco ASR 9000シリーズルータは、イーサネットネットワーク用に主に設計さ
れたルータで複数レガシーサービス（TDMや ATMのような）をサポートできます。 Cisco ASR
9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700は QFPベースであるため、Cisco ASICが提
供する柔軟性およびサービススケールと、Cisco IOS XRソフトウェアの信頼性を備えています。

MVPNは、マルチキャストドメイン（MD）の概念を採用するときにMPLS VPNテクノロジーを
エミュレートします。その際、プロバイダーエッジ（PE）ルータは、同一カスタマー VPNに接
続している他の PEルータとの仮想 PIMネイバー接続を確立します。これらの PEルータはプロ
バイダーネットワーク上のセキュアな仮想マルチキャストドメインを形成します。マルチキャ

ストトラフィックは、専用プロバイダーネットワークを通過しているかのように、サイト間をコ

アネットワーク上で伝送されます。

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスごとに個別のマルチキャストルーティングお
よび転送テーブルが保持され、トラフィックは、サービスプロバイダーのバックボーン全体にわ

たって VPNトンネル経由で送信されます。

マルチキャスト VPN ルーティングおよび転送
ある VPNのトラフィックと別の VPNのトラフィックを分離できるように、VPNごとに専用のマ
ルチキャストルーティングおよび転送テーブルが作成されます。

VPN固有のマルチキャストルーティングおよび転送データベースは、MVRFと呼ばれます。 PE
ルータで、MVRFは、マルチキャストが VRF用にイネーブルにされたときに作成されます。
Protocol IndependentMulticast（PIM）プロトコルとインターネットグループ管理プロトコル（IGMP）
プロトコルはMVRFのコンテキストで動作し、MVRFプロトコルインスタンスによって作成され
たすべてのルートは、対応するMVRFに関連付けられます。 VPN固有のプロトコルステートを
保持する VRFに加え、PEルータにはグローバル VRFインスタンスが常に保持され、プロバイ
ダーネットワークのすべてのルーティングおよび転送情報が含まれます。
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マルチキャスト配信ツリートンネル

マルチキャスト配信ツリーは（MDT）、プロバイダーネットワークを介して複数のカスタマー
サイトにまたがることができ、1つの送信元から複数の受信先にトラフィックを転送できます。
MLDPについては、MDTトンネルツリーは、Labeled MDT（LMDT）とも呼ばれます。

入力 PEルータでカスタマーエッジ（CE）ルータから送信されたマルチキャストパケットの安全
なデータ転送は、プロバイダーヘッダーにパケットをカプセル化し、コアを介してパケットを送

信することによって実現されます。出力 PEルータでは、カプセル化されたパケットはカプセル
化が解除されて、CE受信ルータに送信されます。

マルチキャスト配信ツリー（MDT）トンネルはポイントツーマルチポイントです。MDTトンネ
ルインターフェイスは、MVRFがマルチキャストドメインにアクセスするために使用するイン
ターフェイスです。これはMVRFとグローバルMVRFをつなぐ通路と見なすことができます。
MDTトンネルインターフェイスに送信されるパケットは、複数の受信ルータで受信されます。
MDTトンネルインターフェイスに送信されたパケットはカプセル化され、MDTトンネルイン
ターフェイスから受信したパケットはカプセル化が解除されます。

図 5：MDT トンネルインターフェイス上での仮想 PIM ピア接続

プロバイダーヘッダーにマルチキャストパケットをカプセル化することにより、PEルータがパ
ケットの送信元を引き続き認識せずに済みます。プロバイダーエラーを通過するすべての VPN
パケットはネイティブマルチキャストパケットとして認識され、コアネットワーク内のルーティ

ング情報に基づいてルーティングされます。MVPNをサポートするには、PEルータは、ネイティ
ブマルチキャストルーティングのみをサポートする必要があります。

MVPNは、まばらに受信先が分散した広帯域アプリケーション用の最適化されたVPNトラフィッ
クの転送をサポートします。専用のマルチキャストグループを特定の送信元からのパケットのカ

プセル化に使用でき、該当する受信先に接続されているPEルータだけにトラフィックを送信する
ように最適化されたMDTを作成できます。これはデータMDTと呼ばれます。

マルチキャスト VPN での InterAS のサポート
マルチキャストVPN Inter-ASサポート機能によって、サービスプロバイダーは、複数の自律シス
テムにまたがる VPNサイトにマルチキャスト接続を提供できます。この機能はMLDPプロファ
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イルに追加され、それにより、マルチキャスト VPN（MVPN）に使用されるマルチキャスト配信
ツリー（MDT）が複数の自律システムにまたがることができるようになります。

次の 2つのタイプのMVPN Inter-AS導入シナリオがあります。

•シングルプロバイダー方式の Inter-AS：内部ネットワークが複数の自律システムで構成され
たサービスプロバイダー。

•イントラプロバイダー方式の Inter-AS：Inter-ASサポートを提供するためにネットワークの
調整が必要な複数のサービスプロバイダー。

2つの自律システム間でマルチキャスト VPNを確立するには、MDTのデフォルトトンネルを 2
台の PEルータ間で設定する必要があります。 PEルータは、設定されたMDTデフォルトグルー
プを結合することでこれを達成します。このMDTデフォルトグループはPEルータで設定され、
VPNごとに一意です。 PIMは、グループのモード（PIM SSM、またはスパースモード）に基づ
いて joinを送信します。

MVPN Inter-AS サポートの利点

MVPN Inter-ASサポート機能には、サービスプロバイダーにとって次の利点があります。

• MPLSレイヤ 3VPNサービスにおいてマルチキャストが複数のサービスプロバイダーにわた
る必要がある顧客にとって、マルチキャストのカバレッジを向上させる。

•企業の合併や買収の場合など、既存のMVPNサービスを別のMVPNサービスと統合する。

InterAS オプション A

InterASオプション Aは基本的なマルチキャスト VPNの設定オプションです。このオプションで
は、PEルータは部分的に各自律システム（AS）で自律システム境界ルータ（ASBR）の役割を担
います。各 ASのこのような PEルータは、複数の VRF処理サブインターフェイスで直接接続さ
れます。MPLSラベル配布プロトコルは、これらの InterASピアリング PEルータ間で実行する必
要はありません。ただし、IGPまたはBGPプロトコルがVRFの下のルート配布で使用できます。

オプション Aモデルは、異なる自律システムの PEルータ間の直接の接続を想定しています。 PE
ルータは複数の物理または論理インターフェイスによって接続され、各インターフェイスは特定

の VPNに関連しています（VRFインスタンスを通して）。したがって、各 PEルータは隣接 PE
ルータをカスタマーエッジ（CE）ルータと同様に扱います。各自律システムでのルート再配布
には標準的なレイヤ3MPLSVPNメカニズムが使用されます。つまり、各PEは、外部BGP（eBGP）
を使用して相互にラベルなし IPv4アドレスを配布します。

オプション Aを使用すると、サービスプロバイダーが各自律システムを隔離できます。これ
は、2つのネットワーク間のルーティング交換やセキュリティの制御を向上します。ただし、
オプションAは、すべてのAS間接続オプションで最もスケーラブルでないオプションと考え
られています。

（注）
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InterAS オプション B

InterASオプション Bは、ASBR間の VPNv4ルートの交換をイネーブルにするモデルです。この
モデルではまた、BGP MVPNアドレスファミリも配布します。このモデルでは、PEルータが内
部 BGP（iBGP）を使用して、ラベル付き VPNv4ルートを ASBRか、または ASBRがクライアン
トになっているルートリフレクタのどちらかに再配布します。これらのASBRは、マルチプロト
コル eBGP（MP-eBGP）を使用して、VPNv4ルートをローカル自律システムにアドバタイズしま
す。MP-eBGPは、VPNv4プレフィックスおよびラベル情報をサービスプロバイダーの境界を超
えてアドバタイズします。アドバタイズするASBRルータは、VPNv4ルートをアドバタイズする
前に、ローカル自律システム内の発信元の PEルータおよび VPN宛先に到達するために使用する
2レベルのラベルスタックを、ローカルに割り当てられたラベルに置き換えます。この置き換え
が実行されるのは、2つのサービスプロバイダーの間でアドバタイズされるすべてのルートのネ
クストホップ属性が ASBRルータのピアリングアドレスにリセットされ、それによって ASBR
ルータがアドバタイズされたルートのラベルスイッチドパス（LSP）の終端地点になるためで
す。入力 PEルータと出力 PEルータの間の LSPを保持するために、ASBRルータは、ローカル
VPNネットワーク内のルートのラベルスタックを識別するために使用されるローカルラベルを
割り当てます。この新しく割り当てられたラベルは、隣接するサービスプロバイダーからプレ

フィックスに向けて送信されるパケットに設定されます。

オプション Bでは、サービスプロバイダーは、オプション Aよりも高度に変更できるという
利点が追加された両方の自律システムを隔離できます。

（注）

InterASオプション Bモデルでは、BGP-ADプロファイルのみがサポートされています。

• BGP-ADを使用したMLDP MS-PMSI MP2MP（プロファイル 4）

• BGP-ADを使用した、または使用しない Rosen GRE（プロファイル 9）

プロファイル 9は、IGPにルートアドレスをリークする場合のみサポートさ
れています。

（注）

BGP-ADを使用したMLDP MS-PMSI MP2MP（プロファイル 5）はサポートされていません。（注）

InterAS オプション C

InterASオプション Cを使用すると、マルチホップ eBGPピアリングセッションを使用してルー
タリフレクタ（RR）間で VPNv4ルートを交換できます。このモデルでは、異なる自律システム
の RR間の VPNv4ルートのMP-eBGP交換が、対応する ASBRルータ間のこれらのルートの交換
のためのネクストホップと結合されます。このモデルではまた、VPNv4とともに BGPMVPNア
ドレスファミリも配布します。このモデルでは、VPNv4ルートが保持されることも、ASBRに
よって配布されることも許可されません。 ASBRは、PEルータへのラベル付き IPv4ルートを自
身の自律システム内に保持し、eBGPを使用してこれらのルートを他の自律システムに配布しま
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す。中継自律システムでは、ASBRが eBGPを使用してラベル付き IPv4ルートを渡すため、入力
PEルータから出力 PEルータへの LSPが作成されます。

オプション Cモデルでは、異なる自律システムの RRが直接接続されていないため、マルチホッ
プ機能を使用してMP-eBGPピアリングセッションを確立できるようにしています。RRはまた、
VPNv4ルートのネクストホップ属性を隣接する自律システムにアドバタイズするときに、これら
の自律システムがアドバタイズする宛先へのトラフィックを引き込まないため、これらの属性を

リセットしません。それにより、ネクストホップの交換のイネーブル化が必須になります。これ

らは、単なるソース PEとレシーバ PEの間の中継ステーションです。このため、VPNv4の PE
ルータネクストホップアドレスは、ASBRルータ間で交換されます。自律システム間のこれら
のアドレスの交換は、自律システム間で PEルータ /32アドレスを再配布するか、または BGPラ
ベル配布を使用することによって実現されます。

オプションCは通常、各自律システムが、グローバルな自律システムを備えたグローバルなレ
イヤ 3 MPLS VPNサービスプロバイダーなどのより包括的な機関に同じく属している場合に
のみ配備されます。

（注）

InterASオプション Cモデルでは、次のプロファイルがサポートされています。

• BGP-ADを使用しない Rosen MLDP（プロファイル 1）

• BGP-ADを使用したMLDP MS-PMSI MP2MP（プロファイル 4）

• BGP-ADを使用したMLDP MS-PMSI MP2MP（プロファイル 5）

• MLDP VRFインバンドシグナリング（プロファイル 6）

• BGP-ADを使用した Rosen GRE（プロファイル 9）

MVPN 上の IPv6 接続
Cisco ASR 9000シリーズルータの、Cisco IOS XR Softwareリリース 4.2.1では、デフォルト VRF
の IPv4のみのコアネットワーク上のカスタマーサイト間で IPv6接続がサポートされます。VPN
PEルータは、2つのアドレスファミリの間で相互動作し、IPv4でカプセル化されたMDTと IPv6
カスタマールート間で制御および転送を行います。 IPv6ユーザは、BGPを介して IPv6 over IPv4
マルチキャスト VPNサポートを設定できます。

詳細については、IPv6マルチキャスト VPNの設定例, （170ページ）を参照してください。

Cisco IOSXRSoftwareで、MVPNv6はMDTグループが設定されたMVPNv4とは異なる別個のデー
タを持つことができます。ただしMVPNv6とMVPNv4には、同じデフォルトMDTグループが
設定されている必要があります。

次の設定例に、Cisco IOS XR Softwareリリース 4.2.1のMVPNv6データ mdtを示します。

vrf cisco-sjc1
address-family ipv4
mdt data 226.8.3.0/24 threshold 5
mdt default ipv4 226.8.0.1
!
address-family ipv6
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mdt data 226.8.4.0/24 threshold 5
mdt default ipv4 226.8.0.1
!

BGP 要件
PEルータでは、MVPNを認識する必要があり、MVPNに関する情報をリモート PEにシグナリン
グできる唯一のルータです。特定の VRF内の RPF PEピアの取得に PEルータは BGPピアリング
アドレス情報を使用するため、すべての PEルータは互いに直接またはルートリフレクタを介し
て BGP関係を持っていることが不可欠です。

BGPコネクタ属性を使用してトンネルを確立するため、PIM-SSM MDTトンネルは、設定された
BGP MDTアドレスファミリなしで設定できません。

マルチキャスト VPNに対する BGPサポートについては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router Routing Configuration Guide』の「Implementing BGP on Cisco IOS XR Software」モ
ジュールを参照してください。

MVPN スタティック P2MP TE
この機能では、ポイントツーマルチポイントトラフィックエンジニアリング（P2MP-TE）を使用
したマルチキャストでのマルチキャストVPN（MVPN）のサポートについて説明します。現在、
Cisco IOS-XRソフトウェアではグローバルテーブルで P2MP-TEのみがサポートされており、グ
ローバルテーブル内の (S,G)ルートを P2MP-TEトンネルにマッピングできます。ただし、この
機能では現在、サービスプロバイダーが P2MP-TEトンネルを使用してVRFマルチキャストトラ
フィックを伝送できます。VRF (S,G)トラフィックを P2MP-TEトンネルにマッピングするために
スタティックマッピングが使用され、VRFベースのP2MPFECを含むP2MPBGP不透明値をMDT
Selective Provider Multicast Service Interface（S-PMSI）として送信するために BGP-ADが使用され
ます。

P2MP-TEを使用したマルチキャストでのMVPNサポートの利点は次のとおりです。

•帯域予約、帯域幅共有、転送レプリケーション、明示的ルーティング、高速再ルーティング
（FRR）などのトラフィックエンジニアリングをサポートします。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーショ
ンガイドリリース 4.2.x

24 OL-26037-02-J  

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
MVPN スタティック P2MP TE



•複数のマルチキャストストリームのトンネルへのマッピングをサポートします。

図 6：マルチキャスト VRF

PE1ルータでは、マルチキャスト S,G（ビデオ）トラフィックは VRFインターフェイス上で受信
されます。マルチキャストS,Gルートは、P2MP-TEトンネルに静的にマッピングされます。ヘッ
ドエンドは次に、PMSIトンネル属性（PTA）で P2MP-TEトンネルをコアツリーとして指定し
て、S,Gごとに S-PMSI（タイプ 3）BGP-ADルートを発信します。この PTAのタイプはRSVP-TE
P2MP LSPに設定され、PTAトンネル識別子の形式は、RSVP-TE P2MP LSP SESSIONオブジェク
トで伝送される <拡張トンネル ID、予約済み、トンネル ID、P2MP ID>に設定されます。複数の
S,G A-Dルートに同じ PMSIトンネル属性を設定できます。

テールエンド PE（PE2、PE3）は、これらの（すべてのヘッドエンド PEによって送信された）
S-PMSIアップデートを受信してキャッシュします。コア全体にアップストリームマルチキャス
トホップ（UMH）があるときに、VRF内に S,G Joinが存在する場合、この PEは UMHからの
S-PMSIアナウンスを探します。 P2MP-TE PTAで S-PMSIルートが見つかった場合、PEは、その
VRFにトンネルのテールラベルを関連付けます。パケットが P2MP-TEトンネルに到達すると、
テールエンドがそのラベルを削除し、「関連付けられた」VRF内で S,Gルックアップを実行しま
す。一致が見つかった場合、パケットはその発信情報に従って転送されます。

マルチトポロジルーティング

マルチトポロジルーティングを使用すると、重複しないパスに流れること望ましい場合（たとえ

ば、重複ビデオストリームをブロードキャストする場合）に、ネットワークトラフィックフロー

を操作できます。

マルチトポロジルーティングテクノロジーの中心となるのが、ルータ空間インフラストラクチャ

（RSI）です。 RSIがルーティングテーブルのグローバル設定を管理します。これらのテーブル
は、論理ルータのVRFテーブルに階層構造で編成されています。デフォルトでは、RSIがデフォ
ルトVRFで IPv4と IPv6両方のユニキャストおよびマルチキャストのテーブルを作成します。マ
ルチトポロジルーティングを使用すると、デフォルトVRFの名前付きトポロジを設定できます。
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PIMは、送信元へのリバースパス転送（RPF）パスを検索するためのトポロジを選択するため、
送信元またはグループアドレスに対するマッチングをサポートするルーティングポリシーを使用

します。ポリシーを設定しない場合、既存の動作（デフォルトテーブルを選択する）が有効なま

まになります。

現在、IS-ISおよび PIMルーティングプロトコルのみがマルチトポロジをイネーブルにしたネッ
トワークをサポートしています。

マルチキャスト VPN エクストラネットルーティング
マルチキャストVPN（MVPN）エクストラネットルーティングを使用すると、サービスプロバイ
ダーは、企業サイトから他の企業サイトにマルチキャスト VRF上で IPマルチキャストコンテン
ツを配信できます。つまり、この機能は VRF境界をシームレスにホップしてマルチキャストコ
ンテンツをエンドツーエンドで配信するための機能を提供します。

ユニキャストエクストラネットは、VRF間で一致するルートターゲットを設定するだけで実現で
きます。しかし、マルチキャストエクストラネットは、次のものに加えて VRF間でルートルッ
クアップを解決するための設定が必要です。

• VRF間でのマルチキャストトポロジマップの維持。

• VRF間でトラフィックを転送するためのマルチキャスト配信ツリーの維持。

エクストラネットに関する情報

エクストラネットは企業外部のユーザに拡張された企業イントラネットの一部と見なすことがで

きます。 VPNは、製品の販売や、強いビジネスパートナーシップの維持など、他の企業やカス
タマーとビジネスを行うための手段の 1つとして使用されます。エクストラネットは、1つ以上
の企業サイトを外部のビジネスパートナーまたはサプライヤに接続し、企業のビジネス情報また

は業務の選択した部分を安全に共有するための VPNです。

MVPNエクストラネットルーティングは、次のようなビジネス上の問題を解決するために使用で
きます。

•企業間の非効率的なコンテンツ配信。

•サービスプロバイダーまたはコンテンツプロバイダーから企業 VPNカスタマーへの非効率
的なコンテンツ配信。

MVPNエクストラネットルーティングは IPv4および IPv6アドレスファミリをサポートします。

エクストラネットネットワークでは、PEルータがVRF間のトラフィック（図7：エクストラネッ
トMVPNのコンポーネント, （27ページ）で「P」でラベル付けされたもの）を通過させること
が必要です。エクストラネットネットワークは IPv4または IPv6を実行できますが、コアネット
ワークは IPv4マルチキャストのみを常に実行します。
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エクストラネットのコンポーネント

図 7：エクストラネット MVPN のコンポーネント

MVRF：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。MVRFはマルチ
キャスト対応 VRFです。 VRFは、IPルーティングテーブル、取得されたルーティングテーブ
ル、そのルーティングテーブルを使用する一連のインターフェイス、ルーティングテーブルに登

録されるものを決定する一連のルールおよびルーティングプロトコルで構成されています。一般

に、VRFには、プロバイダーエッジ（PE）ルータに付加されるカスタマー VPNサイトが定義さ
れたルーティング情報が格納されています。

ソースMVRF：直接接続されたカスタマーエッジ（CE）ルータを使用して送信元に到達できる
MVRF。

レシーバMVRF：受信先が 1つまたは複数の CEデバイスを介して接続されるMVRF。

ソース PE：直接接続された CEルータの背後にマルチキャスト送信元が存在する PEルータ。

レシーバ PE：直接接続された CEルータの背後に 1つ以上の該当する受信先を持つ PEルータ。

エクストラネット MVPN ルーティングトポロジに関する情報
ピアツーピア VPNのユニキャストルーティングでは、BGPルーティングプロトコルがプロバイ
ダーエッジ（PE）ルータ間でVPN IPv4および IPv6カスタマールートをアドバタイズするために
使用されます。ただし、MVPNエクストラネットピアツーピアネットワークでは、PIMRPFが、
RPFネクストホップが同じ VRFと別の VRFのどちらにあるか、およびそのソース VRFが PEに
ローカルまたはリモートのいずれであるかを判断するために使用されます。

レシーバ PE ルータ上のソース MVRF

レシーバ PEルータでソースMVRFを設定することによって企業 VPNカスタマーにエクストラ
ネットMVPNサービスを提供するには、次の手順を実行します。
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•直接接続された CEルータの背後のエクストラネットサイトに 1つ以上の受信先が存在する
受信PEルータで、マルチキャスト発信元に接続されたサイトと同じデフォルトMDTグルー
プが存在するMVRFを設定します。

•レシーバ PEルータで、ソースMVRFからレシーバMVRFへのルートをインポートするため
に同じユニキャストルーティングポリシーを設定します。

RPFネクストホップの元となるMVRFがローカルの場合（レシーバ PEルータでのソース
MVRF）、レシーバ VRFの参加の状態は、ソース VRFのデフォルトマルチキャスト配信ツリー
（MDT）を使用してコアに伝搬します。図 8：レシーバ PEルータでのソースMVRF, （28ペー
ジ）に、ソースMVRFがレシーバ PEルータ上で設定された（レシーバMVRFトポロジでの送信
元）エクストラネットMVPNトポロジのマルチキャストトラフィックのフローを示します。
MVRFは、PE2（レシーバ PEルータ）上の VPN-Aおよび VPN-B用に設定されます。 PE1（送信
元 PEルータ）の背後のマルチキャスト送信元は、VPN-AのMVRFにマルチキャストストリーム
を送信し、PE2（VPN-Bのレシーバ PEルータ）と、PE3（VPN-Aのレシーバ PEルータ）の背後
に対象となる受信先があります。 PE1は VPN-AのMVRFの送信元からパケットを受信すると、
PE2と PE3にパケットを複製し転送します。 VPN-Aの PE2で受信したパケットはカプセル化が
解除され、VPN-Bのレシーバに複製されます。

図 8：レシーバ PE ルータでのソース MVRF

ソース PE ルータ上のレシーバ MVRF

ソース PEルータでレシーバMVRFを設定することによって企業 VPNカスタマーにエクストラ
ネットMVPNサービスを提供するには、次の手順を実行します。

•各エクストラネットサイトでは、MVRFがソース PEでまだ設定されていない場合、レシー
バMVRFと同じデフォルトMDTグループが割り当てられているソース PEルータで追加の
MVRFを設定します。
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•レシーバMVRFの設定では、ソースMVRFからレシーバMVRFにルートをインポートする
ため、ソースおよびレシーバ PEルータに同じユニキャストルーティングポリシーを設定し
ます。

RPFネクストホップの発信元MVRFがリモート（ソースPEルータ上のレシーバMVRF）の場合、
レシーバ VRFの参加状態は、各レシーバのMDT経由でコアに伝播されます。

図 9：ソース PEルータレシーバのレシーバMVRF, （29ページ）に、レシーバMVRFがソース
PEルータ上で設定されたエクストラネットMVPNトポロジのマルチキャストトラフィックのフ
ローを示します。MVRFは、PE1（ソース PEルータ）上の VPN-Aおよび VPN-B用に設定され
ます。 PE1の背後のマルチキャスト送信元は、VPN-AのMVRFにマルチキャストストリームを
送信し、PE2と PE3（それぞれVPN-BとVPN-Aのレシーバ PEルータ）の背後に対象となる受信
先があります。 PE1は、VPN-AのMVRFの送信元からパケットを受信すると、VPN-Aおよび
VPN-BのMVRFでパケットを個別に複製およびカプセル化し、パケットを転送します。この送
信元からのパケットを受信すると、PE2と PE3はパケットのカプセル化を解除し、それぞれの
MVRFに転送します。

図 9：ソース PE ルータレシーバのレシーバ MVRF

詳細については、MVPNエクストラネットルーティングの設定,（126ページ）およびMVPNエク
ストラネットルーティングの設定例, （182ページ）も参照してください。

エクストラネットでの RPF ポリシー
RPFポリシーは、レシーバ VRFでの RPFルックアップをバイパスし、指定されたソース VRFに
参加状態を静的に伝播するように、レシーバVRFで設定できます。このようなポリシーは、マル
チキャストグループ範囲、マルチキャスト送信元範囲、またはRPアドレスに基づいてソースVRF
が選択されるように設定できます。
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エクストラネットでの RPFポリシーの設定の詳細については、ソース VRFに joinを伝播するた
めのレシーバVRFでのRPLポリシーの設定例, （184ページ）およびソースVRFに joinを伝播す
るためのソース PEルータ上のレシーバVRFでのRPLポリシーの設定例, （186ページ）を参照し
てください。

マルチキャスト VPN ハブアンドスポークトポロジ
ハブアンドスポークトポロジは、2つのサイトカテゴリ（ハブサイトとスポークサイト）の相
互接続です。サイト間でアドバタイズされるルートは、制限されたハブアンドスポーク方法で

接続を実現します。残りのネットワーク（つまり、他のハブおよびスポーク）はハブの背後に隠

れているように見えるため、スポークはハブのみ相互通信します。

ハブアンドスポークトポロジは、次の理由で適用できます。

• VPNカスタマーのスポークサイトは、サーバファームなどのサービスをホストする中央の
（またはハブ）サイトからのトラフィックをすべて受信します。

• VPNカスタマーのスポークサイトは、中央サイトを介してスポークサイト間のすべての接
続が必要です。つまり、ハブサイトがスポーク間接続の中継ポイントになります。

• VPNカスタマーのスポークサイトでは、スポークサイト間の接続は不要です。ハブは、す
べてのサイトからのトラフィックを送受信できますが、スポークサイトはハブサイトとし

かトラフィックを送受信できません。

ハブアンドスポークトポロジの実現

ハブアンドスポーク実装は、MVPNエクストラネット用に構築されたインフラストラクチャを利
用します。通常のMVPNは、パケットが任意のサイトから別のサイトに流れることができるモデ
ルに従います。ただし、ハブアンドスポークMVPNは登録に基づいてトラフィックフローを制
限します。

サイトは、VPNアクセス用に PE-CEリンクによって PEルータに接続されているサーバファーム
など、CEルータと他のデバイスのグループがある地理的位置にあると考えることができます。
各サイトを個別のVRFに配置するか、複数のサイトを PEルータ上の 1つのVRFにまとめること
ができます。

独立したVRFに各サイトをプロビジョニングすることによって、ユニキャストおよびマルチキャ
ストのハブアンドスポーク実装を簡素化できます。このような構成は、その性質上、あるスポー

クサイトから別のスポークサイトへのトラフィックの漏れからの保護を提供します。 Cisco IOS
XRソフトウェアのハブアンドスポークの実装は、1つの VRFに 1つのサイトが対応するモデル
に従います。ルートのインポートまたはエクスポートが設定されている方法に基づいて、どのサ

イトもハブサイトまたはスポークサイトとして指定できます。複数のハブアンドスポークサイ

トを特定の PEルータにまとめることができます。

ユニキャストのハブアンドスポーク接続は、ハブサイトだけからルートをインポートするスポー

クサイトおよびすべてのサイトからルートをインポートするハブサイトによって実現されます。

スポークサイトがルートを交換していないため、スポークサイト間のトラフィックは許可されま
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せん。スポーク間接続が必要な場合、ハブはあるスポークサイトから学習したルートを他のス

ポークサイトに再挿入することもできます。

MVPNハブアンドスポークは、コアトンネルを、ハブサイトから送信されたトラフィック用と
スポークサイトから送信されたトラフィック用に分割することで実現されます。MDTハブはす
べてのハブサイトから発信されるトラフィックを伝送するトンネルであり、MDTスポークはす
べてのスポークサイトから送信されたトラフィックを伝送します。このようなトンネルのエンド

ポイントは、ハブアンドスポークトポロジに参加するすべての PEで設定されます。スポーク
サイトがマルチキャストソースまたはRPをホストしない場合、MDTスポークのプロビジョニン
グはこのようなすべてのルータで完全に回避できます。

これらのトンネルがプロビジョニングされると、マルチキャストトラフィックパスが次のように

ポリシールーティングされます。

1 ハブサイトは、MDTハブだけにトラフィックを送信します。

2 スポークサイトは、MDTスポークだけにトラフィックを送信します。

3 ハブサイトは、両方のトンネルからトラフィックを受信します。

4 スポークサイトはMDTハブだけからトラフィックを受信します。

これらの規則により、ハブおよびスポークは相互にトラフィックを送受信できますが、スポーク

間の直接通信は存在しません。必要に応じて、スポーク間マルチキャストは、ハブサイトでトラ

フィックを折り返すことで通過できます。

これらの拡張は、Cisco IOS XRソフトウェアリリース 4.0のマルチキャストハブアンドスポー
クトポロジに対して行われます。

• Auto-RPおよび BSRは、エクストラネットを介して接続された VRF全体でサポートされま
す。これは静的 RPだけの使用に限定されなくなりました。

• MP-BGPは、プレフィックスのネクストホップ情報をRIBに渡すときに、一致するインポー
トルートターゲットをパブリッシュできます。

•ルートポリシーは IPアドレス範囲の代わりに拡張コミュニティのルートターゲットを使用
できます。

•ハブアンドスポークのデータ mdtを実装できるように、エクストラネット v4データ mdtの
サポートが追加されました。

ラベルスイッチドマルチキャスト（LSM）マルチキャストラベル配
布プロトコル（mLDP）ベースのマルチキャスト VPN（mVPN）のサポー
ト

ラベルスイッチドマルチキャスト（LSM）はラベルカプセル化を使用してマルチキャストをサ
ポートするMPLSテクノロジーの拡張機能です。 CRSの次世代MVPNは、MPLSネットワーク
を介して P2MPおよびMP2MP LSPを構築するために使用できるマルチキャストラベル配布プロ
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トコル（mLDP）に基づいています。これらの LSPは、グローバルテーブルまたは VPNのコン
テキストで IPv4と IPv6の両方のマルチキャストパケット転送に使用できます。

LSM MLDP based MVPN の利点
LSMには、コア内のカスタマートラフィックを転送するために現在使用されている GREコアト
ンネルと比較した場合、次の利点があります。

• IPマルチキャストパケットを転送するためのMPLSインフラストラクチャを活用し、ユニ
キャストとマルチキャストのための共通のデータプレーンを提供します。

• MPLSの利点を高速再ルーティング（FRR）などの IPマルチキャストに適用します。

• PIMに関連した複雑さを解消します。

MLDP MVPN の設定
MLDPMVPNの設定により、MPLSを使用した IPv4マルチキャストパケット配信をイネーブルに
します。この設定では、MPLSラベルを使用して、デフォルトおよびデータマルチキャスト配信
ツリー（MDT）を構築します。MPLSレプリケーションは、コアネットワークの転送メカニズム
として使用されます。MLDPMVPNの設定を有効にするには、MPLS MLDPのグローバル設定が
イネーブルであることを確認します。MVPNエクストラネットサポートを設定するには、レシー
バプロバイダーエッジ（PE）ルータにソースのマルチキャスト VPNルーティングおよび転送
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（mVRF）を設定するか、ソース PEにレシーバの mVRFを設定します。MLDP MVPNは、イン
トラネットとエクストラネットの両方に対してサポートされます。

図 10：MLDP based MPLS ネットワーク

P2MP および MP2MP ラベルスイッチドパス
mLDPは、MPLSコアにマルチキャストルーティングプロトコルが存在しなくても、MPLSネッ
トワーク内にマルチポイントラベルスイッチドパス（MP LSP）を設定できるアプリケーション
です。mLDPは、他のマルチキャストツリー構築プロトコルと対話したり、それらを使用するこ
となく、P2MPまたはMP2MP LSPを構築します。MP LSPおよびユニキャスト IPルーティング
に対する LDP拡張を使用すると、mLDPはMP LSPを設定できます。設定できるMP LSPのタイ
プには、ポイントツーマルチポイント（P2MP）とマルチポイントツーマルチポイント（MP2MP）
のタイプの LSPの 2つがあります。

P2MPLSPを使用すると、1つのルート（入力ノード）からのトラフィックを複数のリーフ（出力
ノード）に配信できます。ここで、各 P2MPツリーは 2タプル（ルートノードアドレス、P2MP
LSP識別子）で一意に識別されます。 P2MP LSPは、1つのルートノード、0個以上の中継ノー
ド、および 1つ以上のリーフノードで構成されます。ここで通常、ルートノードとリーフノー
ドは PEであり、中継ノードは Pルータです。 P2MP LSPの設定はレシーバから起動され、mLDP
P2MP FECを使用してシグナリングされます。ここで、LSP識別子はMP Opaque Value要素で表
されます。MPOpaque Valueは、入力 LSRとリーフ LSRが認識している情報を伝送しますが、中
継LSRで解釈する必要はありません。特定の入力ノードをルートとする、それぞれ独自の識別子
を持つMP LSPが複数存在する可能性があります。
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MP2MPLSPを使用すると、複数の入力ノードからのトラフィックを複数の出力ノードに配信でき
ます。ここで、MP2MPツリーは 2タプル（ルートノードアドレス、MP2MP LSP識別子）で一
意に識別されます。MP2MP LSPの場合は、入力ノードから送信されたパケットを、送信ノード
を除くすべての出力ノードが受信します。

MP2MP LSPは P2MP LSPと同様ですが、各リーフノードが入力ノードと出力ノードの両方とし
て機能します。MP2MP LSPを構築するには、ダウンストリームパスとアップストリームパスを
次のように設定できます。

•ダウンストリームパスは、通常の P2MP LSPのように設定します。

•アップストリームパスは、アップストリームルータに向けられた P2P LSPのように設定し
ますが、ダウンストリームラベルをダウンストリーム P2MP LSPから継承するようにしま
す。

mLDP ベースのマルチキャスト VPN 内のパケットフロー
着信するパケットごとに、MPLSは複数の外側ラベルを作成します。ソースネットワークからの
パケットは、レシーバネットワークへのパス上で複製されます。 CE1ルータは、ネイティブの
IPマルチキャストトラフィックを送信します。 PE1ルータは着信マルチキャストパケットにラ
ベルを付加し、MPLSコアネットワークへのラベル付きパケットを複製します。パケットは、コ
アルータ（P）に到達すると、MP2MPのデフォルトMDTまたは P2MPのデータMDTに対応す
る適切なラベル付きで複製され、すべての出力 PEに送信されます。パケットが出力 PEに到達す
ると、ラベルが削除され、IPマルチキャストパケットはVRFインターフェイスに複製されます。

mLDP ベースのマルチキャスト VPN の実現
mLDPによって構築されたラベルスイッチドパス（LSP）は、アプリケーションの要件や性質に
応じて、次のようないくつかの方法で使用できます。

•インバンドシグナリングを使用したグローバルテーブル中継マルチキャスト用のP2MPLSP。

• MI-PMSI（Multidirectional Inclusive Provider Multicast Service Instance）に基づいたMVPN用の
P2MP/MP2MP LSP（Rosenドラフト）。

• MS-PMSI（Multidirectional Selective ProviderMulticast Service Instance）に基づいたMVPN用の
P2MP/MP2MP LSP（パーティション化 E-LAN）。

Cisco ASR 9000シリーズルータは、MLDPの実装のための次の重要な機能を実行します。

1 VRFマルチキャスト IPパケットの GRE/ラベルによるカプセル化、およびコアインターフェ
イスへの複製（インポジションノード）。

2 マルチキャストラベルパケットの異なるラベルによる別のインターフェイスへの複製（中間

ノード）。

3 ラベルパケットのカプセル化解除、および VRFインターフェイスへの複製（ディスポジショ
ンノード）。
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mLDP プロファイルの特性
ここでは、さまざまな mLDPプロファイルの特性を示します。

Rosen-mLDP（BGP-AD なし）

このプロファイルの特性は次のとおりです。

•コアではMP2MP mLDPツリーが使用されています。

• VPN-IDが VRF識別子として使用されています。

•デフォルトMDTに基づいた設定。

• IPv4および IPv6トラフィックに使用されるのと同じデフォルトMDTコアツリー。

• PIMによって（デフォルトMDT経由で）送信されるデータMDTアナウンス。

•マルチキャストトラフィックは SM、SSM、または Bidirのいずれかです。

• Inter-ASオプションA、B、およびCがサポートされています。コネクタ属性はVPN-IPルー
トでアナウンスされます。

MS-PMSI-mLDP-MP2MP（BGP-AD なし）

このプロファイルの特性は次のとおりです。

•コアではMP2MP mLDPツリーが使用されています。

• IPv4および IPv6トラフィックとは異なるMS-PMSIコアツリー。

•マルチキャストトラフィックは SMまたは SSMのいずれかです。

•エクストラネット、ハブアンドスポークがサポートされています。

• Inter-ASオプションA、B、およびCがサポートされています。コネクタ属性はVPN-IPルー
トでアナウンスされます。

BGP-AD を使用した Rosen-GRE

このプロファイルの特性は次のとおりです。

•コアでは PIMツリーが使用されています。使用されているデータカプセル化方式はGREで
す。

•コアでは SM、SSM、または Bidirが使用されています。

•設定はデフォルトMDTに基づいています。

•マルチキャストトラフィックは SMまたは SSMのいずれかです。

•コアのMoFRRがサポートされています。

•エクストラネット、ハブアンドスポーク、CsC、Customer-RP検出（Embedded-RP、AutoRP、
および BSR）がサポートされています。
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• Inter-ASオプション A、B、および Cがサポートされています。 VRF-Route-Import ECは
VPN-IPルートでアナウンスされます。

BGP-AD を使用した MS-PMSI-mLDP-MP2MP

このプロファイルの特性は次のとおりです。

•コアではMP2MP mLDPツリーが使用されています。

•マルチキャストトラフィックは SMまたは SSMのいずれかです。

•エクストラネット、ハブアンドスポーク、CsC、Customer-RP検出（Embedded-RP、AutoRP、
および BSR）がサポートされています。

• Inter-ASオプション A、B、および Cがサポートされています。 VRF-Route-Import ECは
VPN-IPルートでアナウンスされます。

BGP-AD を使用した MS-PMSI-mLDP-P2MP

このプロファイルの特性は次のとおりです。

•コアでは P2MP mLDPツリーが使用されています。

•マルチキャストトラフィックは SMまたは SSMのいずれかです。

•エクストラネット、ハブアンドスポーク、CsC、Customer-RP検出（Embedded-RP、AutoRP、
および BSR）がサポートされています。

• Inter-ASオプション A、B、および Cがサポートされています。 VRF-Route-Import ECは
VPN-IPルートでアナウンスされます。

VRF インバンドシグナリング（BGP-AD なし）

このプロファイルの特性は次のとおりです。

•コアでは P2MP mLDPツリーが使用されています。

•コアのMoFRRがサポートされています。

• VRF-S,Gルートごとに 1つのコアツリーが構築されます。コアを経由した RPFの到達可能
性により、VRFに (*,G)ルートを含めることはできません。

•マルチキャストトラフィックは SM S,Gまたは SSMのいずれかです。

MLDPの実装および OAMの概念の詳細については、『Cisco IOS XRMPLS Configuration Guide for
the Cisco ASR 9000シリーズルータ』を参照してください。

サポートされる MVPN プロファイルの要約
この表は、サポートされるMVPNプロファイルの要約を示しています。
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データ MDTBDP-AD不透明値名前プロ

ファ

イル

番号

デフォルトMDT
経由の PIM TLV

N/AN/ARosen GRE0

デフォルトMDT
経由の PIM TLV

N/Aタイプ 2 -ルートアド
レス：VPN-ID:0-n

Rosen MLDP1

N/AN/Aシスコ独自 -ソース-
PE:RD:0

MS-PMSI（パーティ
ション）MLDP
MP2MP

2

PIMまたは
BGP-AD（ノブ制
御）

• Intra-ASMI- PMSI

•データMDTの
S-PMSI

N/ABGP-ADを使用した
Rosen GRE

3

BGP-AD
•空の PTAを使用
した I-PMSI

•パーティション
MDTのMS-PMSI

•データMDTの
S-PMSI

• S-PMSI cust RP検
出ツリー

タイプ 1 -ソース-
PE:Global-ID

BGP-ADを使用した
MS-PMSI（パーティ
ション）MLDP
MP2MP

4

BGP-AD
•空の PTAを使用
した I-PMSI

•パーティション
MDTのMS-PMSI

•データMDTの
S-PMSI

• S-PMSI cust RP検
出ツリー

タイプ 1 -ソース-
PE:Global-ID

BGP-ADを使用した
MS-PMSI（パーティ
ション）MLDPP2MP

5

N/AN/ARD:S,GVRFインバンド
MLDP

6
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データ MDTBDP-AD不透明値名前プロ

ファ

イル

番号

N/AN/AS,Gグローバルインバン

ド

7

N/AN/AN/Aグローバル P2MP TE8

PIMまたは
BGP-AD（ノブ制
御）

• Intra-ASMI- PMSI

•データMDTの
S-PMSI

タイプ 2 -ルートアド
レス：VPN - ID:0 -n

BGP-ADを使用した
Rosen MLDP

9

MLDP MVPN の設定プロセス（イントラネット）
次の手順は、イントラネットのためのMLDPMVPNの各種の設定プロセスの広範囲の概要を示し
ています。

さまざまなMVPNプロファイルの詳細な要約については、サポートされるMVPNプロファイ
ルの要約, （36ページ）を参照してください。

（注）

• MPLS MLDPのイネーブル化

◦ configure

◦ mpls ldp mldp

• VRFエントリの設定

◦ configure

◦ vrf vrf_name

◦ address-family ipv4/ipv6 unicast

◦ import route-target route-target-ext-community

◦ export route-target route-target-ext-community

• VPN IDの設定

◦ configure

◦ vrf vrf_name

◦ vpn id vpn_id
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VPN IDの設定の手順は、プロファイル 1および 9（Rosen MLDP）に必要です。

• MVPNルーティング/転送インスタンスの設定

◦ configure

◦ multicast-routing vrf vrf_name

◦ address-family ipv4

◦ mdt default mldp ipv4 root-node

プロファイル 1（MLDP Rosen）の場合は mdt default mldp ipv4コマンドが、プロファイル
4/5（BGP-ADを使用したMS-PMSI）の場合は mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp/p2mpコマ
ンドが設定されます。

•ルート識別子の設定

◦ configure

◦ router bgp AS Number

◦ vrf vrf_name

◦ rd rd_value

•データMDTの設定（任意）

◦ configure

◦ multicast-routing vrf vrf_name

◦ address-family ipv4

◦ mdt data <1-255>

• BGP MDTアドレスファミリの設定

◦ configure

◦ router bgp AS Number

◦ address-family ipv4 mdt

• BGP vpnv4アドレスファミリの設定

◦ configure

◦ router bgp AS Number

◦ address-family vpnv4 unicast

• BGP IPv4 VRFアドレスファミリの設定

◦ configure

◦ router bgp AS Number

◦ vrf vrf_name
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◦ address-family ipv4 unicast

• VRFの PIM SM/SSMモードの設定

◦ configure

◦ router pim

◦ vrf vrf_name

◦ address-family ipv4

◦ rpf topology route-policy rosen_mvpn_mldp

プロファイルごとに、異なるルートポリシーが設定されます。

•ルートポリシーの設定

◦ route-policy rosen_mvpn_mldp

◦ set core-tree tree-type

◦ pass

◦ end-policy

プロファイル 1（MLDPRosen）の場合はmldp-rosenコアツリータイプが、プロファイル 4/5
（BGP-ADを使用したMS-PMSI）の場合は mldp-partitioned-mp2mp/p2mpコアツリータイプ
が設定されます。

上の手順の設定は、各設定で使用されるプロファイルによって異なります。各プロファイル

の詳細な例については、LSM based MLDPの設定例, （202ページ）を参照してください。
（注）

Multicast Source Discovery Protocol
Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）は、複数の PIMスパースモードドメインを接続する
ためのメカニズムです。MSDPを使用すると、さまざまなドメイン内のすべてのRendezvousPoint
（RP;ランデブーポイント）に、グループのマルチキャスト送信元を通知できます。各 PIM-SM
ドメインは自身の RPを使用するため、他のドメインの RPに依存する必要はありません。

PIM-SMドメインの RPは、他のドメインのMSDP対応ルータとのMSDPピアリング関係を持ち
ます。各ピアリング関係は、下位のルーティングシステムによって維持される TCP接続上で行
われます。

MSDPスピーカーは、Source Active（SA）メッセージとも呼ばれるメッセージを交換します。RP
は、一般に PIM registerメッセージを通じてローカルアクティブソースについて学習するとき、
MSDPプロセスが SAメッセージの registerをカプセル化し、ピアに情報を転送します。メッセー
ジには、マルチキャストフローの送信元およびグループの情報と、カプセル化されたデータが格

納されます。ネイバー RPにマルチキャストグループのローカル加入者がある場合、RPは S,G
ルートをインストールし、SAメッセージに含まれるカプセル化データを転送し、送信元に向けて
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PIM joinを逆に送信します。このプロセスは、マルチキャストパスをドメイン間で構築する方法
について説明します。

最適なMSDPドメイン間動作のためにBGPまたはマルチプロトコルBGPを設定することをお
勧めしますが、Cisco IOS XR Softwareの実装では必須とは見なされません。 BGPまたはマル
チプロトコル BGPとMSDPとともに使用する方法については、インターネット技術特別調査
委員会（IETF）インターネットドラフト『Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)』に記載
されているMSDP RPFルールを参照してください。

（注）

マルチキャストノンストップフォワーディング

マルチキャスト用の Cisco IOS XR Softwareノンストップフォワーディング（NSF）機能を使用す
ると、マルチキャストパケット転送のハイアベイラビリティ（HA）が向上します。 NSFは、コ
ントロールプレーンのハードウェアまたはソフトウェア障害により、ルータを通過する既存のパ

ケット転送が中断されるのを防ぎます。

マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）の内容は、コントロールプレーン障害時に変化しないよ
う固定されます。その後、隣接ルータが問題のあるルータで PIM helloネイバー隣接がタイムア
ウトする前に、PIMは通常のプロトコル処理と状態を回復しようとします。この動作は、NSF対
応ルータがネイバーに転送されるのを防ぎます。この機能がない場合、ネイバーはタイムアウト

隣接によって障害を検出します。MFIB内のルートは NSFが開始された後に古いとマーキングさ
れ、トラフィックは NSF完了まで（それらのルートに基づいて）転送され続けます。完了する
と、MRIBがMFIBに通知し、MFIBが現在のMRIBルート情報とMFIBを同期するマークアンド
スイープを実行します。

マルチキャストコンフィギュレーションサブモード

Cisco IOS XR Softwareでは、コントロールプレーンの CLI設定がプロトコル固有のサブモードに
移動されており、マルチキャスト機能を多数のインターフェイスでイネーブル化、ディセーブル

化、設定するためのメカニズムが提供されます。

Cisco IOSXRSoftwareでは、サブモードで使用できるコマンドのほとんどを、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで 1つのコマンド文字列として実行できます。

たとえば、ssmコマンドは、次のようにマルチキャストルーティングコンフィギュレーションサ
ブモードから実行できます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-ipv4)# ssm range

また、次のように、グローバルコンフィギュレーションモードから同じコマンドを実行できま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing ssm range
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次のマルチキャストプロトコル固有サブモードは、これらのコンフィギュレーションサブモード

で使用できます。

マルチキャストルーティングコンフィギュレーションサブモード

Cisco IOS XRソフトウェアリリース 3.7.2以降のリリースでは、マルチキャスト PIE
（asr9k-mcast-p.pie）がインストールされている場合、明示的な設定を行わなくても基本的なマル
チキャストサービスが自動的に開始されます。自動的に開始されるマルチキャストサービスは

次のとおりです。

• MFWD

• MRIB

• PIM

• IGMP

これ以外のマルチキャストサービスを開始するには、明示的に設定する必要があります。たとえ

ば、MSDPプロセスを開始するためには、routermsdpコマンドを入力し、MSDPプロセスを明示
的に設定する必要があります。

multicast-routing ipv4または multicast-routing ipv6コマンドを実行すると、すべてデフォルトの
マルチキャストコンポーネント（PIM、IGMP、MLD、MFWD、およびMRIB）が自動的に開始さ
れ、CLIプロンプトが「config-mcast-ipv4」または「config-mcast-ipv6」に変わり、マルチキャスト
ルーティングコンフィギュレーションサブモードが開始されたことが示されます。

PIM コンフィギュレーションサブモード
router pimコマンドを発行すると、CLIプロンプトが「config-pim-ipv4」に変わり、デフォルト
PIMアドレスファミリコンフィギュレーションサブモードが開始されたことが示されます。 IPv6
の PIMアドレスファミリコンフィギュレーションサブモードを開始するには、Enterキーを押す
前に address-family ipv6キーワードと router pimコマンドを入力します。

IGMP コンフィギュレーションサブモード
router igmpコマンドを実行すると、CLIプロンプトが「config-igmp」に変わり、IGMPコンフィ
ギュレーションサブモードが開始されたことが示されます。

MLD コンフィギュレーションサブモード
routermldコマンドを実行すると、CLIプロンプトが「config-mld」に変わり、MLDコンフィギュ
レーションサブモードが開始されたことが示されます。
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MSDP コンフィギュレーションサブモード
routermsdpコマンドを実行すると、CLIプロンプトが「config-msdp」に変わり、ルータMSDPコ
ンフィギュレーションサブモードが開始されたことが示されます。

インターフェイス設定の継承の概要

Cisco IOS XR Softwareでは、すべてのインターフェイスによって継承できるマルチキャストルー
ティングサブモード内でコマンドコンフィギュレーションを適用することで、多数のインター

フェイスに対してコマンドを設定できます。継承メカニズムを無効にするには、インターフェイ

スコンフィギュレーションサブモードを開始し、明示的に別のコマンドパラメータを入力しま

す。

たとえば、次の設定でルータのすべての既存および新しい PIMインターフェイスが 420秒の hello
間隔パラメータを使用することをすばやく指定できます（ルータ PIMコンフィギュレーション
モードで）。ただし、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/1/0/1ではグローバル
インターフェイスコンフィギュレーションが無効になり、210秒の hello間隔時間が使用されま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)# hello-interval 420
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4-if)# hello-interval 210

次に、継承メカニズムを使用するコマンドのリストを示します（適切なルータサブモードで指

定）。

router pim
dr-priority
hello-interval
join-prune-interval

multicast-routing
version
query-interval
query-max-response-time
explicit-tracking

router mld
interface all disable
version
query-interval
query-max-response-time
explicit-tracking

router msdp
connect-source
sa-filter
filter-sa-request list
remote-as
ttl-threshold
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インターフェイス設定の継承の無効化の概要

他の場所で示されているように、Cisco IOS XR Softwareでは、すべてのインターフェイスによっ
て継承できるマルチキャストルーティングサブモード内でコンフィギュレーションを適用するこ

とで、複数のインターフェイスを設定できます。

特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスで継承機能を無効にするには、マルチ

キャストルーティングコンフィギュレーションモードのアドレスファミリ IPv4または IPv6サ
ブモードを開始し、interface-inheritance disableコマンドと interface type interface-path-idまたは
interface allコマンドを入力します。これにより、PIMまたは IGMPプロトコルは、マルチキャス
トルーティングを拒否し、指定したインターフェイスのみでマルチキャスト転送を許可します。

ただし、ルーティングは指定した個々のインターフェイスで明示的にイネーブルにできます。

次の設定は、PIMおよび IGMP全般でマルチキャストルーティングインターフェイス継承をディ
セーブルにしますが、転送はイネーブルなままになります。例では、GigabitEthernet 0/6/0/3の
IGMPでのインターフェイスのイネーブル化を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# multicast-routing address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# interface all enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# interface-inheritance disable

!

!
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# vrf default
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# interface GigabitEthernet0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp-name-if)# router enable

関連情報については、インターフェイスのイネーブル化とディセーブル化の概要, （44ページ）
を参照してください。

インターフェイスのイネーブル化とディセーブル化の概要

Cisco IOS XR Softwareマルチキャストルーティング機能がルータで設定されている場合、デフォ
ルトでは、イネーブルになっているインターフェイスはありません。

単一のインターフェイスまたは複数のインターフェイスのマルチキャストルーティングおよびプ

ロトコルをイネーブルにするには、マルチキャストルーティングコンフィギュレーションモー

ドで interfaceコマンドを入力し、インターフェイスを明示的にイネーブルにする必要がありま
す。

すべてのインターフェイスでマルチキャストルーティングを設定するには、マルチキャストルー

ティングコンフィギュレーションモードで interface allコマンドを入力します。完全にマルチ
キャストルーティングをイネーブルにする任意のインターフェイスは、マルチキャストルーティ

ングコンフィギュレーションモードで特にイネーブルにする（またはデフォルトにする）必要が

あり、PIMおよび IGMP/MLDコンフィギュレーションモードでディセーブルにしないでくださ
い。
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たとえば、次の設定では、すべてのインターフェイスがマルチキャストルーティングコンフィ

ギュレーションサブモードから明示的に設定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# interface all enable

マルチキャストルーティングコンフィギュレーションサブモードからグローバルに設定された

インターフェイスをディセーブルにするには、次の例に示すように、インターフェイスコンフィ

ギュレーションサブモードを開始します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# interface GigabitEthernet0pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4-if)# disable

Multicast Routing Information Base（マルチキャストルーティング情報
ベース）

マルチキャストルーティング情報ベース（MRIB）は、1つ以上のマルチキャストルーティング
プロトコルを実行している論理ネットワークを記述するプロトコル独立型マルチキャストルー

ティングテーブルです。テーブルには個別のマルチキャストルーティングプロトコルでインス

トールされた汎用マルチキャストルートが含まれます。ルータが設定されている論理ネットワー

ク（VPN）ごとにMRIBがあります。MRIBはマルチキャストルーティングプロトコル間でルー
トを再配信しません。同等のものから優先されるマルチキャストルートを選択し、任意のマルチ

キャストルートの選択された属性の変更をクライアントに通知します。

マルチキャスト転送情報ベース

マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）は、プロトコル独立型マルチキャストフォワーディング
システムで、指定されたネットワークで認識されている発信元またはグループのペアごとに、一

意のマルチキャストフォワーディングエントリが格納されています。ルータが設定されている

論理ネットワーク（VPN）ごとに、個別のMFIBがあります。各MFIBエントリは、指定された
発信元またはグループのペアを、リバースフォワーディング（RPF）チェックの場合は着信イン
ターフェイス（IIF）に、マルチキャストフォワーディングの場合は発信インターフェイスリス
ト（olist）に解決します。

MSDP MD5 パスワード認証
MSDP MD5パスワード認証は、2つのMulticast Source Discovery Protocol（MSDP）ピア間の TCP
接続上でMessage Digest 5（MD5）シグネチャの保護を提供するための拡張です。この機能は、
TCP接続ストリームに導入されるスプーフィングされたTCPセグメントの脅威に対してMSDPを
保護することにより、追加のセキュリティを提供します。

MSDP MD5パスワード認証はMSDPピア間の TCP接続上で送信された各セグメントを検証しま
す。 password clearコマンドは、2つのMSDPピア間の TCP接続のMD5認証をイネーブルにす
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るために使用されます。 2つのMSDPピア間でMD5認証がイネーブルになると、ピア間の TCP
接続で送信された各セグメントが確認されます。

MSDP MD5認証は、両方のMSDPピアで同じパスワードを設定する必要があります。そうし
ないと、ピア間の接続はイネーブルになりません。「password encrypted」コマンドは、保存
されている実行コンフィギュレーションに適用する場合にのみ使用されます。MSDP MD5認
証を設定すると、このコマンドを使用して設定を復元できます。

（注）

MSDP MD5パスワード認証は、信頼性とセキュリティを向上させるために業界標準のMD5アル
ゴリズムを採用しています。

IGMP インターフェイスでの VRF の上書き
次世代の集約またはコアネットワークのユーザネットワークインターフェイス上のすべてのユニ

キャストトラフィックは、特定のVRFにマッピングする必要があります。これらは、ネットワー
ク間の側のMPLS VPNにマッピングする必要があります。これには、この特定の VRFで物理イ
ンターフェイスの設定が必要です。

この機能により、ユーザとユーザを結ぶインターフェイス経由で受信する IGMPパケットから、
グローバルマルチキャストルーティングテーブル中のマルチキャストルートへのマッピングが

可能になります。これにより、特定の VRF内のインターフェイスが、あるマルチキャストルー
トに対して、テーブル中の発信インターフェイスリストの一部になることができます。

デフォルト（グローバル）VRFでは、デフォルト以外の VRFインターフェイス経由で受信した
IGMPパケットが処理され、後で IGMPはインターフェイス関連のマルチキャストステート（ルー
トとインターフェイス）をMRIBに配信します。これは、インターフェイスが属する VRFでは
なくデフォルト VRFを介して行われます。MRIB、PIM、MSDPおよびMFIBはデフォルト VRF
によってこのインターフェイスのマルチキャストステートを処理します。

設定されたインターフェイスで特定の (S,G)の IGMP joinを受信すると、IGMPはVRF固有のデー
タベースにこの情報を保存します。ただし、アップデートをMRIBに送信する際に、IGMPはデ
フォルト VRFを通じてこのルートを送信します。MRIBは、この (S,G)を、デフォルトマルチ
キャストルーティングテーブルの OLISTメンバとして、インターフェイスとともにプログラム
します。

同様に、PIMがMRIBからの IGMPルートに関する情報を要求するとき、MRIBはデフォルトVRF
のコンテキストで PIMにこのアップデートを送信します。

この機能は特に次の点をサポートしています。

•デフォルト以外の VRFインターフェイス上の IGMP要求の、デフォルト VRFのマルチキャ
ストルーティングテーブルへのマッピング。

•実行時の VRFオーバーライド機能のイネーブル化およびディセーブル化。

•ルーティングポリシー設定は個々のインターフェイス単位でできないため、グローバルVRF
（デフォルト）レベルでのルーティングポリシー設定。
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•物理イーサネット、VLANサブインターフェイス、バンドル、およびバンドル上のVLANを
含む、すべてのレイヤ 3およびレイヤ 2インターフェイスタイプ上での IGMPVRFオーバー
ライドの有効化および無効化。

• VRFオーバーライド機能が動作している場合でも、同じ規模のマルチキャストルートと
OLISTインターフェイスが現在プラットフォームでサポートされています。

サテライト nV のサポート
マルチキャストコンポーネント（IGMP、IGMPスヌーピング、PIM、MRIB/LMRIB、MFIB、L2FIB
を含む）が、新しいサテライト-イーサインターフェイスタイプを認識するように、また論理ま
たは物理タイプを照会して保持するように機能強化されました。

（注） •サテライト-イーサインターフェイスは、サテライトのアップリンクインターフェイスに
基づいて論理インターフェイスまたは物理インターフェイスのどちらかになります。サ

テライトインターフェイスのこの属性は、実行時に決定される必要があります。

•論理的なサテライト-イーサインターフェイスの場合、発信インターフェイスの選択（こ
のインターフェイスがバンドルインターフェイスであるかのようにアップリンクイン

ターフェイスのメンバを選択すること）は、システムが計算するハッシュ値に基づいて

行われます。

サテライト nVの機能の詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation Services Router Interfaces
and Hardware Component Configuration Guide』を参照してください。

マルチキャストルーティングの実装方法
このセクションでは、基本的なマルチキャスト設定の作成のための手順と、マルチキャストネッ

トワークでのルータを最適化、デバッグ、および検出するのに役立つオプションのタスクについ

て説明します。

•マルチキャスト VPNの設定, （70ページ）（任意）
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PIM-SM および PIM-SSM の設定

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing [address-family {ipv4 | ipv6}]
3. interface all enable
4. exit
5. router igmp mld
6. version {1 | 2 | 3}
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show pim [ipv4 | ipv6] group-map [ip-address-name] [info-source]
9. show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] topology [source-ip-address [group-ip-address] | entry-flag flag

| interface-flag | summary] [route-count]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

multicast-routing [address-family {ipv4 |
ipv6}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

•次のマルチキャストプロセスが起動します。MRIB、
MFWD、PIM、および IGMP。

• IPv4では、IGMPバージョン 3がデフォルトでイネー
ブルです。

multicast-routing

新規および既存のすべてのインターフェイスでマルチキャ

ストルーティングおよび転送をイネーブルにします。

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-ipv4)#
interface all enable

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

マルチキャストルーティングコンフィギュレーションモー

ドを終了し、ルータを送信元コンフィギュレーションモー

ドに戻します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-ipv4)#

ステップ 4   

exit

（任意）ルータ IGMPコンフィギュレーションモードを開
始します。

router igmp mld

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp

ステップ 5   

（任意）ルータインターフェイスで使用する IGMPバー
ジョンを選択します。

version {1 | 2 | 3}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)#

ステップ 6   

• IGMPのデフォルトはバージョン 3です。

•ホストレシーバは、PIM-SSM動作の IGMPv3をサポー
トする必要があります。

version 3

•このコマンドがルータ IGMPコンフィギュレーション
モードで設定されている場合、パラメータはすべての

新規および既存インターフェイスによって継承されま

す。これらのパラメータは、インターフェイスコン

フィギュレーションモードでインターフェイスごとに

上書きできます。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

（任意）グループと PIMモードのマッピングを表示しま
す。

show pim [ipv4 | ipv6] group-map
[ip-address-name] [info-source]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim ipv4

ステップ 8   

group-map

（任意）特定のグループまたはすべてのグループの PIMト
ポロジテーブル情報を表示します。

show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] topology
[source-ip-address [group-ip-address] |
entry-flag flag | interface-flag | summary]
[route-count]

ステップ 9   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim topology

レガシーマルチキャストの配置で使用する PIM-SSM の設定
レガシーマルチキャスト対応ネットワークに PIM-SSMを配置すると、ネットワークに接続され
るさまざまなデバイスで使用されているマルチキャストグループ管理プロトコルの変更が必要に

なるため、問題が発生します。その場合、ホスト、ルータおよびスイッチをすべてアップグレー

ドする必要があります。

PIM-SSM配置のレガシーホストとスイッチをサポートするために、CiscoASR9000シリーズルー
タは、設定可能なマッピング機能を提供します。 SSMグループ範囲内のグループのレガシーグ
ループメンバーシップレポートは、その一連の (S,G)チャネルのサービスを提供する送信元のセッ
トにマッピングされます。

この設定は 2つの作業からなります。

PIM-SSM マッピングの制約事項
PIM-SSMマッピングは SSMグループ範囲を変更しません。代わりに、レガシーデバイスは、
SSMグループ範囲内の目的のグループのグループメンバーシップを報告する必要があります。
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スタティック SSM マッピングのアクセスコントロールリストのセットの設定
この作業では、アクセスコントロールリスト（ACL）のセットを設定します。各 ACLは、1つ
以上の送信元にマッピングする SSMグループのセットを表します。

手順の概要

1. configure
2. ipv4 access-list acl-name
3. [sequence-number] permit source [source-wildcard]
4. ステップ 3, （51ページ）を繰り返し、ACLにエントリを追加します。
5. セットの一部にするすべての ACLが入力されるまでステップ 2, （51ページ）からステッ
プ 4, （51ページ）を繰り返します。

6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4 ACLコンフィギュレーションサブモードを開始し、
IPv4アクセスリストの名前を作成します。

ipv4 access-list acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4

ステップ 2   

access-list mc3

指定されたアクセスリストセットの一部としてソースを認

識するため、アクセスリストの条件を設定します。各 ACL
は、マッピングする一連の SSMグループを記述します。

[sequence-number] permit source
[source-wildcard]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)#

ステップ 3   

permit 1 host 232.1.1.2 any

—ステップ 3, （51ページ）を繰り返し、
ACLにエントリを追加します。

ステップ 4   

—セットの一部にするすべてのACLが入力
されるまでステップ 2, （51ページ）か

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

らステップ 4, （51ページ）を繰り返し
ます。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

SSM マッピングの一連の送信元の設定
この作業では、アクセスリスト（ACL）で記述される、SSMグループによってマッピングされる
複数の送信元を設定します。
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手順の概要

1. configure
2. router igmp [vrf vrf-name]
3. ssm map static source-address access-list
4. SSMマッピングのセットに含める送信元アドレスの個数だけステップ 3, （53ページ）を繰
り返します。

5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. show igmp [vrf vrf-name] ssm map [group-address][detail]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルータ IGMPコンフィギュレーションモードを開始します。router igmp [vrf vrf-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 2   

igmp vrf vrf20

指定したアクセスリストによって記述されたSSMグループ
をマッピングする複数の送信元の一部として送信元を設定

します。

ssm map static source-address access-list

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# ssm

ステップ 3   

map static 232.1.1.1 mc2

—SSMマッピングのセットに含める送信元ア
ドレスの個数だけステップ 3, （53ペー
ジ）を繰り返します。

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレー

ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

（任意）マッピング状態を照会します。show igmp [vrf vrf-name] ssm map
[group-address][detail]

ステップ 6   

•マッピング用に 1個のアドレスを指定した場合、その
アドレスの状態のみが返されます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp vrf •マッピング用にアドレスを指定しない場合、すべての
送信元の状態が返されます。vrf20 ssm map 232.1.1.1

232.1.1.1 is static with 1 source

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp vrf
vrf20 ssm map
232.1.1.0 is static with 3 sources
232.1.1.1 is static with 1 source

スタティック RP の設定と下位互換性の許可
PIMがスパースモードで設定されている場合は、マルチキャストグループのランデブーポイン
ト（RP）として動作する 1つ以上のルータを選択する必要があります。 RPは、共有配布ツリー
の選択ポイントに配置された単一の共通ルートです。RPは各ルータで静的に設定するか、Auto-RP
または BSRによって学習できます。

ここでは、静的なRPを設定します。RPの詳細については、ランデブーポイント, （15ページ）
を参照してください。 Auto-RPの設定方法については、グループから RPへのマッピングを自動
化するための Auto-RPの設定, （57ページ）を参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. router pim [address-family {ipv4 | ipv6}]
3. rp-address ip-address [group-access-list]override]
4. old-register-checksum
5. exit
6. {ipv4 | ipv6} access-list name
7. [sequence-number] permit source [source-wildcard]
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

PIMコンフィギュレーションモード、または PIMア
ドレスファミリコンフィギュレーションサブモード

を開始します。

router pim [address-family {ipv4 | ipv6}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim

ステップ 2   

マルチキャストグループに RPを割り当てます。rp-address ip-address [group-access-list]override]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 3   

• group-access-list-numberの値を指定する場合、
ipv4 access-listコマンドを使用して、アクセスリ
ストを設定する必要があります。rp-address 172.16.6.22 rp-access

（任意）古いレジスタチェックサム方式が使用される

RPの下位互換性を許可します。
old-register-checksum

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4)#

ステップ 4   

old-register-checksum
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目的コマンドまたはアクション

PIMコンフィギュレーションモードを終了し、ルータ
を送信元コンフィギュレーションモードに戻します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4)# exit

ステップ 5   

（任意）アクセスリストコンフィギュレーションモー

ドを開始し、RPアクセスリストを設定します。
{ipv4 | ipv6} access-list name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4 access-list

ステップ 6   

•「rp-access」という名前のアクセスリストが、マ
ルチキャストグループ 239.1.1.0 0.0.255.255を許
可します。

rp-access

（任意）「rp-access」リストのマルチキャストグルー
プ 239.1.1.0 0.0.255.255を許可します。

[sequence-number] permit source [source-wildcard]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# permit

ステップ 7   

ステップ 6, （56ページ）とステップ 7, （
56ページ）のコマンドは 1つのコマンドス
トリングに統合でき、グローバルコンフィ

ギュレーションモードから ipv4 access-list
rp-access permit 239.1.1.0 0.0.255.255のように
実行します。

ヒント

239.1.1.0 0.0.255.255

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンフィまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ギュレーションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

グループから RP へのマッピングを自動化するための Auto-RP の設定
この作業では、Auto-RPメカニズムを、ネットワークでグループからRPへのマッピングの配信を
自動化するように設定します。Auto-RPを実行するネットワークで、1台以上のルータがRP候補
として動作し、他のルータが RPマッピングエージェントとして動作している必要があります。
Cisco ASR 9000シリーズルータの VRFインターフェイスは Auto-RP候補 RPにはできません。

Auto-RPの詳細については、Auto-RP, （16ページ）を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. router pim [address-family ipv4]
3. auto-rp candidate-rp type instance scope ttl-value [group-list access-list-name] [interval seconds]
4. auto-rp mapping-agent type number scope ttl-value [interval seconds]
5. exit
6. ipv4 access-list name
7. [sequence-number] permit source [source-wildcard]
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

PIMコンフィギュレーションモード、または PIMアドレス
ファミリコンフィギュレーションサブモードを開始します。

router pim [address-family ipv4]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 2   

pim

CISCO-RP-ANNOUNCEマルチキャストグループ（224.0.1.39）
にメッセージを送信する RP候補を設定します。

auto-rp candidate-rp type instance scope
ttl-value [group-list access-list-name] [interval
seconds]

ステップ 3   

•次に、最大ホップ数が 31であるすべての PIM対応イン
ターフェイスから RPアナウンスを送信する例を示しま例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4)#
す。ルータを RPとして識別するために使用される IPア
ドレスは、GigabitEthernetインターフェイス 0/1/0/1に関連
付けられた IPアドレスです。

auto-rp candidate-rp
GigabitEthernet0/1/0/1 scope 31
group-list 2

•アクセスリスト 2はこのルータがRPとして機能している
グループを示しています。

• group-listを指定する場合、任意の access-listコマンドを
設定する必要があります。

ルータを指定したインターフェイス上の RPマッピングエー
ジェントとして設定します。

auto-rp mapping-agent type number scope
ttl-value [interval seconds]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4)#

ステップ 4   

•ルータが RPマッピングエージェントとして設定され、
CISCO-RP-ANNOUNCE（224.0.1.39）グループを通じたRP
からグループへのマッピングを決定した後、ルータは、既auto-rp mapping-agent
知のグループ CISCO-RP-DISCOVERY（224.0.1.40）に
Auto-RP検出メッセージでマッピングを送信します。

GigabitEthernet0/1/0/1 scope 20

• PIMDRはこの既知のグループをリッスンし、使用するRP
を決定します。

•次に、Auto-RP検出メッセージを 20ホップに制限する例
を示します。

PIMコンフィギュレーションモードを終了し、ルータを送信元
コンフィギュレーションモードに戻します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4)#

ステップ 5   

exit
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目的コマンドまたはアクション

（任意）RPアクセスリストを定義します。ipv4 access-list name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4

ステップ 6   

access-list 2

（任意）RPアクセスリストのマルチキャストグループ239.1.1.1
を許可します。

[sequence-number] permit source
[source-wildcard]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)#

ステップ 7   

ステップ 6, （59ページ）とステップ 7, （59ペー
ジ）のコマンドは 1つのコマンドストリングに統合
でき、グローバルコンフィギュレーションモードか

ら ipv4 access-list rp-access permit 239.1.1.1 0.0.0.0のよ
うに実行します。

ヒント

permit 239.1.1.1 0.0.0.0

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。
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ブートストラップルータの設定

このタスクでは、1つ以上の候補ブートストラップルータ（BSR）とBSRマッピングエージェン
トを設定します。また、ネットワークバックボーンの一部で候補 BSRを接続し、検出します。

BSRの詳細については、PIMブートストラップルータ, （17ページ）を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. router pim [address-family {ipv4 | ipv6}]
3. bsr candidate-bsr ip-address [hash-mask-len length] [priority value]
4. bsr candidate-rp ip-address [group-list access-list interval seconds] [priority value]
5. interface type interface-path-id
6. bsr-border
7. exit
8. exit
9. {ipv4 | ipv6} access-list name
10. 次のいずれかを実行します。

• [sequence-number] permit source [source-wildcard]

• [sequence-number] permit source-prefix dest-prefix

11. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

12. clear pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] bsr
13. show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] bsr candidate-rp
14. show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] bsr election
15. show pim [vrf vrf-name][ipv4 | ipv6] bsr rp-cache
16. show pim [vrf vrf-name][ipv4 | ipv6] group-map [ip-address-name] [info-source]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

PIMコンフィギュレーションモード、またはアドレ
スファミリコンフィギュレーションサブモードを

開始します。

router pim [address-family {ipv4 | ipv6}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim

ステップ 2   

ルータがBSRとして候補であることをアナウンスす
るよう設定します。

bsr candidate-bsr ip-address [hash-mask-len length]
[priority value]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 3   

bsr candidate-bsr 10.0.0.1 hash-mask-len 30

ルータが自身を PIMバージョン 2の候補 RPとして
BSRにアドバタイズするよう設定します。

bsr candidate-rp ip-address [group-list access-list
interval seconds] [priority value]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 4   

•グループリスト 4の設定については、ステッ
プ 9, （62ページ）を参照してください。

bsr candidate-rp 172.16.0.0 group-list 4 bidir

（任意）PIMプロトコルのインターフェイスコン
フィギュレーションモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 5   

interface GigE 0/1/0/0

（任意）Protocol IndependentMulticast（PIM）ルータ
インターフェイスでのブートストラップルータ

（BSR）メッセージの転送を停止します。

bsr-border

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4-if)#
bsr-border

ステップ 6   

（任意）PIMインターフェイスコンフィギュレー
ションモードを終了し、ルータをPIMコンフィギュ
レーションモードに戻します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-ipv4-if)# exit

ステップ 7   

PIMコンフィギュレーションモードを終了し、ルー
タ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。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 8   

exit
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目的コマンドまたはアクション

（任意）BSRに候補グループリストを定義します。{ipv4 | ipv6} access-list name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4 access-list

ステップ 9   

•アクセスリスト番号 4は候補 RPアドレス
172.16.0.0に関連付けられたグループプレフィッ
クスを指定します。（ステップ 4, （61ペー
ジ）を参照）。

4

•このRPは、プレフィックスが239であるグルー
プを処理します。

（任意）候補グループリストのマルチキャストグ

ループ 239.1.1.1を許可します。
次のいずれかを実行します。ステップ 10   

• [sequence-number] permit source
[source-wildcard] ステップ 6, （61ページ）とステップ 7,

（61ページ）のコマンドは 1つのコマン
ドストリングに統合でき、グローバルコ

ンフィギュレーションモードから ipv4
access-list rp-access permit 239.1.1.1
0.255.255.255のように実行します。

ヒント

• [sequence-number] permit source-prefix
dest-prefix

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# permit
239.1.1.1 0.255.255.255

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 11   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用し
ます。

（任意）PIM RPグループマッピングキャッシュか
ら BSRエントリを削除します。

clear pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] bsr

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear pim bsr

ステップ 12   

（任意）BSRの PIM候補 RP情報を表示します。show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] bsr candidate-rp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim bsr candidate-rp

ステップ 13   

（任意）BSRの PIM候補選択情報を表示します。show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] bsr election

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim bsr election

ステップ 14   

（任意）BSRの PIM RPキャッシュ情報を表示しま
す。

show pim [vrf vrf-name][ipv4 | ipv6] bsr rp-cache

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim bsr rp-cache

ステップ 15   

（任意）グループとPIMモードのマッピングを表示
します。

show pim [vrf vrf-name][ipv4 | ipv6] group-map
[ip-address-name] [info-source]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim ipv4 group-map

ステップ 16   

ルートごとのレートの計算

この手順は、VRFファミリ単位でマルチキャストハードウェア転送レートカウンタをイネーブル
にします。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
イドリリース 4.2.x    

   OL-26037-02-J 63

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
ルートごとのレートの計算



手順の概要

1. configure
2. multicast-routing [vrf vrf-name] [address-family {ipv4 | ipv6}]
3. rate-per-route
4. interface {type interface-path-id | all} enable
5. 次のいずれかを実行します。

• accounting per-prefix

• accounting per-prefix forward-only

6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show mfib [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] route [rate | statistics] [* | source-address] [group-address
[/prefix-length] [detail | old-output] | summary] [location node-id]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレーション

モードを開始します。

multicast-routing [vrf vrf-name] [address-family {ipv4
| ipv6}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステッ

プ 2   

•次のマルチキャストプロセスが起動します。
MRIB、MFWD、PIM、および IGMP。

• IPv4では、IGMPバージョン 3がデフォルトでイ
ネーブルです。

address-family ipv4

特定のルートの (S,G)ごとのレート計算をイネーブル
にします。

rate-per-route

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステッ

プ 3   

rate-per-route
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目的コマンドまたはアクション

すべてのインターフェイスでマルチキャストルーティ

ングをイネーブルにします。

interface {type interface-path-id | all} enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステッ

プ 4   

interface all enable

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#
interface FastEthernet0/3/3/1 enable

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   
•ハードウェアに存在するプレフィックス単位のカ
ウンタをイネーブルにします。これにより、既存

および新規のすべての (S,G)ルートにおいて、入
• accounting per-prefix

• accounting per-prefix forward-only 力ルートには転送カウンタ、パントカウンタ、お

よびドロップカウンタが割り当てられ、出力ルー

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv)#

トには転送カウンタとパントカウンタが割り当て

られます。 (*,G)ルートには単一カウンタが割り
当てられます。

accounting per-prefix
• accounting per-prefix：既存および新規のすべての
(S,G)ルートにおいて、入力の3つのカウンタ（転
送カウンタ、パントカウンタ、ドロップカウン

タ）、および出力の 2つのカウンタ（転送カウン
タとパントカウンタ）をイネーブルにします。

(*,G)ルートには単一カウンタが割り当てられま
す。

• accounting per-prefix forward-only：ハードウェアの
統計情報リソースを節約するため、ハードウェア

で入力、出力でそれぞれ 1つずつのカウンタをイ
ネーブルにします。（マルチキャスト VPNルー
ティング構成、またはルート集約型の構成を使用

するラインカードに推奨されます）。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 6   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

レーションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）テーブルの
ルートエントリを表示します。

show mfib [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] route [rate |
statistics] [* | source-address] [group-address
[/prefix-length] [detail | old-output] | summary] [location
node-id]

ステッ

プ 7   

• rateキーワードを source-および group-addressと
ともに使用した場合、コマンドは、マルチキャス

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mfib vrf 12 route

ト転送情報ベース（MFIB）テーブル内のすべて
のラインカードのルートあたりの累積レートを表

示します。statistics location 0/1/cpU0

• statisticsキーワードが使用されている場合、この
コマンドはマルチキャスト転送情報ベース

（MFIB）テーブル内の 1つのラインカードにつ
いてルートあたりのレートを表示します。

マルチキャストノンストップフォワーディングの設定

このタスクでは、ネットワーク障害や、ソフトウェアのアップグレードとダウングレードを軽減

するために、マルチキャストパケット転送のノンストップフォワーディング（NSF）機能を設定
します。

NSFライフタイムのデフォルト値を使用することを強くお勧めしますが、任意のステップ 4, （
68ページ）からステップ 9, （69ページ）では、Protocol Independent Multicast（PIM）およびイ
ンターネットグループ管理プロトコル（IGMP）またはマルチキャストリスナー検出（MLD）の
NSFタイムアウト値を変更できます。これらのコマンドは、PIMおよび IGMPまたはMLDがデ
フォルト以外の間隔か、joinおよびprune操作のクエリー間隔を使用して設定されている場合に使
用します。
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通常、IGMP NSFと PIM NSFのライフタイム値を同じに設定するか、クエリーまたは joinクエ
リー間隔を超えるように設定します。たとえば IGMPクエリー時間を 120秒に設定する場合、
IGMP NSFライフタイムを 120秒以上に設定します。

NSFがルータでイネーブルになった後、Cisco IOS XR Softwareコントロールプレーンが収束およ
び再接続しない場合、マルチキャストパケットの転送は最大 15分継続され、その後パケット転
送が停止されます。

はじめる前に

NSFがマルチキャストネットワークで動作するためには、PIMがリバースパス転送（RPF）情報
を取得するユニキャストプロトコル（IS-IS、OSPF、およびBGPなど）でもNSFをイネーブルに
する必要があります。ユニキャストプロトコルに NSFを設定する方法については、該当するコ
ンフィギュレーションモジュールを参照してください。

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing [address-family {ipv4 | ipv6}]
3. nsf [lifetime seconds]
4. exit
5. router pim [address-family {ipv4 | ipv6}]
6. nsf lifetime seconds
7. exit
8. router {igmp |mld}
9. nsf lifetime seconds
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

11. show {igmp nsf
12. show mfib [ipv4 | ipv6] nsf [location node-id]
13. show mrib [ipv4 | ipv6] nsf
14. show pim [ipv4 | ipv6] nsf

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

マルチキャストルーティングコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

multicast-routing [address-family {ipv4 | ipv6}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

•次のマルチキャストプロセスが起動します。
MRIB、MFWD、PIM、および IGMP。

• IPv4では、IGMPバージョン 3がデフォルトで
イネーブルです。

マルチキャストルーティングシステムの NSF機能
をオンにします。

nsf [lifetime seconds]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# nsf

ステップ 3   

（任意）マルチキャストルーティングコンフィギュ

レーションモードを終了し、ルータを送信元コン

フィギュレーションモードに戻します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# exit

ステップ 4   

（任意）PIMアドレスファミリコンフィギュレー
ションサブモードを開始します。

router pim [address-family {ipv4 | ipv6}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim

ステップ 5   

address-family ipv4

（任意）PIMプロセスでマルチキャスト転送ルート
エントリの NSFタイムアウト値を設定します。

nsf lifetime seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 6   

デフォルト以外の値に PIM hello間隔を設
定した場合は、PIM NSFライフタイムを
helloホールドタイムよりも小さい値に設
定します。通常、ホールドタイムフィー

ルドの値はインターバル値の 3.5倍となり
ます。PIM helloインターバルが 30秒の場
合、ホールドタイムは120秒となります。

（注）

nsf lifetime 30

（任意）PIMコンフィギュレーションモードを終了
し、ルータを送信元コンフィギュレーションモード

に戻します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv4)#

ステップ 7   

exit
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ルータ IGMPまたはMLDコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router {igmp |mld}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp

ステップ 8   

（任意）IGMPプロセスでマルチキャスト転送ルー
トエントリの NSFタイムアウト値を設定します。

nsf lifetime seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# nsf lifetime

ステップ 9   

30

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 10   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用し
ます。

（任意）IGMPでの NSFの動作状態を表示します。show {igmp nsf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp nsf

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）MFIBラインカードでの NSFの動作状態を
表示します。

show mfib [ipv4 | ipv6] nsf [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mfib nsf

ステップ 12   

（任意）MRIBでの NSFの動作状態を表示します。show mrib [ipv4 | ipv6] nsf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mrib nsf

ステップ 13   

（任意）PIMでの NSFの動作状態を表示します。show pim [ipv4 | ipv6] nsf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim nsf

ステップ 14   

マルチキャスト VPN の設定
•マルチキャストルーティングの VPNのイネーブル化, （72ページ）（必須）

•「Configuring BGP to Advertise VRF Routes for Multicast VPN from PE to PE」（必須）

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』のモジュール
「Implementing BGP on Cisco IOS XR Software」を参照してください。

• BGPでのMDTアドレスファミリセッションの PE間プロトコルとしての設定（PIM-SM
MDTグループでは任意、PIM-SSM MDTグループでは必須）

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』の「Configuring
an MDT Address Family Session in BGP」の項を参照してください。

•プロバイダーエッジとカスタマーエッジの間のプロトコルの設定（任意）

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』の「Configuring
BGP as a PE-CE Protocol」、「Configuring OSPF as a PE-to-CE Protocol」および「Configuring
EIGRP as a PE-to CE Protocol」の項を参照してください。

• PIM VRFインスタンスの指定, （75ページ）（任意）
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マルチキャスト VPN の前提条件
• PIMおよびマルチキャスト転送はマルチキャストトラフィックで使用されるすべてのイン
ターフェイスで設定する必要があります。MVPNでは、次のインターフェイスの PIMとマ
ルチキャスト転送をイネーブルにする必要があります。

◦バックボーンに接続されているプロバイダーエッジ（PE）ルータの物理インターフェ
イス

◦ BGPピアリングの送信元アドレスに使用するインターフェイス。

◦ PIMランデブーポイントに設定されているインターフェイス。

PIMおよびマルチキャスト転送は、マルチキャストルーティングコンフィ
ギュレーションモードでイネーブルになります。 PIMプロトコルをイネーブ
ルにするために、ルータ PIMモードでの追加設定は必要ありません。

（注）

•マルチキャストトラフィックの転送で使用するために設計された VPNのインターフェイス
では、PIMおよびマルチキャスト転送をイネーブルにする必要があります。

•マルチキャストトラフィックの送受信を行うすべてのルータでは、BGPを設定して動作させ
る必要があります。

• MVPNを有効にするには、BGP設定に VPN IPv4 VPNアドレスファミリ（AFI）を含める必
要があります。マルチキャストルーティングのマルチキャスト VPNの制約事項, （71ペー
ジ）を参照してください。（『Cisco IOS XR Routing Configuration Guide』の「Enabling BGP
Routing」の項も参照してください）。

•マルチキャストドメインのすべての PEルータでは、MVPNをサポートする Cisco IOS XR
Softwareイメージを実行する必要があります。

•マルチキャスト転送はグローバル IPv4アドレスファミリに対して設定する必要があります。

•各マルチキャスト SM VRFドメインには、PIMランデブーポイント（RP）定義が関係付け
られていることが必要です。Auto-RPとブートストラップルータ（BSR）を使用して、カス
タマーエッジ（CE）デバイス上でのMVPNサービスの RPを設定できます（MVPNが RP
を動的に学習するため）。 VRFインターフェイスは PEデバイス上のリスナーとして使用で
きます。

スタティック RPサービスをイネーブルにするには、ドメイン内の各デバイスをこの目的の
ために設定する必要があります。

マルチキャストルーティングのマルチキャスト VPN の制約事項
• VRF単位のMDTソースの設定は IPv4のみでサポートされます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
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• MDTグループアドレスは、同じVRFの両方のアドレスファミリに対して同じにする必要が
あります。

マルチキャストルーティングの VPN のイネーブル化
ここでは、IPv4のマルチキャスト VPNルーティングをイネーブルにします。

MDTグループアドレスが、MDTの仮想的な PIMの「ネイバーシップ」を構成するために、プロ
バイダーエッジ（PE）ルータによって使用されます。これにより、PEが、VRF内の他のPEと、
LANを共有しているかのように通信できるようになります。

カスタマーVRFトラフィックを送信するときに、PEはトラフィックを自身の (S,G)状態にカプセ
ル化します。ここで、GはMDTグループアドレス、Sは PEのMDT送信元です。 PEネイバー
の (S,G) MDTと結合することにより、PEルータはその VRFのカプセル化されたマルチキャスト
トラフィックを受信できます。

つまり、VRF自体は多くのグループに送信する多くのマルチキャスト送信元がありますが、プロ
バイダーネットワークは VRFごとに 1つのグループ、つまりMDTグループの状態のみをインス
トールする必要があります。

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family ipv4
4. nsf
5. mdt source type interface-path-id
6. interface all enable
7. vrf vrf-name
8. vrf vrf_A [address-family {ipv4}]
9. mdt default mdt-group-address
10. mdt data mdt-group-address/prefix-length threshold threshold acl-name
11. interface all enable
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

IPv4アドレスファミリサブモードを開始します。address-family ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 3   

address-family ipv4

ノンストップフォワーディング（NSF）を、マルチ
キャストプロセスに障害が発生した場合に転送状態

を維持するように設定します。

nsf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 4   

nsf

MDT送信元アドレスを指定します。mdt source type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 5   

MDT送信元インターフェイスの名前は、
BGPピアリングに使用するものと同じ名
前にする必要があります。

（注）

mdt source GigE 0/1/0/0

新規および既存のすべてのインターフェイスでマル

チキャストルーティングおよび転送をイネーブルに

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 6   

します。個々のインターフェイスをイネーブルにす

ることもできます。
interface all enable

リバースパス転送（RPF）障害の可能性を
回避するには、マルチキャストトラフィッ

クを伝送することがあるインターフェイス

を予防的にイネーブルにする必要がありま

す。

注意

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
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目的コマンドまたはアクション

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンス
を設定し、VRFコンフィギュレーションモードを開
始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-)# vrf

ステップ 7   

vrf_A

IPv4アドレスファミリの仮想ルーティングおよび転
送インスタンスを指定します。

vrf vrf_A [address-family {ipv4}]ステップ 8   

マルチキャスト配信ツリー（MDT）デフォルトグ
ループアドレスを指定します。

mdt default mdt-group-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf_A-ipv4)#

ステップ 9   

mdt default 239.23.2.1

（IPv4 MVPN構成のみ）データMDTトラフィック
で使用されるマルチキャストグループのアドレス範

囲を指定します。

mdt data mdt-group-address/prefix-length threshold
threshold acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf_A-ipv4)#

ステッ

プ 10   

このグループ範囲は、MDTデフォルトグ
ループと重複してはなりません。

（注）

これは任意のコマンドです。トラフィックがデータ

MDTグループを使用して送信される、デフォルトの

mdt data 239.23.3.0/24 threshold 1200 acl-A

しきい値は 1 kbpsです。ただし、必要に応じて、よ
り大きなしきい値を設定できます。

また、必要に応じてデータMDTグループを介して
トンネリングされるグループの数を制限するアクセ

スリストを設定できます。アクセスリストに含ま

れていないグループからのトラフィックは、デフォ

ルトMDTグループを使用してトンネリングされ続
けます。

新規および既存のすべてのインターフェイスでマル

チキャストルーティングおよび転送をイネーブルに

します。

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステッ

プ 11   

interface all enable

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 12   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用し
ます。

PIM VRF インスタンスの指定
スパースモードの Protocol Independent Multicast（PIM-SM）をMVPNで設定する場合は、ランデ
ブーポイント（RP）も設定する必要があります。ここでは、オプションの PIM VPNインスタン
スを指定します。

手順の概要

1. configure
2. router pim vrf vrf-name address-family {ipv4 | ipv6}
3. rp-address ip-address [group-access-list-name] override]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

PIMアドレスファミリコンフィギュレーションサブモー
ドを開始し、IPv4または IPv6アドレスファミリの PIM
VRFを設定します。

router pim vrf vrf-name address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim vrf

ステッ

プ 2   

vrf_A address-family ipv4

PIMランデブーポイント（RP）アドレスを設定します。rp-address ip-address [group-access-list-name]
override]

ステッ

プ 3   • group-access-list-nameには、特定のRPにマッピング
するグループのアクセスリストを指定します。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-vrf_A-ipv4)# • bidir =双方向 RPを指定します。
rp-address 10.0.0.0

• overrideは、スタティック RP設定が自動 RPおよび
ブートストラップルータ（BSR）を上書きすること
を指定します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

IGMP VRF インスタンスの指定

手順の概要

1. configure
2. router igmp
3. vrf vrf-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IGMPコンフィギュレーションモードを開始します。router igmp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

router igmp

VRFインスタンスを設定します。vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)#

ステップ 3   

vrf vrf_B

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

VRF ごとの MDT 送信元の設定
このオプション機能はデフォルト VRFで設定された BGPピアリング内のループバックを通じて
すべてのユニキャストトラフィックをルーティングする、マルチキャスト VPNネットワークト
ポロジのデフォルトルーティングメカニズムを変更できます。代わりに、デフォルト VRFでは
なく、特定のVRFを使用してMDT送信元を指定できるループバックを設定できます。これは、
現在動作を上書きし、MDTグループの一部として BGPを更新します。 BGPは、MDT SAFIおよ
び VPN IPv4アップデートの送信元とコネクタ属性を変更します。

MDT送信元が設定されていないVRFに対して、デフォルトVRFのMDT送信元が適用されます。
また、VRFのMDT送信元が未設定の場合、MDT送信元のデフォルトの VRF設定が有効になり
ます。

次の設定では、デフォルト VRFはステップ 3での明示的な参照を必要としません。（注）
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手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. mdt source loopback interface-path-id
4. vrf vrf-namemdt source loopback interface-path-id
5. 上記手順を、他の VRFを作成するために必要な回数だけ繰り返します。
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show pim vrf all mdt interface

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPマルチキャストルーティングおよび転送をイネーブル
にします。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

multicast-routing
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

デフォルトの VRFを使用して、MVPNのMDTの送信元
アドレスを設定するために使用されるインターフェイスを

設定します。

mdt source loopback interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# mdt

ステップ 3   

デフォルトのVRFに明示的なコマンドは不要で
す。つまり暗黙的なコマンドになります。

（注）
source loopback 0

デフォルト VRFを上書きするため、ループバックで特定
の VRFを指定することで 2番目のインターフェイスを設
定します。

vrf vrf-namemdt source loopback
interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# vrf

ステップ 4   

101 mdt source loopback 1

—上記手順を、他の VRFを作成するために必
要な回数だけ繰り返します。

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# vrf
102 mdt source loopback 2

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

すべてのMDTデータストリームを表示します。show pim vrf all mdt interface

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim vrf

ステップ 7   

この例では、ループバック 1は、VRFごとのMDT送信元
です。

all mdt interface

multicast-routing
vrf default address-family ipv4
mdt source Loopback0

!
vrf 101 address-family ipv4
mdt default ipv4 239.1.1.1
mdt source Loopback1

!
vrf 102 address-family ipv4
mdt default ipv4 239.1.1.2
mdt source Loopback2
!
vrf 103 address-family ipv4
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目的コマンドまたはアクション

mdt default ipv4 239.1.1.3
!

ラベルスイッチドマルチキャストの設定

LSMMLDP based MVPNの展開には、デフォルトのMDTと 1つ以上のデータMDTの設定が含ま
れます。各マルチキャストドメインに対してデフォルトのスタティックMDTが確立されます。
デフォルトMDTは、PEルータがマルチキャストドメインにある他の PEルータに、マルチキャ
ストデータとコントロールメッセージを送信するために使用するパスを定義します。デフォル

トMDTは、単一のMP2MP LSPを使用してコアネットワークに作成されます。

また、LSPMLDP based MVPNは、高帯域幅の送信用にデータMDTの動的な作成をサポートしま
す。レートの高いデータソースの場合、ストリームに属さない PEへの帯域幅を無駄に廃棄しな
いよう、デフォルトMDTからのトラフィックをオフロードするため、P2MP LSPを使用してデー
タMDTが作成されます。イントラネットとエクストラネットの両方にMLDPMVPNを設定でき
ます。この設定の項では RosenベースのMLDPのプロファイルについて説明します。その他の
MLDPプロファイルの設定例については、LSM based MLDPの設定例, （202ページ）を参照して
ください。

MLDP based MVPNを設定する前に、コア側のインターフェイスでMPLSがイネーブルである
ことを確認します。MPLSの設定の詳細については、『Cisco IOSXRMPLSConfigurationGuide』
を参照してください。または、コアルータでBGPおよび任意の InteriorGatewayProtocol（OSPF
または ISIS）がイネーブルであることを確認します。 BGPおよびルートポリシーの設定の詳
細については、『Cisco IOS XR Routing Configuration Guide』を参照してください。

（注）

ラベルスイッチドマルチキャストを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. mpls ldp mldp
3. vrf vrf_name
4. address-family [ipv4 | ipv6 ] unicast
5. import route-target [xx.yy.nn | as-number:nn | ip-address:nn ]
6. export route-target [xx.yy.nn | as-number:nn | ip-address:nn ]
7. vpn id vpn-id
8. multicast-routing vrf vrf_name
9. mdt default mldp ipv4 root-node
10. mdt data mdt-group-address threshold value
11. router bgp
12. rd route-distinguisher
13. address-family ipv4 mdt
14. address-family vpnv4 unicast
15. router pim
16. vrf vrf_name
17. address-family [ipv4 | ipv6 ]
18. rpf topology route-policy route_policy_name
19. route-policy route_policy_name
20. set core-tree tree_type
21. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS MLDPサポートをイネーブルにします。mpls ldp mldp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls ldp

ステップ 2   

mldp
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目的コマンドまたはアクション

VRFインスタンスを設定します。 vrf-name引数は、VRF
に割り当てる名前です。

vrf vrf_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp-mldp)#

ステップ 3   

vrf vrf1

アドレスファミリサブモードを開始します。address-family [ipv4 | ipv6 ] unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)#

ステップ 4   

address-family ipv4 unicast

任意で次のいずれかで表現される選択したルートター

ゲットをインポートします。

import route-target [xx.yy.nn | as-number:nn |
ip-address:nn ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#

ステップ 5   

• xx.yy:nn形式の、ルートターゲットの 4バイト AS
番号。範囲は 0～ 65535.0～ 65535:0～ 65535で
す。route-target import 100:102

•ルートターゲット AS番号（nn形式）。範囲は 0
～ 65535です。

•ルートターゲットの IPアドレス（A.B.C.D.形式）。

任意で次のいずれかで表現される選択したルートター

ゲットをエクスポートします。

export route-target [xx.yy.nn | as-number:nn |
ip-address:nn ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#

ステップ 6   

• xx.yy:nn形式の、ルートターゲットの 4バイト AS
番号。範囲は 0～ 65535.0～ 65535:0～ 65535で
す。route-target export 100:102

•ルートターゲット AS番号（nn形式）。範囲は 0
～ 65535です。

•ルートターゲットの IPアドレス（A.B.C.D.形式）。

VRFで VPN IDを設定または更新します。vpn id vpn-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)# vpn id

ステップ 7   

10:3
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目的コマンドまたはアクション

指定されたVRFのマルチキャストルーティングをイネー
ブルにします。

multicast-routing vrf vrf_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 8   

multicast-routing vrf vrf1

VRFにMLDP MDTを設定します。ルートノードは、
プロバイダーネットワーク内の任意のルータ（ソース

mdt default mldp ipv4 root-node

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf)#

ステップ 9   

PE、レシーバPE、またはコアルータ）にあるループバッ
クまたは物理インターフェイスの IPアドレスにすること
ができます。ルートノードアドレスは、ネットワークmdt default mldp ipv4 2.2.2.2

内のすべてのルータから到達できる必要があります。シ

グナリングが発生するルータは、ルートノードとして機

能します。

デフォルトMDTを各PEルータで設定しないと、PEルー
タは、この特定MVRFのマルチキャストトラフィック
を受信できません。

デフォルトでは、MPLSMLDPはイネーブルに
なります。ディセーブルにするには、nompls
ldp mldpコマンドを使用します。

（注）

LSPVIFトンネルが mdt default mldp root-node
コマンドの結果として作成されます。

（注）

データMDTにしきい値を設定します。mdt data mdt-group-address threshold value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf)#

ステップ 10   

mdt data threshold 20

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。router bgp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp

ステップ 11   

ルーティングテーブルと転送テーブルを作成します。

route-distinguisher引数で、8バイトの値を IPv4プレフィッ
rd route-distinguisher

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)# rd 10:3

ステップ 12   

クスに追加して VPN IPv4プレフィックスを作成するこ
とを指定します。 RD値は、次のいずれかの形式で入力
できます。

• 16ビット自律システム番号。たとえば、101:3と指
定します。
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目的コマンドまたはアクション

• 32ビット IPアドレス：16ビット数値。たとえば、
192.168.122.15:1と指定します。

BGP MDTアドレスファミリを設定します。address-family ipv4 mdt

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 13   

address-family ipv4 mdt

BGP VPNv4アドレスファミリを設定します。address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 14   

address-family vpnv4 unicast

PIMコンフィギュレーションモードを開始します。router pim

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim

ステップ 15   

VRFインスタンスを指定します。vrf vrf_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim)# vrf vrf1

ステップ 16   

アドレスファミリサブモードを開始します。address-family [ipv4 | ipv6 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-vrf1)#

ステップ 17   

address-family ipv4

RPFトポロジテーブルに特定のルーティングポリシー
を割り当てます。

rpf topology route-policy route_policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-vrf1-af)#

ステップ 18   

rpf topology route-policy rosen_mvpn_mldp

プロファイルのルートポリシーを設定します。ルート

ポリシーの設定の詳細については、『CiscoIOSXRRouting
Configuration Guide』を参照してください。

route-policy route_policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# route-policy

ステップ 19   

route1
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目的コマンドまたはアクション

ルートポリシーのMDTタイプを指定します。set core-tree tree_type

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# set

ステップ 20   

core-tree mldp-rosen

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 21   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

LSM mLDP based MVPN の設定の検証
次のコマンドを使用して、LSM mLDP based MVPNのイントラネットの設定を確認します。

• MLDPネイバーをチェックするには、show mpls mldp neighborコマンドを使用します。

Router# show mpls mldp neighbors
mLDP neighbor database
MLDP peer ID : 1.0.0.1:0, uptime 15:36:30 Up,
Capabilities : GR, Typed Wildcard FEC, P2MP, MP2MP, MBB
Target Adj : No
Upstream count : 0
Branch count : 0
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LDP GR : Enabled
: Instance: 1

Label map timer : never
Policy filter in : None
Path count : 1
Path(s) : 11.11.11.10 GigabitEthernet0/2/0/0 LDP
Adj list : 11.11.11.10 GigabitEthernet0/2/0/0
Peer addr list : 8.39.21.2

: 1.0.0.1
: 1.1.1.1
: 1.2.2.1
: 1.3.3.1
: 1.4.4.1
: 1.5.5.1
: 1.6.6.1
: 1.7.7.1
: 1.8.8.1
: 1.9.9.1
: 1.10.10.1
: 1.11.11.1
: 1.12.12.1
: 1.13.13.1
: 1.14.14.1
: 1.15.15.1
: 1.16.16.1
: 1.17.17.1
: 1.18.18.1
: 1.19.19.1
: 1.20.20.1
: 1.21.21.1
: 1.22.22.1
: 1.23.23.1
: 1.24.24.1
: 1.25.25.1
: 1.26.26.1
: 1.27.27.1
: 1.28.28.1
: 1.29.29.1
: 1.30.30.1
: 11.11.11.10
: 111.113.1.5
: 111.112.1.1
: 8.39.21.222

MLDP peer ID : 3.0.0.1:0, uptime 15:36:31 Up,
Capabilities : GR, Typed Wildcard FEC, P2MP, MP2MP, MBB
Target Adj : No
Upstream count : 334
Branch count : 328
LDP GR : Enabled

: Instance: 1
Label map timer : never
Policy filter in : None
Path count : 1
Path(s) : 11.113.1.2 GigabitEthernet0/2/0/3 LDP
Adj list : 11.113.1.2 GigabitEthernet0/2/0/3
Peer addr list : 8.39.15.2

: 3.0.0.1
: 189.189.189.189
: 13.13.13.18
: 11.113.1.2
: 22.113.1.2
: 111.113.1.6
: 112.113.1.6

• PIMネイバーをチェックするには、show pim vrf vrf-name neighborコマンドを使用します。

Router# show pim vrf A1_MIPMSI neighbor
PIM neighbors in VRF A1_MIPMSI

Neighbor Address Interface Uptime Expires DR pri s
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101.2.2.101* Loopback2 15:54:43 00:00:02 1 (DR) BP
101.0.0.101* LmdtA1/MIPMSI 15:54:43 00:00:02 1 B
102.0.0.102 LmdtA1/MIPMSI 03:52:08 00:00:02 1 B
103.0.0.103 LmdtA1/MIPMSI 15:28:13 00:00:02 1 (DR) B
60.3.0.1 Multilink0/2/1/0/3 15:54:39 00:01:21 1 B
60.3.0.2* Multilink0/2/1/0/3 15:54:43 00:00:02 1 (DR) BP
60.1.0.5 Serial0/2/2/0/1:1.16 15:54:42 00:01:42 1 B
60.1.0.6* Serial0/2/2/0/1:1.16 15:54:43 00:00:02 1 (DR) BP
60.2.0.1 Serial0/5/0/0/1 15:54:42 00:01:17 1 B
60.2.0.2* Serial0/5/0/0/1 15:54:43 00:00:02 1 (DR) BP

•特定の VRFのマルチキャストルートをチェックするには、show mrib vrf vrf_name routeコ
マンドを使用します。

Router# show mrib vrf A1_MIPMSI route
IP Multicast Routing Information Base
Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,
IF - Inherit From, D - Drop, MA - MDT Address, ME - MDT Encap,
MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle
CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, MF - MPLS Encap, EX - Extranet
MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,
NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,
II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,
LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface
EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,
EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

(*,224.0.0.0/24) Flags: D
Up: 15:57:19

(*,224.0.1.39) Flags: S
Up: 15:57:19

(*,224.0.1.40) Flags: S
Up: 15:57:19

Outgoing Interface List
Serial0/5/0/0/1 Flags: II LI, Up: 15:57:12

(*,225.0.0.0/19) RPF nbr: 101.2.2.101 Flags: L C
Up: 15:57:19

Outgoing Interface List
Decapstunnel98 Flags: NS DI, Up: 15:57:10

(*,225.0.32.0/19) RPF nbr: 102.0.0.102 Flags: C
Up: 15:57:19

(*,225.0.32.1) RPF nbr: 102.0.0.102 Flags: C
Up: 04:08:30

Incoming Interface List
LmdtA1/MIPMSI Flags: A LMI, Up: 04:08:30

Outgoing Interface List
Serial0/2/2/0/1:1.16 Flags: F NS, Up: 04:08:30

(*,225.0.32.2) RPF nbr: 102.0.0.102 Flags: C
Up: 04:08:30

Incoming Interface List
LmdtA1/MIPMSI Flags: A LMI, Up: 04:08:30

Outgoing Interface List
Serial0/2/2/0/1:1.16 Flags: F NS, Up: 04:08:30

(*,225.0.32.3) RPF nbr: 102.0.0.102 Flags: C
Up: 04:08:30
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Incoming Interface List
LmdtA1/MIPMSI Flags: A LMI, Up: 04:08:30

Outgoing Interface List
Serial0/2/2/0/1:1.16 Flags: F NS, Up: 04:08:30

(*,225.0.32.4) RPF nbr: 102.0.0.102 Flags: C
Up: 04:08:30

Incoming Interface List
LmdtA1/MIPMSI Flags: A LMI, Up: 04:08:30

Outgoing Interface List
Serial0/2/2/0/1:1.16 Flags: F NS, Up: 04:08:30

• MPLSフォワーディングステータスをチェックするには、show mpls forwardingコマンドを
使用します。

Router# show mpls forwarding
Local Outgoing Prefix Outgoing Next Hop Bytes
Label Label or ID Interface Switched
------ ----------- ------------------ ------------ --------------- ------------
16000 16255 MLDP LSM ID: 0x1 Gi0/2/0/3 11.113.1.2 348727240
16001 16254 MLDP LSM ID: 0x3 Gi0/2/0/3 11.113.1.2 348727234
16002 16253 MLDP LSM ID: 0x5 Gi0/2/0/3 11.113.1.2 348727234
16003 16252 MLDP LSM ID: 0x7 Gi0/2/0/3 11.113.1.2 348727234
16004 16251 MLDP LSM ID: 0x9 Gi0/2/0/3 11.113.1.2 421876882
16005 16250 MLDP LSM ID: 0xb Gi0/2/0/3 11.113.1.2 348726916

MVPN スタティック P2MP-TE の設定
スタティックポイントツーマルチポイント（P2MP）トラフィックエンジニアリング（TE）用の
マルチキャスト VPNを設定するには、次の手順を実行します。

入力 PE の MVPN P2MP の設定
入力 PEのMVPN P2MPを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family {ipv4|ipv6}
4. mdt source type interface-path-id
5. interface all enable
6. vrf vrf-name
7. address-family {ipv4 | ipv6}
8. bgp auto-discovery rsvpte
9. mdt static p2mp-te tunnel-mte value
10. interface all enable
11. router igmp
12. vrf name
13. interface type interface-path-id
14. static-group ip_group_address source-address
15. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレー

ションモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスファミリサブモードを
開始します。

address-family {ipv4|ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 3   

address-family ipv4
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目的コマンドまたはアクション

MDT送信元アドレスを指定します。mdt source type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 4   

MDT送信元インターフェイスの名前は、
BGPピアリングに使用するものと同じ
名前にする必要があります。

（注）

mdt source Loopback 0

新規および既存のすべてのインターフェイスでマ

ルチキャストルーティングおよび転送をイネーブ

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 5   

ルにします。個々のインターフェイスをイネーブ

ルにすることもできます。
interface all enable

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スを設定し、VRFコンフィギュレーションモード
を開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# vrf vrf1

ステップ 6   

IPv4（または IPv6）アドレスファミリサブモード
を開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf1)#

ステップ 7   

address-family ipv4

RSVP-TE I-PMSIコアツリーをイネーブルにしま
す。

bgp auto-discovery rsvpte

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf1-ipv4)#

ステップ 8   

bgp auto-discovery rsvp-te

スタティック p2mp-te mplsトラフィックエンジニ
アリング P2MPトンネルインターフェイスを指定
します。

mdt static p2mp-te tunnel-mte value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 9   

mdt static p2mp-te tunnel-mte 1

新規および既存のすべてのインターフェイスでマ

ルチキャストルーティングおよび転送をイネーブ

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 10   

ルにします。個々のインターフェイスをイネーブ

ルにすることもできます。
interface all enable
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目的コマンドまたはアクション

ルータ igmpを設定し、igmpコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

router igmp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp

ステップ 11   

指定されたアクセスリストセットの一部として

ソースを認識するため、アクセスリストの条件を

vrf name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# vrf vrf1

ステップ 12   

設定します。各 ACLは、マッピングする一連の
SSMグループを記述します。

MPLSトラフィックエンジニアリング P2MPトン
ネルインターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# interface

ステップ 13   

tunnel-mte1

IGMPのスタティックマルチキャストグループを
設定します。

static-group ip_group_address source-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp-default-if)#

ステップ 14   

static-group 232.1.1.1 192.1.1.2

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 15   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーショ
ンガイドリリース 4.2.x

92 OL-26037-02-J  

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
MVPN スタティック P2MP-TE の設定



目的コマンドまたはアクション

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

MVPN P2MP BGP の設定
MVPN P2MP BGPを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router bgp 100
3. bgp router-id ip_address
4. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
5. address-family {vpnv4 | vpnv6} unicast
6. address-family {ipv4 | ipv6}mvpn
7. neighbor address
8. remote-as 2-byte AS number
9. update-source interface type interface-path-id
10. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
11. address-family {vpnv4 | vpnv6} unicast
12. address-family {ipv4 | ipv6}mvpn
13. vrf name
14. rd x.y format
15. bgp router-id ip_address
16. address-family {ipv4 | ipv6} unicast
17. redistribute connected
18. address-family {ipv4 | ipv6}mvpn
19. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

BGPルーティングプロセスを設定します。router bgp 100

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp

ステップ 2   

100

BGPプロトコルのルータ IDを設定します。bgp router-id ip_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp

ステップ 3   

router-id 12.33.42.34

ユニキャスト用の IPv4アドレスファミリを設定し、
アドレスファミリコマンドモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 4   

address-family ipv4 unicast

ユニキャストの VPNv4アドレスファミリを設定し、
アドレスファミリコマンドモードを開始します。

address-family {vpnv4 | vpnv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 5   

address-family vpnv4 unicast

MVPN用の IPv4アドレスファミリを設定し、アドレ
スファミリコマンドモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 6   

address-family ipv4 mvpn

隣接ルータを指定します。neighbor address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 7   

neighbor 1.3.45.6
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目的コマンドまたはアクション

指定した 2バイトの AS番号を使用してリモート AS
を設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 8   

remote-as 100

指定した 2バイトの AS番号を使用してリモート AS
を設定します。

update-source interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 9   

update-source Loopback 1

ユニキャスト用の IPv4アドレスファミリを設定し、
アドレスファミリコマンドモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 10   

address-family ipv4 unicast

ユニキャストの VPNv4アドレスファミリを設定し、
アドレスファミリコマンドモードを開始します。

address-family {vpnv4 | vpnv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 11   

address-family vpnv4 unicast

MVPN用の IPv4アドレスファミリを設定し、アドレ
スファミリコマンドモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 12   

address-family ipv4 mvpn

VRFを設定します。vrf name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf

ステップ 13   

vrf1

ルート識別子を設定します。rd x.y format

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# rd

ステップ 14   

1:1
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目的コマンドまたはアクション

BGPプロトコルのルータ IDを設定します。bgp router-id ip_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp

ステップ 15   

router-id 12.33.42.34

ユニキャスト用の IPv4アドレスファミリを設定し、
アドレスファミリコマンドモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 16   

address-family ipv4 unicast

接続ルートを経由して、別のルーティングプロトコル

からの情報を再配布します。

redistribute connected

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#

ステップ 17   

redistribute connected

MVPN用の IPv4アドレスファミリを設定し、アドレ
スファミリコマンドモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 18   

address-family ipv4 mvpn

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 19   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

出力 PE の MVPN P2MP の設定
出力 PEのMVPN P2MPを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family {ipv4|ipv6}
4. mdt source type interface-path-id
5. interface all enable
6. vrf vrf-name
7. address-family {ipv4 | ipv6}
8. core-tree-protocol rsvp-te group-list name
9. interface all enable
10. ipv4 access-list acl-name
11. [sequence-number] permit ipv4 host source_address host [destination_address]
12. [sequence-number] permit ipv4 any host destination_address
13. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

マルチキャストルーティングコンフィギュレー

ションモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスファミリサブモードを
開始します。

address-family {ipv4|ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 3   

address-family ipv4

MDT送信元アドレスを指定します。mdt source type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 4   

MDT送信元インターフェイスの名前は、
BGPピアリングに使用するものと同じ名
前にする必要があります。

（注）

mdt source Loopback 1

新規および既存のすべてのインターフェイスでマ

ルチキャストルーティングおよび転送をイネーブ

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 5   

ルにします。個々のインターフェイスをイネーブ

ルにすることもできます。
interface all enable

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スを設定し、VRFコンフィギュレーションモード
を開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# vrf vrf1

ステップ 6   

IPv4（または IPv6）アドレスファミリサブモード
を開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf1)#

ステップ 7   

address-family ipv4

RSVP-TEをコアツリープロトコルとして設定し、
コアツリープロトコルコンフィギュレーション

モードを開始します。

core-tree-protocol rsvp-te group-list name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vrf1-ipv4)#

ステップ 8   

core-tree-protocol rsvp-te group-list mvpn_acl
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目的コマンドまたはアクション

新規および既存のすべてのインターフェイスでマ

ルチキャストルーティングおよび転送をイネーブ

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 9   

ルにします。個々のインターフェイスをイネーブ

ルにすることもできます。
interface all enable

IPv4ACLコンフィギュレーションサブモードを開
始し、IPv4アクセスリストの名前を作成します。

ipv4 access-list acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4 access-list

ステップ 10   

mvpn_acl

指定されたアクセスリストセットの一部として送

信元を認識するように、アクセスリストの条件を

設定します。

[sequence-number] permit ipv4 host source_address host
[destination_address]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# permit 1

ステップ 11   

host 232.1.1.2 any

指定されたアクセスリストセットの一部として送

信元を認識するように、アクセスリストの条件を

設定します。

[sequence-number] permit ipv4 any host
destination_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# 20 permit

ステップ 12   

ipv4 any host 232.1.1.2

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 13   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

MVPN InterAS オプションの設定
さまざまなMVPN InterASオプションを設定するには、次の手順を実行します。

PE ルータでの MVPN InterAS オプション B または C の設定
PEルータでMVPN InterASオプション Bまたは Cを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. vrf vpn1
3. address-family ipv4 unicast
4. import route-target 2-byte AS number
5. export route-target 2-byte AS number
6. router bgp 2-byte AS number
7. bgp router-id ipv4 address
8. address-family ipv4 unicast
9. allocate-label all
10. address-family vpnv4 unicast
11. address-family ipv4 mvpn
12. neighbor neighbor_address
13. remote-as 2-byte AS number
14. update-source Loopback 0-655335
15. address-family ipv4 labeled-unicast
16. address-family vpnv4 unicast
17. inter-as install
18. address-family ipv4 mvpn
19. vrf vpn1
20. rd 2-byte AS number
21. address-family ipv4 unicast
22. route-target download
23. address-family ipv4 mvpn
24. inter-as install
25. mpls ldp
26. router-id ip address
27. mldp recursive-fec
28. interface type interface-path-id
29. multicast-routing
30. address-family ipv4
31. mdt source type interface-path-id
32. interface all enable
33. vrf vpn1
34. address-family ipv4
35. bgp auto-discovery mldp inter-as
36. mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp
37. interface all enable
38. router pim
39. vrf vrf1
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40. address-family ipv4
41. rpf toplogy route-policy policy_name
42. route-policy policy_name
43. set core-tree mldp-partitioned-mp2mp
44. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VRFを設定し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

vrf vpn1

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vrf vpn1

ステップ 2   

ユニキャストトポロジ用の IPv4アドレスファ
ミリを設定し、IPv4アドレスファミリサブモー
ドを開始します。

address-family ipv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)# address-family

ステップ 3   

ipv4 unicast

インポートルートターゲット拡張コミュニティ

の 2バイトの AS番号を指定します。
import route-target 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)# import

ステップ 4   

route-target 20:1

エクスポートルートターゲット拡張コミュニ

ティの 2バイトの AS番号を指定します。
export route-target 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)# export

ステップ 5   

route-target 10:1

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーショ
ンガイドリリース 4.2.x

102 OL-26037-02-J  

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
MVPN InterAS オプションの設定



目的コマンドまたはアクション

ルータBGPを設定し、ルータBGPコンフィギュ
レーションモードを開始します。

router bgp 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 100

ステップ 6   

IPv4アドレスを使用して BGPルータ IDを設定
します。

bgp router-id ipv4 address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp router-id

ステップ 7   

ステップ 1～ 7は、オプション Bと C
の両方に共通です。

（注）

10.10.10.1

ユニキャストトポロジを使用して IPv4アドレス
ファミリを設定します。

address-family ipv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family

ステップ 8   

ipv4 unicast

すべてのプレフィックスにラベルを割り当てま

す。

allocate-label all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# allocate-label

ステップ 9   

ステップ 8および 9は、オプション C
の設定の一部です。

（注）

all

ユニキャストトポロジを使用して VPNv4アド
レスファミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family

ステップ 10   

vpnv4 unicast

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設
定します。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family

ステップ 11   

ipv4 mvpn

ネイバーアドレスを使用して隣接ルータを指定

および設定します。

neighbor neighbor_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor

ステップ 12   

10.10.10.02
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目的コマンドまたはアクション

指定した 2バイトの AS番号を使用してリモー
ト ASを設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as

ステップ 13   

100

ループバックインターフェイスを使用して、

ルーティングアップデートの送信元を指定しま

す。

update-source Loopback 0-655335

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 14   

ステップ 10～ 14は、オプションBと
Cの両方に共通です。

（注）
update-source Loopback 0

ラベル付きユニキャストトポロジを使用して

IPv4アドレスファミリを設定します。
address-family ipv4 labeled-unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 15   

ステップ 15は、オプション Cの設定
でのみ実行されます。

（注）

address-family ipv4 labeled-unicast

ユニキャストトポロジを使用して VPNv4アド
レスファミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 16   

ステップ 16は、オプション Bと Cの
両方に共通です。

（注）

address-family vpnv4 unicast

Inter-ASオプションをインストールします。inter-as install

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# inter-as

ステップ 17   

ステップ 17は、オプション Bの設定
専用です。

（注）

install

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設
定します。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family

ステップ 18   

ipv4 mvpn

VRFを設定し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

vrf vpn1

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# vrf vpn1

ステップ 19   
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目的コマンドまたはアクション

2バイトのAS番号を使用してルート識別子を設
定します。

rd 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)# rd 10:1

ステップ 20   

ユニキャストトポロジ用の IPv4アドレスファ
ミリを設定し、IPv4アドレスファミリサブモー
ドを開始します。

address-family ipv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)#

ステップ 21   

address-family ipv4 unicast

ルートターゲットをRIBにインストールして設
定します。

route-target download

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf-af)#

ステップ 22   

route-target download

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設
定します。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-vrf)#

ステップ 23   

ステップ 18～ 23は、オプションBと
Cの両方に共通です。

（注）

address-family ipv4 mvpn

Inter-ASオプションをインストールします。inter-as install

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# inter-as

ステップ 24   

ステップ 24は、オプション Cの設定
専用です。

（注）

install

MPLSラベル配布プロトコル（LDP）を設定し
ます。

mpls ldp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls ldp

ステップ 25   

ステップ 25～ 44は、オプションBと
Cの両方に共通です。

（注）

IPアドレスを使用してルータ IDを設定します。router-id ip address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)# router-id

ステップ 26   

10.10.10.1
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目的コマンドまたはアクション

mLDP再帰 FECのサポートを設定します。mldp recursive-fec

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)# mldp

ステップ 27   

recursive-fec

GigabitEthernet/IEEE802.3インターフェイスを設
定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)# interface

ステップ 28   

GigabitEthernet 0/1/0/0

IPマルチキャスト転送をイネーブルにし、マル
チキャストルーティングコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 29   

IPv4アドレスファミリを設定し、IPv4アドレス
ファミリサブモードを開始します。

address-family ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 30   

address-family ipv4

MVPNを設定し、MDT送信元アドレスを設定す
るために使用されるインターフェイスを指定し

ます。

mdt source type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 31   

mdt source Loopback 0

新規および既存のすべてのインターフェイスで

マルチキャストルーティングおよび転送をイ

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 32   

ネーブルにします。個々のインターフェイスを

イネーブルにすることもできます。
interface all enable

VRFを設定し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

vrf vpn1

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# vrf vpn1

ステップ 33   
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目的コマンドまたはアクション

IPv4アドレスファミリを設定し、IPv4アドレス
ファミリサブモードを開始します。

address-family ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vpn1)#

ステップ 34   

address-family ipv4

BGP MVPN自動検出をイネーブルにします。bgp auto-discovery mldp inter-as

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vpn1-ipv4)#
bgp auto-discovery mldp inter-as

ステップ 35   

IPv4コアのMLDP MP2MP信号パーティション
化配信ツリーをイネーブルにします。

mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vpn1-ipv4)#

ステップ 36   

この設定は、使用されているコアツ

リーオプションによって異なります。

たとえば、上のステップではMLDP
MP2MPコアツリーをイネーブルにし
ます。代わりに、P2MPコアツリーを
選択した場合、この設定はMLDPP2MP
コアツリーをイネーブルにします。

（注）

mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp

新規および既存のすべてのインターフェイスで

マルチキャストルーティングおよび転送をイ

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-vpn1-ipv4)#

ステップ 37   

ネーブルにします。個々のインターフェイスを

イネーブルにすることもできます。
interface all enable

ルータ PIMを設定し、PIMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router pim

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router pim

ステップ 38   

VRFを設定し、VRFコンフィギュレーション
モードを開始します。

vrf vrf1

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim)# vrf vrf1

ステップ 39   

IPv4アドレスファミリを設定し、IPv4アドレス
ファミリサブモードを開始します。

address-family ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-vrf1)#

ステップ 40   

address-family ipv4
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目的コマンドまたはアクション

RPFトポロジを選択するようにルートポリシー
を設定します。

rpf toplogy route-policy policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-vrf1-ipv4)# rpf

ステップ 41   

topology route-policy MSPMSI_MP2MP

RPFトポロジを選択するようにルートポリシー
を設定します。

route-policy policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# route-policy

ステップ 42   

MSPMSI_MP2MP

MLDPパーティション化MP2MPコアマルチキャ
スト配信ツリーのタイプを設定します。

set core-tree mldp-partitioned-mp2mp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# set core-tree

ステップ 43   

mldp-partitioned-mp2mp

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 44   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

ASBR ルータでの MVPN InterAS オプション B または C の設定
ASBRルータでMVPN InterASオプション Bまたは Cを設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

ASBRルータでのMVPN InterASオプション Bまたは Cの設定を開始する前に、次の手順を実行
します。

prefix-set IGP_leaks
10.10.10.1/32,
10.10.10.2/32,
10.10.10.3/32
end-set

!
route-policy IGP_INTER_AS_C_OUT
if destination in IGP_leaks then
pass

else
drop

endif
end-policy

!
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手順の概要

1. configure
2. router static
3. address-family ipv4 unicast destination prefix interface-type interface-path-id
4. router bgp 2-byte AS number
5. bgp router-id ipv4 address
6. address-family vpnv4 unicast
7. retain route-target all
8. address-family ipv4 mvpn
9. retain route-target all
10. address-family ipv4 unicast
11. redistribute ospf router_tag
12. route-policy policy_name
13. allocate-label all
14. neighbor neighbor_address
15. remote-as 2-byte AS number
16. update-source interface 0-655335
17. address-family vpnv4 unicast
18. address-family ipv4 labeled-unicast
19. route-policy policy_name in
20. route-policy policy_name out
21. neighbor neighbor_address
22. remote-as 2-byte AS number
23. update-source Loopback 0-655335
24. address-family vpnv4 unicast
25. address-family ipv4 labeled-unicast
26. next-hop-self
27. address-family ipv4 mvpn
28. next-hop-self
29. mpls ldp
30. router-id ip address
31. mldp recursive-fec
32. interface type interface-path-id
33. discovery transport-address ip_address
34. interface type interface-path-id
35. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

スタティックルーティングプロセスをイネーブルにし

ます。

router static

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 2   

static

送信先プレフィックスを使用して、ユニキャストトポ

ロジの IPv4アドレスファミリを設定します。
address-family ipv4 unicast destination prefix
interface-type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)#

ステップ 3   

address-family ipv4 unicast 3.3.3.3/32
GigabitEthernet 0/1/0/1

ルータ BGPを設定し、ルータ BGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router bgp 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp

ステップ 4   

100

IPv4アドレスを使用してBGPルータ IDを設定します。bgp router-id ipv4 address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp

ステップ 5   

ステップ 1～ 5は、オプション Bと Cの両
方に共通です。

（注）

router-id 10.10.10.1

ユニキャストトポロジを使用してVPNv4アドレスファ
ミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 6   

address-family vpnv4 unicast

少なくとも 1つのルートターゲットを含む、受信した
アップデートを受け入れるか、または保持します。

retain route-target all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#

ステップ 7   

retain route-target all
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目的コマンドまたはアクション

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設定しま
す。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 8   

address-family ipv4 mvpn

少なくとも 1つのルートターゲットを含む、受信した
アップデートを受け入れるか、または保持します。

retain route-target all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#

ステップ 9   

ステップ 6～ 9は、オプションBの設定専用
です。

（注）

retain route-target all

ユニキャストトポロジ用の IPv4アドレスファミリを
設定し、IPv4アドレスファミリサブモードを開始しま
す。

address-family ipv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 10   

address-family ipv4 unicast

別のルーティングプロトコルからの情報を再配布しま

す。

redistribute ospf router_tag

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#

ステップ 11   

redistribute ospf 100

RPFトポロジを選択するようにルートポリシーを設定
します。

route-policy policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 12   

route-policy IGP_INTER_AS_C_OUT

すべてのプレフィックスにラベルを割り当てます。allocate-label all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 13   

ステップ 10および 13は、オプションCの設
定の一部です。

（注）

allocate-label all

ネイバーアドレスを使用して隣接ルータを指定および

設定します。

neighbor neighbor_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 14   

neighbor 10.10.10.02
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目的コマンドまたはアクション

指定した 2バイトのAS番号を使用してリモートASを
設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 15   

ステップ 14および 15は、オプション Bと
Cの両方に共通です。

（注）

remote-as 100

GigabitEthernetインターフェイスを使用して、ルーティ
ングアップデートのソースを指定します。

update-source interface 0-655335

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 16   

update-source GigabitEthernet 0/1/0/1

ユニキャストトポロジを使用してVPNv4アドレスファ
ミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 17   

ステップ 16および 17は、オプションBの設
定専用です。

（注）

address-family vpnv4 unicast

ラベル付きユニキャストトポロジを使用して IPv4アド
レスファミリを設定します。

address-family ipv4 labeled-unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 18   

ステップ 18は、オプション Cの設定でのみ
実行されます。

（注）

address-family ipv4 labeled-unicast

着信ルートにルートポリシーを適用します。route-policy policy_name in

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 19   

route-policy pass-all in

発信ルートにルートポリシーを適用します。route-policy policy_name out

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 20   

ステップ 19および 20は、オプション Bと
Cの両方に共通です。

（注）

route-policy pass-all out

ネイバーアドレスを使用して隣接ルータを指定および

設定します。

neighbor neighbor_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 21   

neighbor 10.10.10.02
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目的コマンドまたはアクション

指定した 2バイトのAS番号を使用してリモートASを
設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 22   

remote-as 100

ループバックインターフェイスを使用して、ルーティ

ングアップデートの送信元を指定します。

update-source Loopback 0-655335

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 23   

update-source Loopback 0/1/0/1

ユニキャストトポロジを使用してVPNv4アドレスファ
ミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 24   

address-family vpnv4 unicast

ラベル付きユニキャストトポロジを使用して IPv4アド
レスファミリを設定します。

address-family ipv4 labeled-unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 25   

ステップ 25は、オプション Cの設定でのみ
実行されます。

（注）

address-family ipv4 labeled-unicast

このネイバーのネクストホップ計算をディセーブルに

します。

next-hop-self

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 26   

ステップ 21～ 26は、オプションCにのみ適
用されるステップ 25を除き、オプション B
と Cの両方に共通です。

（注）

next-hop-self

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設定しま
す。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 27   

address-family ipv4 mvpn

このネイバーのネクストホップ計算をディセーブルに

します。

next-hop-self

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 28   

ステップ 25および 26は、オプションBの設
定にのみ適用されます。

（注）

next-hop-self
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目的コマンドまたはアクション

MPLSラベル配布プロトコル（LDP）を設定します。mpls ldp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls ldp

ステップ 29   

ステップ 27～ 33は、オプション Bと Cの
両方に共通です。

（注）

IPアドレスを使用してルータ IDを設定します。router-id ip address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)#

ステップ 30   

router-id 10.10.10.1

mLDP再帰 FECのサポートを設定します。mldp recursive-fec

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)# mldp

ステップ 31   

recursive-fec

GigabitEthernet/IEEE802.3インターフェイスを設定しま
す。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)#

ステップ 32   

interface GigabitEthernet 0/1/0/0

インターフェイスLDPトランスポートアドレスを指定
して、インターフェイスLDP検出パラメータを設定し
ます。

discovery transport-address ip_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp-if)#

ステップ 33   

discovery transport-address 3.3.3.2

GigabitEthernet/IEEE802.3インターフェイスを設定しま
す。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)#

ステップ 34   

interface GigabitEthernet 0/1/0/1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 35   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
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目的コマンドまたはアクション

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

MVPN InterAS オプション C の RR の設定
MVPN InterASオプション Cの RRを設定するには、この手順を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router bgp 2-byte AS number
3. bgp router-id ipv4 address
4. address-family ipv4 unicast
5. allocate-label all
6. address-family vpnv4 unicast
7. address-family ipv4 mvpn
8. neighbor neighbor_address
9. remote-as 2-byte AS number
10. update-source Loopback 0-655335
11. address-family ipv4 labeled-unicast
12. route-reflector-client
13. address-family vpnv4 unicast
14. route-reflector-client
15. address-family ipv4 mvpn
16. route-reflector-client
17. neighbor neighbor_address
18. remote-as 2-byte AS number
19. update-source Loopback 0-655335
20. address-family ipv4 labeled-unicast
21. route-reflector-client
22. neighbor neighbor_address
23. remote-as 2-byte AS number
24. update-source Loopback 0-655335
25. address-family vpnv4 unicast
26. route-policy policy_name in
27. route-policy policy_name out
28. next-hop-unchanged
29. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルータBGPを設定し、ルータBGPコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router bgp 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp

ステップ 2   

100

IPv4アドレスを使用して BGPルータ IDを設定しま
す。

bgp router-id ipv4 address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bgp

ステップ 3   

router-id 10.10.10.1

ユニキャストトポロジ用の IPv4アドレスファミリ
を設定し、IPv4アドレスファミリサブモードを開始
します。

address-family ipv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 4   

address-family ipv4 unicast

すべてのプレフィックスにラベルを割り当てます。allocate-label all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)#

ステップ 5   

allocate-label all

ユニキャストトポロジを使用して VPNv4アドレス
ファミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 6   

address-family vpnv4 unicast

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設定し
ます。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 7   

address-family ipv4 mvpn
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目的コマンドまたはアクション

ネイバーアドレスを使用して隣接ルータを指定およ

び設定します。

neighbor neighbor_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor

ステップ 8   

10.10.10.1

指定した 2バイトの AS番号を使用してリモート AS
を設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 9   

remote-as 100

ループバックインターフェイスを使用して、ルーティ

ングアップデートの送信元を指定します。

update-source Loopback 0-655335

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 10   

update-source Loopback 0

ラベル付きユニキャストトポロジを使用して IPv4ア
ドレスファミリを設定します。

address-family ipv4 labeled-unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 11   

address-family ipv4 labeled-unicast

ルートリフレクタクライアントとしてネイバーを設

定します。

route-reflector-client

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 12   

route-reflector-client

ユニキャストトポロジを使用して VPNv4アドレス
ファミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)#

ステップ 13   

address-family vpnv4 unicast

ルートリフレクタクライアントとしてネイバーを設

定します。

route-reflector-client

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 14   

route-reflector-client
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目的コマンドまたはアクション

MVPNを使用して IPv4アドレスファミリを設定し
ます。

address-family ipv4 mvpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 15   

address-family ipv4 mvpn

ルートリフレクタクライアントとしてネイバーを設

定します。

route-reflector-client

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 16   

route-reflector-client

ネイバーアドレスを使用して隣接ルータを指定およ

び設定します。

neighbor neighbor_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor

ステップ 17   

10.10.10.2

指定した 2バイトの AS番号を使用してリモート AS
を設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 18   

remote-as 100

ループバックインターフェイスを使用して、ルーティ

ングアップデートの送信元を指定します。

update-source Loopback 0-655335

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 19   

update-source Loopback 0

ラベル付きユニキャストトポロジを使用して IPv4ア
ドレスファミリを設定します。

address-family ipv4 labeled-unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 20   

address-family ipv4 labeled-unicast

ルートリフレクタクライアントとしてネイバーを設

定します。

route-reflector-client

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 21   

route-reflector-client
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目的コマンドまたはアクション

ネイバーアドレスを使用して隣接ルータを指定およ

び設定します。

neighbor neighbor_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor

ステップ 22   

20.20.20.3

指定した 2バイトの AS番号を使用してリモート AS
を設定します。

remote-as 2-byte AS number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 23   

remote-as 200

ループバックインターフェイスを使用して、ルーティ

ングアップデートの送信元を指定します。

update-source Loopback 0-655335

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 24   

update-source Loopback 0

ユニキャストトポロジを使用して VPNv4アドレス
ファミリを設定します。

address-family vpnv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)#

ステップ 25   

address-family ipv4 labeled-unicast

着信ルートにルートポリシーを適用します。route-policy policy_name in

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 26   

route-policy pass-all in

発信ルートにルートポリシーを適用します。route-policy policy_name out

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 27   

route-policy pass-all out

ネクストホップが eBGPピアにアドバタイズされる
までは、そのまま維持されるように（上書きされな

いように）指示します。

next-hop-unchanged

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr-af)#

ステップ 28   

next-hop-unchanged

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 29   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

マルチトポロジルーティングの設定

この一連の手順では、リバースパス転送（RPF）のパス選択のために PIMで使用されるマルチト
ポロジルーティングを設定します。

•「Configuring a Global Topology and Associating It with an Interface」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

•「Enabling an IS-IS Topology」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

•「Placing an Interface in a Topology in IS-IS」（必須）
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詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

•「Configuring a Routing Policy」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

マルチトポロジルーティングの設定に関する制約事項

•現在、デフォルト VRFのみがマルチトポロジソリューションでサポートされます。

•プロトコル独立型マルチキャスト（PIM）と Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
ルーティングプロトコルのみが現在サポートされています。

•トポロジの選択は、SMと SSMの両方で (S,G)ルート送信元のみ制限されます。スタティッ
クおよび IS-ISは、マルチトポロジ配置をサポートする唯一の InteriorGatewayProtocol（IGP）
です。

ランデブーポイントやブートストラップルータ（BSR）などの非 (S,G)ルート送信元の場合
や、ルートポリシーが設定されていない場合、現在のポリシーのデフォルトは有効なままに

なります。つまり、ユニキャストデフォルトかマルチキャストデフォルトテーブルのいず

れかが、次のいずれかに基づいてすべての送信元に対して選択されます。

◦ Open Shortest Path First（OSPF）

◦ Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

◦マルチプロトコルボーダーゲートウェイプロトコル（MBGP）

ルーティングポリシー言語（RPL）で address-family {ipv4 | ipv6}コマンドを使用するときに
multicastキーワードと unicastキーワードの両方を使用できますが、グローバルに設定できる
のはマルチキャスト SAFIのトポロジだけです。

（注）

マルチトポロジルーティングに関する情報

マルチトポロジネットワークの設定には、次の作業が必要です。

•「Configuring a Global Topology and Associating It with an Interface」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

•「Enabling an IS-IS Topology」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。
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•「Placing an Interface in a Topology in IS-IS」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

•「Configuring a Routing Policy」（必須）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

PIM での RPF トポロジの設定

手順の概要

1. configure
2. router pim address-family {ipv4 | ipv6}
3. rpf topology route-policy policy-name
4. exit
5. multicast-routing address-family {ipv4 | ipv6}
6. interface all enable
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] [{unicast | multicast | safi-all} topology {table-name | all}] rpf
[ip-address | hash | summary | route-policy]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

選択した IPプレフィックスの PIMアドレスファミ
リコンフィギュレーションサブモードを開始しま

す。

router pim address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv6)#
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目的コマンドまたはアクション

RPFトポロジテーブルに特定のルーティングポリ
シーを割り当てます。

rpf topology route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv)#

ステップ 3   

rpf topology route-policy mtpolicy

PIMアドレスファミリコンフィギュレーションサブ
モードを終了し、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pim-default-ipv6)#

ステップ 4   

exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

マルチキャストアドレスファミリコンフィギュレー

ションサブモードを開始します。

multicast-routing address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 5   

address-family ipv

新規および既存のすべてのインターフェイスでマル

チキャストルーティングおよび転送をイネーブルに

します。

interface all enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-

ステップ 6   

ipv)# interface all enable

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン
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目的コマンドまたはアクション

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

1つ以上のテーブルのPIMRPFエントリを示します。show pim [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] [{unicast |
multicast | safi-all} topology {table-name | all}] rpf
[ip-address | hash | summary | route-policy]

ステップ 8   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim vrf mtt rpf ipv
multicast topology all rpf

MVPN エクストラネットルーティングの設定
ソース VRFからレシーバ VRFへのユニキャストルートをインポートするには、レシーバ VRF
のインポートルートターゲットはソースVRFのエクスポートルートターゲットと一致する必要
があります。また、エクストラネットソースレシーバスイッチオーバーが発生する PE上のすべ
てのVRFは、それらのPE上のBGPルータコンフィギュレーションに追加する必要があります。

MVPNエクストラネットルーティングを設定するには、以下の必須および任意の作業をこの順序
で実行します。

•「Configuring a Routing Policy」（次の作業を実行する場合にのみ必要）

詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration
Guide』を参照してください。

MVPNエクストラネットルーティングの詳細については、MVPN上の IPv6接続, （23ページ）
を参照してください。 2つの使用可能なMVPNエクストラネットトポロジソリューションのエ
ンドツーエンド設定例については、MVPNエクストラネットルーティングの設定例, （182ペー
ジ）を参照してください。

MVPN エクストラネットルーティングの前提条件
• PIM-SMおよび PIM-SSMがサポートされています。 PIMモードが一致するソースおよびレ
シーバ VRFでマルチキャストグループ範囲を設定する必要があります。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーショ
ンガイドリリース 4.2.x

126 OL-26037-02-J  

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
MVPN エクストラネットルーティングの設定



•特定のマルチキャストグループ範囲に対して現在スタティック RPの設定のみがサポートさ
れるため、ソースおよびレシーバMVRFに両方同じ RPを設定する必要があります。

• MVPN上の IPv6接続, （23ページ）トポロジモデルでは、データMDTのカプセル化の範
囲は、集約なしでエクストラネットストリームを提供するのに十分大きくなければなりませ

ん。これにより、複数の VRFに流れるエクストラネットトラフィックが、1つのデータ
MDTだけで伝送されるのを防ぎます。

•ソース VRFとソース PEルータのみでデータMDTの設定が必要になります。

MVPN エクストラネットルーティングの制約事項
• PIM-DMはサポートされません。

• Cisco IOS XR Softwareソフトウェアは、IPv4コアマルチキャストルーティング上の IPv4エ
クストラネットマルチキャストルーティングのみをサポートします。

•エクストラネットスイッチオーバーが発生し、ソース VRFにインターフェイスがない、
「ソース PEルータ上のレシーバ VRF」モデルの PEを除き、すべての PEを RPとして設定
できます。これは、ソース VRFは先頭ホップから受信したデータパケットをシグナリング
する物理インターフェイスを持っている必要があるためです。

• Cisco IOS XR Softwareは、現在エクストラネット上でVRFトラフィックの 1つのカプセル化
だけをサポートします。これは、マルチキャストルートの発信転送インターフェイスリス

トで、1つのカプセル化インターフェイス（またはMDT）のみが許可されることを意味しま
す。特定のストリームに、同じソース VRFに加入する複数のレシーバ VRFがある場合、最
初のレシーバ VRFだけがトラフィックを受信します。他のレシーバ VRFの joinは廃棄され
ます。

この制限は、トポロジモデルMVPN上の IPv6接続, （23ページ）のみに適
用されます。

（注）

VPN ルートターゲットの設定
この手順は、トポロジごとに VPNルートターゲットを設定する方法を示します。

レシーバVRFがソースVRFのプレフィックスにユニキャストで到達可能となるように、ルー
トターゲットを設定する必要があります。これらの設定手順は、ソースVRFプレフィックス
がレシーバ VRFにすでにインポートされている場合は省略できます。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. vrf source-vrf
3. address-family [ipv4 | ipv6} unicast
4. import route-target [xx.yy:nn | as-number:nn | ip-address:nn]
5. export route-target [xx.yy:nn | as-number:nn | ip-address:nn]
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. configure
8. vrf receiver-vrf
9. ステップ 3～ 6を繰り返します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ソース PEルータの VRFインスタンスを設定します。vrf source-vrf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vrf

ステップ 2   

green
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)#

ユニキャスト IPv4または 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サブモードを開始

します。

address-family [ipv4 | ipv6} unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)#

ステップ 3   

IPv4アドレッシングのみがエクストラネットでサ
ポートされています。

（注）
address-family ipv4 unicast

任意で次のいずれかで表現される選択したルートターゲット

をインポートします。

import route-target [xx.yy:nn |
as-number:nn | ip-address:nn]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#

ステップ 4   

• xx.yy:nn形式の、ルートターゲットの 4バイトAS番号。
範囲は 0～ 65535.0～ 65535:0～ 65535です。

•ルートターゲットAS番号（nn形式）。範囲は0～65535
です。

import route-target 234:222
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#
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目的コマンドまたはアクション

import route-target 100:100 •ルートターゲットの IPアドレス（A.B.C.D.形式）。

任意で次のいずれかで表現される選択したルートターゲット

をエクスポートします。

export route-target [xx.yy:nn |
as-number:nn | ip-address:nn]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#

ステップ 5   

• xx.yy:nn形式の、ルートターゲットの 4バイトAS番号。
範囲は 0～ 65535.0～ 65535:0～ 65535です。

•ルートターゲットAS番号（nn形式）。範囲は0～65535
です。

export route-target 100:100

•ルートターゲットの IPアドレス（A.B.C.D.形式）。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

レシーバ PEルータの VRFインスタンスを設定します。vrf receiver-vrf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vrf

ステップ 8   

red
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)#

—ステップ 3～ 6を繰り返します。ステップ 9   

PIM-SM ドメインと MSDP の相互接続
別のドメインのMSDP対応ルータとのMSDPピアリング関係を設定するには、ローカルルータ
に、MSDPピアを設定します。

ドメインに BGPピアを設定しないか設定できない場合、すべての Source-Active（SA）メッセー
ジを受け入れるデフォルトMSDPピアを定義できます。

最後に、MSDPメッシュグループ内の複数のルータで論理RPを設定するときに、送信元 IDを変
更できます。

はじめる前に

すべてのMSDPピアのアドレスが BGPまたはマルチプロトコル BGPで認識されていない場合、
MSDPのデフォルトピアリングを設定する必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. ipv4 address address mask
4. exit
5. router msdp
6. default-peer ip-address [prefix-list list]
7. originator-id type interface-path-id
8. peer peer-address
9. connect-source type interface-path-id
10. mesh-group name
11. remote-as as-number
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

13. show msdp [ipv4] globals
14. show msdp [ipv4] peer [peer-address]
15. show msdp [ipv4] rpf rpf-address

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

（任意）インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始し、インターフェイスの IPv4アドレスを定義し
ます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 2   

この手順は、プライマリアドレスがTCP接続の
送信元 IPアドレスとなるインターフェイスのタ
イプおよび番号を指定する場合に必要です。

（注）
loopback 0

（任意）インターフェイスの IPv4アドレスを定義します。ipv4 address address mask

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4

ステップ 3   

この手順は、プライマリアドレスがTCP接続の
送信元 IPアドレスとなるインターフェイスのタ
イプおよび番号を指定する場合にのみ必要です。

connect-sourceコマンドの設定については、オプ
ションを参照してください。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

address 10.0.1.3 255.255.255.0

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了

し、ルータ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。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end

ステップ 4   

MSDPプロトコルコンフィギュレーションモードを開始
します。

router msdp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 5   

msdp

（任意）すべてのMSDP SAメッセージの受信元となるデ
フォルトピアを定義します。

default-peer ip-address [prefix-list list]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)#

ステップ 6   

default-peer 172.23.16.0

（任意）Source-Active（SA）メッセージのソースのMSDP
スピーカーがインターフェイスの IPアドレスを SAメッ
セージ内で RPアドレスとして使用できるようにします。

originator-id type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)#

ステップ 7   

originator-id GigabitEthernet0/1/1/0

MSDPピアコンフィギュレーションモードを開始し、
MSDPピアを設定します。

peer peer-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer

ステップ 8   

• BGPネイバーとしてルータを設定します。

•このMSDPピアとともに BGPピアも使用する場合
は、MSDPと BGPで同一の IPアドレスを使用する必

172.31.1.2

要があります。MSDPピア間に BGPまたはマルチプ
ロトコル BGPパスがある場合は、MSDPピアととも
にBGPまたはマルチプロトコルBGPを実行する必要
はありません。

（任意）MSDP接続に使用される送信元アドレスを設定し
ます。

connect-source type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)#

ステップ 9   

connect-source loopback 0
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目的コマンドまたはアクション

（任意）MSDPピアをメッシュグループのメンバとして設
定します。

mesh-group name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)#

ステップ 10   

mesh-group internal

（任意）このピアのリモート自律システム番号を設定しま

す。

remote-as as-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)#

ステップ 11   

remote-as 250

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 12   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

MSDPのグローバル変数を表示します。show msdp [ipv4] globals

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp globals

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

MSDPピアに関する詳細情報を表示します。show msdp [ipv4] peer [peer-address]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp peer

ステップ 14   

172.31.1.2

RPFルックアップを表示します。show msdp [ipv4] rpf rpf-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp rpf

ステップ 15   

172.16.10.13

MSDP ピアルータの送信元情報の制御
MSDPピアルータは、送信、転送、受信、キャッシュ、カプセル化される送信元情報を制御する
ようにカスタマイズできます。

Source-Active（SA）メッセージを送信する場合、送信元情報の送信先を、情報を要求している送
信元に基づいて制御できます。

SAメッセージを転送する場合、次のことを行うことができます。

•すべての送信元とグループのペアのフィルタリング

•特定の送信元とグループのペアだけが通過するように、拡張アクセスリストを指定

•ルートマップの一致条件に基づくフィルタリング

SAメッセージを受信する場合、次のことを行うことができます。

• MSDPピアからのすべての着信 SAメッセージのフィルタリング

•特定の送信元とグループのペアが通過するように、拡張アクセスリストを指定

•ルートマップの一致条件に基づくフィルタリング

また、TimeToLive（TTL）を使用して、各送信元の最初のSAメッセージにカプセル化されるデー
タを制御できます。たとえば、内部トラフィックの TTLを 8ホップに制限したとします。他の
グループを外部に送信する場合は、これらのパケットの TTLを 8ホップより大きく設定して送信
します。

デフォルトでは、新しいメンバがグループに加入してマルチキャストトラフィックを受信する必

要が生じた場合、MSDPはピアに SAメッセージを自動的に送信します。指定されたMSDPピア
への SA要求を設定する必要はなくなりました。
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手順の概要

1. configure
2. router msdp
3. sa-filter {in | out} {ip-address | peer-name} [list access-list-name] [rp-list access-list-name]
4. cache-sa-state [list access-list-name] [rp-list access-list-name]
5. ttl-threshold ttl-value
6. exit
7. ipv4 access-list name [sequence-number] permit source [source-wildcard]
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MSDPプロトコルコンフィギュレーションモードを開始します。router msdp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

router msdp

指定のMSDPピアから受信するメッセージの着信または発信フィ
ルタリストを設定します。

sa-filter {in | out} {ip-address |
peer-name} [list access-list-name] [rp-list
access-list-name]

ステップ 3   

• listおよび rp-listキーワードの両方を指定した場合、送信
Source-Active（SA）メッセージ内の任意の送信元とグループ例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)#
(S,G)のペアが通過するためには、すべての条件に当てはまる
必要があります。sa-filter out router.cisco.com

list 100
• ipv4 access-listコマンドをステップ 7, （136ページ）で設定
する必要があります。

•すべての一致条件を満たす場合、ルートマップにpermitが指
定されていれば、ルートはフィルタを通過します。denyが指
定されていれば、ルートはフィルタリングされます。
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目的コマンドまたはアクション

•次の例では、アクセスリスト 100を通過する (S,G)ペアだけ
がSAメッセージに格納され、router.cisco.comという名前のピ
アに転送されるように設定します。

受信した Source-Active（SA）メッセージから送信元とグループの
ペアを作成し、アクセスリストを通じてペアを制御します。

cache-sa-state [list access-list-name]
[rp-list access-list-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)#

ステップ 4   

cache-sa-state 100

（任意）SAメッセージでMSDPピアに送信されるマルチキャスト
データを制限します。

ttl-threshold ttl-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)#

ステップ 5   

• IPヘッダーの TTLが ttl-value引数以上であるマルチキャスト
パケットだけが、IPアドレスまたは名前により指定された
MSDPピアに送信されます。

ttl-threshold 8

• TTLによりマルチキャストデータトラフィックを検査する場
合、このコマンドを使用します。たとえば、内部トラフィッ

クの TTLを 8に制限したとします。その他のグループが外部
の場所に移動できるようにするには、8よりも大きい TTLを
使用してパケットを送信します。

•次の例では、TTLしきい値を 8ホップに設定します。

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)#

ステップ 6   

exit

SAフィルタリングによって使用される IPv4アクセスリストを定
義します。

ipv4 access-list name [sequence-number]
permit source [source-wildcard]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4

ステップ 7   

•この例では、アクセスリスト 100がマルチキャストグループ
239.1.1.1を許可します。

•ステップ 3, （135ページ）で、SAフィルタリング用にキー
ワード listが設定される場合、ipv4 access-listコマンドが必要
です。

access-list 100 20 permit
239.1.1.1 0.0.0.0

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

MSDP MD5 パスワード認証の設定

手順の概要

1. configure
2. router msdp
3. peer peer-address
4. password {clear | encrypted} password
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. showmfib [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6] hardware route {* | source-address | group-address[/prefix-length]}
location node-id

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
イドリリース 4.2.x    

   OL-26037-02-J 137

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
MSDP MD5 パスワード認証の設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MSDPコンフィギュレーションモードを開始します。router msdp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 2   

msdp

MSDPピアを設定します。peer peer-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer

ステップ 3   

10.0.5.4

パスワードを設定します。password {clear | encrypted} password

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)#

ステップ 4   

password encrypted a34bi5m

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

マルチキャストQoSおよび関連パラメータで設定されたマ
ルチキャストルートを表示します。

show mfib [vrf vrf-name] [ipv4 | ipv6]
hardware route {* | source-address |
group-address[/prefix-length]} location node-id

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mfib hardware
route * location 0/1/cpu0

マルチキャスト専用高速再ルーティング（MoFRR）
MoFRRを使用すると、マルチキャストルータでマルチキャストトラフィックの高速再ルーティ
ングが可能になります。MoFRRでは、ノードまたはリンク障害時に（トポロジのマージポイン
トで）、ネットワークのパケット損失が最小限になります。MoFRRは、マルチキャストルーティ
ングプロトコルに対する単純な拡張により機能します。

MoFRRでは、受信側からのマルチキャスト joinメッセージをプライマリパス上の送信元に向け
て転送し、受信側からのセカンダリマルチキャスト joinメッセージをバックアップパス上の送信
元に向けて転送します。データパケットは、プライマリパスとセカンダリパスから受信されま

す。冗長なパケットは、リバースパス転送（RPF）チェックを使用してトポロジのマージポイン
トで廃棄されます。プライマリパスで障害が検出されると、パケットが受け入れられるインター

フェイスをセカンダリインターフェイスに変更することによりローカルで修復が実行されるた

め、プライマリパスのノードまたはリンク障害の場合にコンバージェンス時間が短縮されます。

現在MoFRRは等コストマルチパス（ECMP）トポロジのみでサポートされます。XMLサポート
はMoFRRで使用できます。

MoFRR の動作モード
• RIBベースのMoFRR：Cisco CRSおよび XR12000シリーズルータをサポートします。RIB
のバージョンはソフトウェアレベルで設定され、ルーティングコンバージェンスに基づき

ます。 RIBイベントは、スイッチオーバーのトリガーとして使用されます。

•フローベースのMoFRR：Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータをサ
ポートします。フローベースのMoFRRでは、プライマリおよびセカンダリ、RPFインター
フェイスがフォワーディングプレーンに公開され、ハードウェアレベルでスイッチオーバー

が発生します。
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フローベースのMoFRRでは、プライマリストリームのパケットカウントを監視することで、よ
り高速なコンバージェンスが可能になります。アクティビティが 30 msの間検出されない場合、
バックアップストリームへのスイッチオーバーがトリガーされ、トラフィック損失は 50 ms以内
になります。

制約事項

これらの制約事項は、MoFRR配置で Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ
700ラインカードが Cisco ASR 9000シリーズルータシャーシで使用されている場合に適用されま
す。

1 Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700は、マルチキャスト送信元に
戻るプライマリまたはバックアップ（ECMPパス）パスとして、入力インターフェイスで使用
できません。

2 Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700上に出力インターフェイスが
あると、マルチキャストストリームが短い時間（入力での Tridentプライマリパスから Trident
バックアップパスへの切り替えの間）だけ重複する可能性があります。

MoFRR の設定

RIB ベースの MoFRR

手順の概要

1. configure
2. router pim
3. mofrr rib acl-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

PIMコンフィギュレーションモードを開始します。router pim

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

router pim

ACL名を入力します。mofrr rib acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(pim)# mofrr

ステップ 3   

rib acl1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。
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フローベースの MoFRR

手順の概要

1. configure
2. ipv4 access-list acl-name
3. sequence number [permit|deny] ipv4 host address [host address | any]
4. exit
5. router pim
6. mofrr acl-name
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show mfib hardware route summary location

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IPv4アクセスリストコンフィギュレーションモードを開始
し、指定したアクセスリストを設定します。

ipv4 access-list acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router (config)# ipv4

ステップ 2   

access-list flow_mofrr

作成した IPv4アクセスリストで許可または拒否する 1つ以
上の条件を指定します。

sequence number [permit|deny] ipv4 host
address [host address | any]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)

ステップ 3   

#10 permit ipv4 host 20.0.0.2 any

MoFRR ACLの設定を保存し、IPv4 ACLコンフィギュレー
ションモードを終了します。ここでは 2回 exitを実行する
必要があります。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)#

ステップ 4   

exit
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目的コマンドまたはアクション

PIMコンフィギュレーションモードを開始します。router pim

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 5   

pim

ハードウェアのスイッチオーバートリガーを使用して指定

したアクセスリストソースグループのMoFRRをイネーブ
ルにします。これは、IPv4のみでサポートされます。

mofrr acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(pim)# mofrr

ステップ 6   

flow_mofrr

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

イネーブルになっているMoFRRルートの数を表示します。show mfib hardware route summary
location

ステップ 8   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mfib
hardware route 4
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ポイントツーマルチポイントトラフィックエンジニアリ

ングラベルスイッチドマルチキャスト
IPマルチキャストは、IPTVのブロードキャストおよびコンテンツ提供サービスに従来使用されて
いました。MPLS-TE（トラフィックエンジニアリング）は、次のような利点から、IPマルチキャ
スト技術を速い速度で置き換えています。

•リンクまたはノードに障害が発生した場合の高速再ルーティングと復元

•帯域幅保証

•明示的なパス設定とオフライン計算

MPLSは、ポイントツーポイントパスをサポートします。ただし、マルチキャストサービスに
MPLSを使用するには、ポイントツーマルチポイントパスを処理するようにMPLSを拡張する必
要があります。ポイントツーマルチポイント（P2MP）のラベルスイッチドパス（LSP）をシグ
ナリングするための信頼できるソリューションはポイントツーマルチポイント TE LSPです。こ
のソリューションは、P2MP TE LSPを確立するためのシグナリングプロトコルとして、リソース
予約プロトコルトラフィックエンジニアリング（RSVP-TE）拡張を使用します。

ポイントツーマルチポイント LSP（P2MP）
P2MP LSPは単方向です。ネイティブ IPマルチキャストの場合、マルチキャスト転送は常にアク
セプタンスチェックを実行する必要があります。このチェックでは、すべてのマルチキャスト

パケットに RPFチェックを実行し、パケットが送信元の方向に正しいインターフェイスに着信し
たことを確認します。ただし、MPLS転送を使用したアクセプタンスチェックは、ユニキャスト
またはアップストリームラベルの場合は異なることがあります。

マルチキャストシグナリングプロトコルによっては、ラベル付きパケットは、Pおよび PEルー
タで、マルチキャストルーティングに従って物理インターフェイスにマルチキャストパケットを

転送するために、追加の L3検索が必要な場合があります。この場合、受信したマルチキャスト
パケットの着信インターフェイスとしての着信 P2MP LSPも、L3検索中にマルチキャストフォ
ワーディングプレーンで使用できる必要があります。 RSVP-TEおよび P2MP LSPの詳細につい
ては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照してく
ださい。

P2MP のマルチキャストルーティングプロトコルのサポート
すべてのマルチキャストルーティングプロトコルは、P2MPTELSPをサポートします。入力ノー
ドで、マルチキャストプロトコルは静的加入の設定を使用し、マルチキャストトラフィックと

P2MPTELSP間のマッピングを作成する必要があります。出力ノードでは、マルチキャストプロ
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トコルはMPLSコアから受信したマルチキャストパケットに対して特別なRPFチェックを行い、
カスタマー相対インターフェイスに転送する必要があります。 RPFチェックは static-rpfの設定に
基づいて行われます。 P2MP TE LSPを介して転送されるこれらのマルチキャストグループは、
PIM-SSMの場合は static-rpfの設定で指定できます。

トンネルインターフェイス上のマルチキャスト転送のイネーブル化（入力ノード）

この設定は、指定したインターフェイス上のマルチキャストパケットの転送を許可するために使

用されます。

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family {ipv4|ipv6}
4. interface tunnel-mte range
5. enable | disable
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

IPv4または IPv6アドレスファミリサブモードを開
始します。

address-family {ipv4|ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 3   

address-family ipv4
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目的コマンドまたはアクション

範囲を指定します。範囲は 0～ 65535です。interface tunnel-mte range

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 4   

interface tunnel-mte 100

enableが設定されている場合、MFIBがインターフェ
イス上でマルチキャストパケットを転送します。

enable | disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 5   

disableが設定されている場合、MFIBはインターフェ
イス上でのマルチキャストパケットの転送を停止し

ます。enable

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更はコミットされ

ません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。
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出力ノードとバドノードでの P2MP の設定

静的リバースパス転送（RPF）の設定

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family {ipv4 | ipv6}
4. static-rpf address range prefix
5. mpls address
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

IPv4（または IPv6）アドレスファミリサブモード
を開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 3   

address-family ipv4

送信元とプレフィックス長を入力します。static-rpf address range prefix

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 4   

static-rpf 10.1.1.1 32
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目的コマンドまたはアクション

MPLS P2MPトンネルのソース PEアドレスを入力
します。

mpls address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 5   

mpls 10.2.2.2

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。
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コアツリープロトコルの設定

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family {ipv4 | ipv6}
4. core-tree-protocol rsvp-te group-list name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

IPv4（または IPv6）アドレスファミリサブモード
を開始します。

address-family {ipv4 | ipv6}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

ステップ 3   

address-family ipv4

コアツリープロトコルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

core-tree-protocol rsvp-te group-list name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#

ステップ 4   

core-tree-protocol rsvp-te group-list acl1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

IGMP VRF オーバーライドの設定
この手順は、次の作業で構成されます。
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VRF 定義の指定

手順の概要

1. configure
2. vrf vrf-name
3. address-family ipv4 unicast
4. import route-target 1:1
5. export route-target 1:1
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

VRFコンフィギュレーションサブモードを開始します。vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vrf

ステップ 2   

name1

IPv4のAFI設定。これはユニキャストトポロジのみでサポー
トされます。

address-family ipv4 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf)#

ステップ 3   

address-family ipv4 unicast

VRFのインポートをイネーブルにします。import route-target 1:1

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#

ステップ 4   

import route-target 1:1
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目的コマンドまたはアクション

VRFのエクスポートをイネーブルにします。export route-target 1:1

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vrf-af)#

ステップ 5   

export route-target 1:1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

デフォルトとデフォルト以外の VRF のマルチキャストルーティングの
イネーブル化

ここでは、新規および既存のすべてのインターフェイスでマルチキャストルーティングおよび転

送をイネーブルにします。 VRFオーバーライド機能では、マルチキャストルーティングは、デ
フォルトとデフォルト以外の VRFの両方でイネーブルにする必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. multicast-routing vrf [vrf-name | default]
3. interface {type interface-path-id | all} enable
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定した VRFのマルチキャストコンフィギュレーション
モードが開始されます。マルチキャストルーティングのデ

multicast-routing vrf [vrf-name | default]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

フォルトのコンフィギュレーションモードはデフォルトVRF
であることに注意してください（デフォルト以外の VRF名
が指定されていない場合）。multicast-routing vrf green

新規および既存の1つまたはすべてのインターフェイスでマ
ルチキャストルーティングおよび転送をイネーブルにしま

す。

interface {type interface-path-id | all} enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-green)#

ステップ 3   

interface all enable

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

デフォルト以外の VRF インスタンスのインターフェイス設定

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. vrf vrf-name
4. ipv4 address address mask
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

PIMアドレスファミリ IPv4サブモードを開始します。interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tengige 0/1/0/0

インターフェイスの VRFを設定します。vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

vrf name1

インターフェイスの IPv4アドレスを設定します。ipv4 address address mask

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 4   

ipv4 address 10.1.1.1 255.0.0.0

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 5   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。
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ルートポリシーの設定

手順の概要

1. configure
2. route-policy policy-name
3. set rpf-topology vrf default
4. end-policy
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルートポリシーを定義します。route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

route-policy policy1

デフォルト VRFの PIM RPFトポロジ属性を設定します。set rpf-topology vrf default

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#

ステップ 3   

set rpf-topology vrf default

ルートポリシー定義設定を終了します。end-policy

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#

ステップ 4   

end-policy
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 5   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

IGMP レポートを受信する VRF に対する PIM 設定へのルートポリシー
の関連付け

手順の概要

1. configure
2. router pim vrf vrf-name address-family ipv4
3. rpf-topology route-policy policy-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

PIMアドレスファミリ IPv4サブモードを開始します。router pim vrf vrf-name address-family
ipv4

ステップ 2   

以前に定義されたルートポリシーを、IGMPレポートを受信する
デフォルト以外の VRFに関連付けます。

rpf-topology route-policy policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#

ステップ 3   

rpf-topology
extranet-igmp-reports

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。
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ソフトウェアでマルチキャストルーティングを実装する

ための設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

ルートごとのレートの計算例

次に、特定の送信元とグループアドレスロケーションの、ルートごとのレートに基づくハード

ウェアカウンタからの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing vrf vpn12 address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# rate-per-route
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# interface all enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# accounting per-prefix
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mfib route rate

IP Multicast Forwarding Rates Source Address, Group Address HW Forwarding Rates: bps In/pps
In/bps Out/pps Out

(*,224.0.0.0/24)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
N/A / N/A / N/A / N/A

(*,224.0.1.39)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
N/A / N/A / N/A / N/A

(*,224.0.1.40)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
N/A / N/A / N/A / N/A

(*,232.0.0.0/8)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
N/A / N/A / N/A / N/A
(10.0.70.2,225.0.0.0)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
22649 / 50 / 22951 / 50

(10.0.70.2,225.0.0.1)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
22649 / 50 / 22951 / 50

(10.0.70.2,225.0.0.2)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
22649 / 50 / 22951 / 50

(10.0.70.2,225.0.0.3)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
22649 / 50 / 22951 / 50

(10.0.70.2,225.0.0.4)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
22649 / 50 / 22951 / 50
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(10.0.70.2,225.0.0.5)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out
22649 / 50 / 22951 / 50

(10.0.70.2,225.0.0.6)
bps_in /pps_in /bps_out /pps_out

Auto-RP メッセージのソフトウェアでの転送の防止例
次に、Auto-RPメッセージが GigabitEthernetインターフェイス 0/3/0/0から送信されるのを防止す
る例を示します。この例はまた、GigabitEthernetインターフェイス 0/3/0/0上のトラフィックを含
めるために、アクセスリスト 111が Auto-RP候補によって使用され、アクセスリスト 222が
boundaryコマンドによって使用されることも示しています。

ipv4 access-list 111
10 permit 224.1.0.0 0.0.255.255 any
20 permit 224.2.0.0 0.0.255.255 any
!
!Access list 111 is used by the Auto-RP candidate.
!
ipv4 access-list 222
10 deny any host 224.0.1.39
20 deny any host 224.0.1.40
!
!Access list 222 is used by the boundary command to contain traffic (on
GigabitEthernet0/3/0/0) that is sent to groups 224.0.1.39 and 224.0.1.40.
!
router pim
auto-rp mapping-agent loopback 2 scope 32 interval 30
auto-rp candidate-rp loopback 2 scope 15 group-list 111 interval 30
multicast-routing
interface GigabitEthernet0/3/0/0
boundary 222
!

ソフトウェア上の MSDP での継承例
次のMSDPコマンドは、ルータMSDPコンフィギュレーションモードで設定すると、すべての
MSDPピアによって継承できます。さらに、継承機能を無効にするには、コマンドを、特定のピ
アのピアコンフィギュレーションモードで設定できます。

• connect-source

• sa-filter

• ttl-threshold

コマンドがルータ msdpモードとピアコンフィギュレーションモードの両方で設定されている場
合、ピアの設定が優先されます。

次の例では、ルータ AのMSDPがアドレス範囲 226/8（IPアドレス 172.16.0.2を除く）のすべて
のピアグループのSource-Active（SA）アナウンスをフィルタし、送信元RP172.16.0.3から172.16.0.2
に送信された SAをフィルタします。
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MSDPピア（172.16.0.1、172.16.0.2、および 172.17.0.1）は、ピアリングを設定するために、ルー
タ Aのループバック 0アドレスを使用します。ただし、ピア 192.168.12.2は、ルータ Aとピアリ
ングするために、GigabitEthernetインターフェイスで設定された IPv4アドレスを使用します。

ルータ A

!
ipv4 access-list 111
10 deny ip host 172.16.0.3 any
20 permit any any
!

ipv4 access-list 112
10 deny any 226.0.0.0 0.255.255.255
30 permit any any
!
router msdp
connect-source loopback 0
sa-filter in rp-list 111
sa-filter out rp-list 111
peer 172.16.0.1
!
peer 172.16.0.2
sa-filter out list 112
!
peer 172.17.0.1
!
peer 192.168.12.2
connect-source GigabitEthernet0/2/0/0
!

IPv4 マルチキャスト VPN の設定例
Cisco ASR 9000シリーズルータは、IPv4アドレッシングのみをサポートしています。

このエンドツーエンド設定例は、カスタマーエッジ（CE）ルータとプロバイダーエッジ（PE）
ルータの間でトラフィックをブロードキャストするために 2つの異なるルーティングプロトコル
（OSPFと BGP）を使用して、マルチキャスト VPNトポロジ（図 11：CE4PE1PE2 CE3MVPN構
成のトポロジ, （161ページ））を確立する方法を示します。

図 11：CE4PE1PE2 CE3MVPN 構成のトポロジ

CE4------------------ PE1 ------------------------------------------------ PE2 ------------------ CE3

詳しい設定情報については、このモジュールのマルチキャスト VPNの設定, （70ページ）と、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』の関連設定情報を
参照してください。

OSPF を使用して CE と PE 間のルートをアドバタイズするように MVPN を設定する例

PE1：

!
vrf vpn1
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address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
vrf vpn1
ipv4 address 101.1.1.1 255.255.255.0
!
interface TenGigE0/6/0/0
ipv4 address 12.1.1.1 255.255.255.0
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
interface TenGigE0/6/0/0
!
!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
router bgp 100
bgp router-id 1.1.1.1
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 9.9.9.9
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
redistribute ospf 1
!
!
!
router ospf 1
vrf vpn1
router-id 2.2.2.2
redistribute bgp 100
area 0
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interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
!
!
!
!
router ospf 100
router-id 1.1.1.1
area 0
interface Loopback0
!
interface TenGigE0/6/0/0
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
log neighbor changes
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

PE2：

!
vrf vpn1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 9.9.9.9 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 10.10.10.10 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/2/2/7
vrf vpn1
ipv4 address 122.1.1.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface TenGigE0/3/0/0
ipv4 address 12.1.1.2 255.255.255.0
!
mpls ldp
router-id 9.9.9.9
interface TenGigE0/3/0/0
!
!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
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accounting per-prefix
!
!
router bgp 100
bgp router-id 9.9.9.9
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 1.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
redistribute ospf 1
!
!
!
router ospf 1
vrf vpn1
router-id 10.10.10.10
redistribute bgp 100
area 0
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/2/2/7
!
!
!
!
router ospf 100
router-id 9.9.9.9
area 0
interface Loopback0
!
interface TenGigE0/3/0/0
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

CE4：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのコンフィギュレーションマニュアルを参照してください。

!
interface Loopback0
ipv4 address 101.101.101.101 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
ipv4 address 101.1.1.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
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ipv4 address 11.1.1.1 255.255.255.0
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable
!
!
router ospf 1
router-id 101.101.101.101
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
!
!
end

CE3：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのコンフィギュレーションマニュアルを参照してください。

interface Loopback0
ipv4 address 122.122.122.122 255.255.255.255
!

interface GigabitEthernet0/1/3/0
ipv4 address 22.1.1.1 255.255.255.0
!

interface GigabitEthernet0/2/3/0
ipv4 address 122.1.1.2 255.255.255.0

multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable

!
router ospf 1
router-id 122.122.122.122
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/1/3/0
!
interface GigabitEthernet0/2/3/0
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/1/3/0
!
interface GigabitEthernet0/2/3/0
!
!
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end

BGP を使用して CE と PE 間のルートをアドバタイズするように MVPN を設定する例

PE1：

vrf vpn1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
vrf vpn1
ipv4 address 101.1.1.1 255.255.255.0
!
interface TenGigE0/6/0/0
ipv4 address 12.1.1.1 255.255.255.0
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
interface TenGigE0/6/0/0
!
!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 100
bgp router-id 1.1.1.1
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 9.9.9.9
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
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!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
neighbor 101.1.1.2
remote-as 400
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
!
router ospf 100
router-id 1.1.1.1
area 0
interface Loopback0
!
interface TenGigE0/6/0/0
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
log neighbor changes
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

PE2：

!
vrf vpn1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 9.9.9.9 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 10.10.10.10 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/2/2/7
vrf vpn1
ipv4 address 122.1.1.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface TenGigE0/3/0/0
ipv4 address 12.1.1.2 255.255.255.0
!
mpls ldp
router-id 9.9.9.9
interface TenGigE0/3/0/0
!
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!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 100
bgp router-id 9.9.9.9
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 1.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
neighbor 122.1.1.2
remote-as 500
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
!
router ospf 100
router-id 9.9.9.9
area 0
interface Loopback0
!
interface TenGigE0/3/0/0
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end
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CE4：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのコンフィギュレーションマニュアルを参照してください。

interface Loopback0
ipv4 address 101.101.101.101 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
ipv4 address 101.1.1.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
ipv4 address 11.1.1.1 255.255.255.0
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable
!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 400
bgp router-id 101.101.101.101
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
neighbor 101.1.1.1
remote-as 100
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
!
!
end

CE3：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのコンフィギュレーションマニュアルを参照してください。

interface Loopback0
ipv4 address 122.122.122.122 255.255.255.255
!

interface GigabitEthernet0/1/3/0
ipv4 address 22.1.1.1 255.255.255.0
!

interface GigabitEthernet0/2/3/0
ipv4 address 122.1.1.2 255.255.255.0

multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
イドリリース 4.2.x    

   OL-26037-02-J 169

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
IPv4 マルチキャスト VPN の設定例



!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 500
bgp router-id 122.122.122.122
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
neighbor 122.1.1.1
remote-as 100
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 2.2.2.2
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/1/3/0
!
interface GigabitEthernet0/2/3/0
!
!
end

IPv6 マルチキャスト VPN の設定例
Cisco XR 12000シリーズルータでは、IPv4アドレス指定のプロトコルが常に使用される必要があ
るMVPNのコアの場合を除き、IPv4と IPv6両方MVPNがサポートされます。

図 12：CE1PE1PE2 CE2MVPN構成のトポロジの例, （170ページ）のエンドツーエンドの設定例
は、カスタマーエッジ（CE）ルータとプロバイダーエッジ（PE）ルータ間のブロードキャスト
トラフィックに 2種類のルーティングプロトコル（EIGRPまたは BGP）を使用して、IPv6マル
チキャスト VPNトポロジを確立する方法を示しています。

図 12：CE1PE1PE2 CE2MVPN 構成のトポロジの例

CE1------------------ PE1 ------------------------------------------------ PE2 ------------------ CE2

MVPNの詳細については、このマニュアルのマルチキャスト VPNの設定, （70ページ）、およ
び『Cisco IOS XR Routing Configuration Guide』の関連設定情報を参照してください。 IPv4アドレ
スだけを使用するMVPNの設定例については、IPv4マルチキャスト VPNの設定例, （161ペー
ジ）を参照してください。
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IPv6 マルチキャスト VPN を、プロトコルとして EIGRP を持つ CE から PE 間のルート
をアドバタイズするように設定する例

CE1：

Cisco IOS XR Softwareを使用した CEルータの設定の詳細については、適切な Cisco IOSソフト
ウェアマニュアルを参照してください。

interface Loopback0
ipv4 address 101.101.101.101 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
ipv6 address 2013::90:1:1:2/126
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1
ipv6 address 2013::102:1:1:2/96
!
multicast-routing
address-family ipv6
interface all enable
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router eigrp 1
address-family ipv6
router-id 101.101.101.101
default-metric 1000 100 250 100 1500
redistribute connected
interface GigabitEthernet0/5/0/1
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv6
rp-address ::192:168:10:1
!
end

PE1：

!
vrf vpn1
address-family ipv6 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 192.168.10.1 255.255.255.255
ipv6 address ::192:168:10:1/128
!
interface GigabitEthernet0/4/0/1
vrf vpn1
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ipv6 address 2013::102:1:1:1/96
!
interface FastEthernet0/5/1/0
ipv4 address 12.1.1.1 255.255.255.0
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router ospf 100
router-id 1.1.1.1
area 0
interface Loopback0
!
interface FastEthernet0/5/1/0
!
!
!
router bgp 100
bgp router-id 1.1.1.1
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 9.9.9.9
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute connected
!
address-family ipv6 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute eigrp 1
!
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
interface FastEthernet0/5/1/0
!
!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
vrf vpn1 address-family ipv6
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
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address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
!
address-family ipv6
interface all enable
!
!
router eigrp 1
vrf vpn1
address-family ipv6
router-id 1.1.1.1
default-metric 1000 100 250 100 1000
autonomous-system 1
redistribute bgp 100
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/4/0/1
site-of-origin 1:1
!
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 192.168.10.1
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv6
rp-address ::192:168:10:1
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

PE2：

!
vrf vpn1
address-family ipv6 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 9.9.9.9 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 10.10.10.10 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/4/1/0
ipv4 address 12.1.1.2 255.255.255.0
!
mpls ldp
router-id 9.9.9.9
interface FastEthernet0/4/1/0
!
!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
vrf vpn1 address-family ipv6
mdt default ipv4 232.1.1.1

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーションガ
イドリリース 4.2.x    

   OL-26037-02-J 173

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
IPv6 マルチキャスト VPN の設定例



interface all enable
!
address-family ipv4
multipath
mdt source Loopback0
interface all enable
!
address-family ipv6
interface all enable
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router eigrp 2
vrf vpn1
address-family ipv6
router-id 9.9.9.9
default-metric 1000 100 250 100 1000
autonomous-system 2
redistribute bgp 100
interface GigabitEthernet0/4/0/1
site-of-origin 2:2
!
!
!
!
router bgp 100
bgp router-id 9.9.9.9
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 1.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute connected
!
address-family ipv6 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute eigrp 2
!
!
!
router ospf 100
router-id 9.9.9.9
area 0
interface Loopback0
!
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interface FastEthernet0/4/1/0
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 192.168.10.1
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv6
rp-address ::192:168:10:1
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

CE2：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのマニュアルを参照してください。

!
interface Loopback0
ipv4 address 122.122.122.122 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
ipv6 address 2013::80:1:1:2/126
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1
ipv6 address 2013::122:1:1:2/96
!
multicast-routing
address-family ipv6
interface all enable
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router eigrp 2
address-family ipv6
router-id 122.122.122.122
default-metric 1000 100 250 100 1000
redistribute connected
interface GigabitEthernet0/5/0/1
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv6
dr-priority 2
rp-address ::192:168:10:1
!
end
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IPv6 マルチキャスト VPN を、プロトコルとして BGP を持つ CE から PE 間のルートを
アドバタイズするように設定する例

CE1：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのマニュアルを参照してください。

!
interface Loopback0
ipv4 address 101.101.101.101 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
ipv6 address 2013::90:1:1:2/126
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1
ipv6 address 2013::102:1:1:2/96
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable
!
address-family ipv6
interface all enable
!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 1
bgp router-id 101.101.101.101
address-family ipv6 unicast
redistribute connected
!
neighbor 2013::102:1:1:1
remote-as 100
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv6
rp-address ::192:168:10:1
!
end

PE1：

!
vrf vpn1
address-family ipv6 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
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!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 192.168.10.1 255.255.255.255
ipv6 address ::192:168:10:1/128
!
interface GigabitEthernet0/4/0/1
vrf vpn1
ipv6 address 2013::102:1:1:1/96
!
interface FastEthernet0/5/1/0
ipv4 address 12.1.1.1 255.255.255.0
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
223.0.0.0/8 5.9.0.1
!
!
router ospf 100
router-id 1.1.1.1
area 0
interface Loopback0
!
interface FastEthernet0/5/1/0
!
!
!
router bgp 100
bgp router-id 1.1.1.1
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 9.9.9.9
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute connected
!
address-family ipv6 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute connected
!
neighbor 2013::102:1:1:2
remote-as 1
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
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route-policy pass-all out
!
!
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
interface FastEthernet0/5/1/0
!
!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
vrf vpn1 address-family ipv6
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
address-family ipv4
multipath
mdt source Loopback0
interface all enable
!
address-family ipv6
interface all enable
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 192.168.10.1
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv6
rp-address ::192:168:10:1
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

PE2：

!
vrf vpn1
address-family ipv6 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 9.9.9.9 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vpn1
ipv4 address 10.10.10.10 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/4/0/1
vrf vpn1
ipv6 address 2013::122:1:1:1/96
!
interface FastEthernet0/4/1/0
ipv4 address 12.1.1.2 255.255.255.0
!
mpls ldp
router-id 9.9.9.9
interface FastEthernet0/4/1/0
!
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!
multicast-routing
vrf vpn1 address-family ipv4
mdt data 233.1.0.0/16 threshold 3
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
vrf vpn1 address-family ipv6
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
address-family ipv4
multipath
mdt source Loopback0
interface all enable
!
address-family ipv6
interface all enable
!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 100
bgp router-id 9.9.9.9
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 1.1.1.1
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf vpn1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute connected
!
address-family ipv6 unicast
maximum-paths ebgp 3
redistribute connected
!
neighbor 2013::122:1:1:2
remote-as 2
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
!
router ospf 100
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router-id 9.9.9.9
area 0
interface Loopback0
!
interface FastEthernet0/4/1/0
!
!
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv4
rp-address 192.168.10.1
!
router pim vrf vpn1 address-family ipv6
rp-address ::192:168:10:1
!
router pim vrf default address-family ipv4
rp-address 1.1.1.1
!
end

CE2：

Cisco IOSソフトウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェ
アのマニュアルを参照してください。

!
interface Loopback0
ipv4 address 122.122.122.122 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/5/0/0
ipv6 address 2013::80:1:1:2/126
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1
ipv6 address 2013::122:1:1:2/96
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable
!
address-family ipv6
interface all enable
!
!
!
route-policy pass-all
pass

end-policy
!
router bgp 2
bgp router-id 122.122.122.122
address-family ipv6 unicast
redistribute connected
!
neighbor 2013::122:1:1:1
remote-as 100
address-family ipv6 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!
router pim vrf default address-family ipv6
dr-priority 2
rp-address ::192:168:10:1
!
end
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MVPN スタティック P2MP TE の設定例

入力 PE での MVPN P2MP の設定例

multicast-routing
address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
!
vrf vrf1
address-family ipv4
bgp auto-discovery rsvpte
mdt static p2mp-te tunnel-mte1
interface all enable
!

router igmp
vrf vrf1
interface tunnel-mte1
static-group 232.1.1.1 192.1.1.2
!

MVPN P2MP BGP の設定例

router bgp 100
bgp router-id 110.110.110.110
address-family ipv4 unicast
address-family vpnv4 unicast
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 130.130.130.130
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
address-family vpnv4 unicast
address-family ipv4 mvpn
!
vrf vrf1
rd 1:1
bgp router-id 110.110.110.110
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
address-family ipv4 mvpn
!
!

出力 PE での MVPN P2MP の設定例

multicast-routing
address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
!
vrf vrf1
address-family ipv4
core-tree-protocol rsvp-te group-list mvpn-acl
interface all enable
!

ipv4 access-list mvpn-acl
10 permit ipv4 host 192.1.1.2 host 232.1.1.1
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20 permit ipv4 any host 232.1.1.2

MVPN エクストラネットルーティングの設定例
次の例は、MVPNエクストラネットルーティングを設定する 2つの方法を示しています。

設定作業全体については、MVPNエクストラネットルーティングの設定,（126ページ）を参照し
てください。

レシーバ PE ルータでのソース MVRF の設定例
次に、レシーバ PEルータでソースMVRFを指定して、MVPNエクストラネットルーティングを
設定する例を示します。

ソース PEルータとレシーバ PEルータの両方を設定する必要があります。

ルートターゲットを使用したソース PE ルータの設定

interface Loopback5
ipv4 address 201.5.5.201 255.255.255.255
!
interface Loopback22
vrf provider-vrf
ipv4 address 201.22.22.201 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/6/0/0
vrf provider-vrf
ipv4 address 10.10.10.1 255.255.0.0
!
vrf provider-vrf
address-family ipv4 unicast
import route-target
1100:1
!
export route-target
1100:1
!
!
router bgp 1
regular BGP MVPN config
vrf provider-vrf
rd 1100:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected

!
!
multicast-routing
vrf provider-vrf address-family ipv4
mdt data 226.1.4.0/24 threshold 3
log-traps
mdt default ipv4 226.0.0.4
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback5
interface all enable
!
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!
router pim vrf provider-vrf address-family ipv4
rp-address 201.22.22.201
!

ルートターゲットを使用したレシーバ PE ルータの設定

interface Loopback5
ipv4 address 202.5.5.202 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/3/0/2
vrf receiver-vrf
ipv4 address 20.20.20.1 255.255.0.0
!
vrf provider-vrf
address-family ipv4 unicast
import route-target
1100:1
!
export route-target
1100:1
!
!
vrf receiver-vrf
address-family ipv4 unicast
import route-target
1100:1
1101:1
!
export route-target
1101:1
!
!
multicast-routing
vrf provider-vrf address-family ipv4
log-traps
mdt default ipv4 226.0.0.4
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!

vrf receiver_vrf address-family ipv4
log-traps
mdt default ipv4 226.0.0.5
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback5
interface all enable
!
router pim vrf provider-vrf address-family ipv4
rp-address 201.22.22.201
!

router pim vrf receiver_vrf address-family ipv4
rp-address 201.22.22.201
!
router bgp 1
regular BGP MVPN config
vrf provider-vrf
rd 1100:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!

vrf receiver_vrf
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rd 1101:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!

ソース VRF に join を伝播するためのレシーバ VRF での RPL ポリシーの設定例

ルートターゲットの設定に加えて、指定されたソース VRFに joinを伝播するように、ルーティ
ングポリシー言語（RPL）ポリシーをレシーバ PEルータ上のレシーバVRFで設定できます。た
だし、この設定は任意です。

次の設定例は、レシーバVRFが「provider_vrf_1」または「provider_vrf_2」を選択してPIM joinを
伝播するポリシーを示しています。

この例では、provider_vrf_1は 227.0.0.0～ 227.255.255.255の範囲内のマルチキャストストリーム
に使用され、provider_vrf_2は 228.0.0.0～ 228.255.255.255の範囲のストリームに使用されます。

route-policy extranet_streams_from_provider_vrf
if destination in (227.0.0.0/32 ge 8 le 32) then
set rpf-topology vrf provider_vrf_1
elseif destination in (228.0.0.0/32 ge 8 le 32) then
set rpf-topology vrf provider_vrf_2
else
pass
endif
end-policy
!
router pim vrf receiver_vrf address-family ipv4
rpf topology route-policy extranet_streams_from_provider_vrf
!

ソース PE ルータでのレシーバ MVRF の設定例
次に、ソース PEルータでレシーバMVRFを指定して、MVPNエクストラネットルーティングを
設定する例を示します。

ソース PEルータとレシーバ PEルータの両方を設定する必要があります。（注）

ルートターゲットを使用したソース PE ルータの設定

interface Loopback5
ipv4 address 202.5.5.202 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/3/0/2
vrf provider-vrf
ipv4 address 20.20.20.1 255.255.0.0
!
vrf provider-vrf
address-family ipv4 unicast
import route-target
1100:1
!
export route-target
1100:1
!
!
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vrf receiver-vrf
address-family ipv4 unicast
import route-target
1100:1
1101:1
!
export route-target
1101:1
!
!

router bgp 1
regular BGP MVPN config
vrf provider-vrf
rd 1100:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!

vrf receiver-vrf
rd 1101:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
!

multicast-routing
vrf provider-vrf address-family ipv4
log-traps
mdt default ipv4 226.0.0.4
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!

vrf receiver_vrf address-family ipv4
log-traps
mdt default ipv4 226.0.0.5
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback5
interface all enable
!
router pim vrf provider-vrf address-family ipv4
rp-address 201.22.22.201
!
router pim vrf receiver_vrf address-family ipv4
rp-address 201.22.22.201
!

ルートターゲットを使用したレシーバ PE ルータの設定

interface Loopback5
ipv4 address 201.5.5.201 255.255.255.255
!
interface Loopback22
vrf receiver_vrf
ipv4 address 201.22.22.201 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/6/0/0
vrf receiver_vrf
ipv4 address 10.10.10.1 255.255.0.0
!

vrf receiver_vrf
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address-family ipv4 unicast
import route-target
1100:1
1101:1
!
export route-target
1101:1
!
!

router bgp 1
regular BGP MVPN config
vrf receiver_vrf
rd 1101:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!

multicast-routing
vrf receiver_vrf address-family ipv4
log-traps
mdt default ipv4 226.0.0.5
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback5
interface all enable
!

router pim vrf receiver_vrf address-family ipv4
rp-address 201.22.22.201
!

ソース VRF に join を伝播するためのソース PE ルータ上のレシーバ VRF での RPL ポリシーの設定例

ルートターゲットの設定に加えて、指定されたソース VRFに joinを伝播するように、RPLポリ
シーをソース PEルータ上のレシーバ VRFで設定できます。ただし、この設定は任意です。

次の設定は、レシーバVRFが「provider_vrf_1」または「provider_vrf_2」を選択してPIM joinを伝
播するポリシーを示しています。マルチキャストストリームのランデブーポイント（RP）が
201.22.22.201の場合は provider_vrf_1が選択され、マルチキャストストリームのRPが 202.22.22.201
の場合には provider_vrf_2が選択されます。

代わりに、ソース VRFに joinを伝播するためのレシーバ VRFでの RPLポリシーの設定例, （184
ページ）に示すようにマルチキャストグループベースポリシーを設定することもできます。

route-policy extranet_streams_from_provider_rp
if source in (201.22.22.201) then
set rpf-topology vrf provider_vrf_1
else if source in (202.22.22.201) then
set rpf-topology vrf provider_vrf_2
else
pass
endif
end-policy
!
router pim vrf receiver_vrf address-family ipv4
rpf topology route-policy extranet_streams_from_provider_rp
rp-address 201.22.22.201 grange_227
rp-address 202.22.22.201 grange_228
!
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マルチキャストハブアンドスポークトポロジの設定例

次の例は、マルチキャストハブアンドスポークを設定する 2つの方法を示しています。

図 13：CE1 PE1PE3 CE3 マルチキャストハブアンドスポークトポロジの設定例

CE1------------------ PE1 ------------------------------------------------ PE3 ------------------ CE3

CE1、PE1、および PE3は、すべて Cisco IOS XRソフトウェア上にあり、CE3には VRFインター
フェイス上で Auto-RPを設定するために Cisco IOSソフトウェアがあります。 Cisco IOSソフト
ウェアを使用した CEルータの設定については、該当する Cisco IOSソフトウェアのマニュアルを
参照してください。

ハブアンドスポーク Non-Turnaround の設定例
A1-Hub-1 (bsr RP) A1-Hub-4 (auto-rp RP)

A1-Spoke-3

BSR と Auto-RP リレーを使用した Non-Turnaround の場合

PE1：

vrf A1-Hub-1
address-family ipv4 unicast
import route-target

1000:10

1001:10

!

export route-target

1000:10

!

!

vrf A1-Hub-Tunnel
address-family ipv4 unicast

import route-target

1000:10

!

!

!

vrf A1-Spoke-Tunnel
address-family ipv4 unicast

import route-target
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1001:10

!

!

!

router pim

vrf A1-Hub-1

address-family ipv4

rpf topology route-policy A1-Hub-Policy

bsr relay vrf A1-Hub-Tunnel

bsr candidate-bsr 201.10.10.201 hash-mask-len 30 priority 4

bsr candidate-rp 201.10.10.201 group-list A1_PE1_RP_grange priority 4 interval 60

auto-rp relay vrf A1-Hub-Tunnel

!

!

!

router pim

vrf A1-Hub-Tunnel

address-family ipv4

!

!

!

multicast-routing

vrf A1-Hub-1

address-family ipv4

log-traps

multipath

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!
multicast-routing

vrf A1-Hub-Tunnel

address-family ipv4

mdt data 226.202.1.0/24 threshold 10

log-traps

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータマルチキャストコンフィギュレーショ
ンガイドリリース 4.2.x

188 OL-26037-02-J  

Cisco IOS XR ソフトウェアでのレイヤ 3 マルチキャストルーティングの実装
マルチキャストハブアンドスポークトポロジの設定例



mdt default ipv4 226.202.0.0

rate-per-route

accounting per-prefix

!

!

!

multicast-routing

vrf A1-Spoke-Tunnel

address-family ipv4

mdt mtu 2000

mdt data 226.202.2.0/24 threshold 5

log-traps

mdt default ipv4 226.202.0.1

rate-per-route

accounting per-prefix

!

!

!

router bgp 1

vrf A1-Hub-1

rd 1000:1

address-family ipv4 unicast

route-target download

redistribute connected

redistribute eigrp 20 match internal external metric 1000

!

!

!
router bgp 1

vrf A1-Hub-Tunnel

rd 1002:1

address-family ipv4 unicast

redistribute connected

!

!

!

router bgp 1
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vrf A1-Spoke-Tunnel

rd 1002:2

address-family ipv4 unicast

redistribute connected

!

!

!

route-policy A1-Hub-Policy

if extcommunity rt matches-any (1000:10) then

set rpf-topology vrf A1-Hub-Tunnel

elseif extcommunity rt matches-any (1001:10) then

set rpf-topology vrf A1-Spoke-Tunnel

else

pass

endif

end-policy

!

route-policy A1-Spoke-Policy

if extcommunity rt matches-any (1000:10) then

set rpf-topology vrf A1-Hub-Tunnel

else

pass

endif
end-policy

!

PE3：

vrf A1-Hub-4
address-family ipv4 unicast
import route-target

1000:10

1001:10

!

export route-target

1000:10

!

!

!
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vrf A1-Spoke-2
address-family ipv4 unicast
import route-target

1000:10
!

export route-target

1001:10

!

!

!

vrf A1-Hub-Tunnel
address-family ipv4 unicast
import route-target

1000:10

!

!

!

vrf A1-Spoke-Tunnel
address-family ipv4 unicast
import route-target

1001:10

!

!

!

router pim

vrf A1-Hub-4

address-family ipv4

rpf topology route-policy A1-Hub-Policy

bsr relay vrf A1-Hub-Tunnel listen

auto-rp relay vrf A1-Hub-Tunnel

!

!

!

router pim

vrf A1-Spoke-2

address-family ipv4

rpf topology route-policy A1-Spoke-Policy

bsr relay vrf A1-Hub-Tunnel listen

auto-rp relay vrf A1-Hub-4

!
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!

!
multicast-routing

vrf A1-Hub-4

address-family ipv4

log-traps

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!

multicast-routing

vrf A1-Spoke-2

address-family ipv4

log-traps

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!

multicast-routing

vrf A1-Hub-Tunnel

address-family ipv4

mdt data 226.202.1.0/24 threshold 10

log-traps

mdt default ipv4 226.202.0.0

rate-per-route

accounting per-prefix

!

!

!

multicast-routing

vrf A1-Spoke-Tunnel

address-family ipv4

mdt data 226.202.2.0/24 threshold 5
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log-traps

mdt default ipv4 226.202.0.1

rate-per-route

accounting per-prefix

!

!

!
router bgp 1

vrf A1-Hub-4

rd 1000:4

address-family ipv4 unicast

route-target download

redistribute connected

redistribute eigrp 4 match internal external metric 1000

!

!

!
router bgp 1

vrf A1-Spoke-2

rd 1001:2

address-family ipv4 unicast

route-target download

redistribute connected

redistribute eigrp 6 match internal external metric 1000

!

!
router bgp 1

vrf A1-Hub-Tunnel

rd 1002:1

address-family ipv4 unicast

redistribute connected

!

!

!

router bgp 1

vrf A1-Spoke-Tunnel

rd 1002:2

address-family ipv4 unicast
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redistribute connected

!

!

!
route-policy A1-Hub-Policy

if extcommunity rt matches-any (1000:10) then

set rpf-topology vrf A1-Hub-Tunnel

elseif extcommunity rt matches-any (1001:10) then

set rpf-topology vrf A1-Spoke-Tunnel

else

pass

endif

end-policy

!

route-policy A1-Spoke-Policy

if extcommunity rt matches-any (1000:10) then

set rpf-topology vrf A1-Hub-Tunnel

else

pass

endif

end-policy

!

CE1：

vrf A1-Hub-1

address-family ipv4 unicast

import route-target

1000:10

1001:10

!

export route-target

1000:10

!

!

!
multicast-routing

vrf A1-Hub-1

address-family ipv4
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log-traps

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!
No router pim configuration required

CE3：Auto-RP が設定されています（VRF インターフェイス上の Auto-RP は Cisco IOS XR ソフトウェ
アでサポートされていないため、これは Cisco IOS ソフトウェアの例です）

ip vrf A1-Hub-4

rd 1000:4

route-target export 1000:10

route-target import 1000:10

route-target import 1001:10

!

ip vrf A1-Spoke-2

rd 1001:2

route-target export 1001:10

route-target import 1000:10

!

ip multicast-routing vrf A1-Hub-4

ip multicast-routing vrf A1-Spoke-2

interface Loopback10

ip vrf forwarding A1-Hub-4

ip address 103.10.10.103 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

!

ip pim vrf A1-Hub-4 autorp listener

ip pim vrf A1-Hub-4 send-rp-announce Loopback10 scope 32

ip pim vrf A1-Hub-4 send-rp-discovery Loopback10 scope 32

Turnaround を使用したハブアンドスポークの例
マルチキャストの Turnaroundでは、ハブサイトへの 2インターフェイス接続が必要です。
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CEをターンアラウンドルータとして設定するには、CEが 2つのインターフェイスを介して各PE
に接続され、各インターフェイスは hub-x-in vrfおよび hub-x-out vrfという個別のハブサイト
VRFに配置されます。 hub-x-in vrfはレシーバのスポークサイトからハブトンネルを介して受信
した joinを伝送し、hub-x-out vrfは、次の 4つの基本ルールに違反せずに、スポークトンネルを
介して送信元スポークサイトに向かって同じ joinを伝送します。送信元スポークは hub-x-outへ
のスポークトンネルにトラフィックを送信し、このトンネルが、hub-x-inインターフェイス上の
ハブトンネルに方向転換します。

1 ハブサイトはMDTHubだけにトラフィックを送信します。

2 スポークサイトはMDTspokeだけにトラフィックを送信します。

3 ハブサイトは両方のトンネルからトラフィックを受信します。

4 スポークサイトはMDTHubからだけトラフィックを受信します。

A2-Spoke-1 A2-Hub-2

A2-Spoke-2 A2-Hub-3in

A2-Hub-2out

A2-Spoke-3（スポークに Auto-RPがあります）

図 14：Turnaround を使用した CE1 PE1 PE2 CE2 マルチキャストハブアンドスポークトポロジの例

CE1------------------ PE1 ------------------------------------------------ PE2 ------------------ CE2

ハブサイトによってエクスポートされたルートはハブサイトとスポークサイトでインポートさ

れます。スポークサイトによってエクスポートされたルートは hub-x-outと hub-x-inの両方でイ
ンポートされ、ハブサイトはハブ VRFルートターゲットによってスポークルートを逆にコアに
エクスポートします。これにより、1つのスポークサイトから発信されたルートが、他のすべて
のスポークサイトによって学習されますが、ネクストホップは hub-x-outになります。たとえ
ば、Spoke2はSpoke1のRPFを、ネクストホップA2-Hub-3inで到達可能と見なします。これは、
マルチキャストトラフィックの所要の方向転換の実現に役立つルートリークの基本的な違いで

す。

PE1：

vrf A2-Spoke-1

address-family ipv4 unicast

import route-target

4000:1

4000:2

4000:3

4000:4

!

export route-target

4001:1
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!

!

!

vrf A2-Spoke-2

address-family ipv4 unicast

import route-target

4000:1

4000:2

4000:3

4000:4

!

export route-target

4001:2

!

!

!

PE2：

vrf A2-Hub-2

address-family ipv4 unicast

import route-target

4000:1

4000:2

4000:3

4000:4

4001:1

4001:2

4001:3

4001:4

!

export route-target

4000:2

!

!

!
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vrf A2-Hub-3out

address-family ipv4 unicast

import route-target

4000:1

4000:2

4000:3

4000:4

4001:1 --------à exports the spoke routes into CE2 into vrf default

4001:2 --------à exports the spoke routes into CE2 into vrf default

4001:3 --------à exports the spoke routes into CE2 into vrf default

4001:4 --------à exports the spoke routes into CE2 into vrf default

!

export route-target

4000:4

!

!

!
vrf A2-Hub-3in

address-family ipv4 unicast

import route-target

4000:1

4000:2

4000:3

4000:4

!

export route-target

4000:3--------à selected spoke routes (in the prefix-set below) can be re-exported with
hub route target so other spokes can reach them via A2-Hub-3in

!

!

!

prefix-set A2-Spoke-family

112.31.1.0/24,

112.32.1.0/24,

152.31.1.0/24,

132.30.1.0/24,

102.9.9.102/32,
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103.31.31.103/32,

183.31.1.0/24,

183.32.1.0/24

end-set

!
route-policy A2-Spoke-family

if destination in A2-Spoke-family then

pass

else

drop

endif

end-policy

!

router bgp 1

vrf A2-Hub-3in

rd 4000:3

address-family ipv4 unicast

route-target download

redistribute connected

!

neighbor 113.113.114.9

remote-as 12

address-family ipv4 unicast

route-policy A2-Spoke-family in ------スポークサイトによる RPF A2-Hub-3inでのインポートが可能
となるように、選択したスポークルートをハブルートターゲットでリークします。

route-policy pass-all out

!

!

!

!

router bgp 1

vrf A2-Hub-3out

rd 4000:4

address-family ipv4 unicast

route-target download
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redistribute connected

!

!

!
router bgp 1

vrf A2-Hub-2

rd 4000:2

address-family ipv4 unicast
route-target download

redistribute connected

redistribute eigrp 20 match internal external metric 1000

!

!

!

multicast-routing

vrf A2-Hub-2

address-family ipv4

log-traps

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!

multicast-routing

vrf A2-Hub-3in

address-family ipv4

log-traps

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!

multicast-routing

vrf A2-Hub-3out

address-family ipv4
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log-traps

rate-per-route

interface all enable

accounting per-prefix

!

!

!
router pim

vrf A2-Hub-2

address-family ipv4

rpf topology route-policy A2-Hub-Policy

bsr relay vrf A2-Spoke-3 listen

auto-rp relay vrf A2-Hub-Tunnel

!

!

!
router pim
vrf A2-Hub-3in
address-family ipv4
rpf topology route-policy A2-Hub-Policy
!
!
!
router pim
vrf A2-Hub-3out
address-family ipv4
rpf topology route-policy A2-Hub-Policy
!
!
!

route-policy A2-Hub-Policy
if extcommunity rt matches-any (4000:1, 4000:2, 4000:3, 4000:4) then
set rpf-topology vrf A2-Hub-Tunnel
elseif extcommunity rt matches-any (4001:1, 4001:2, 4001:3, 4001:4) then
set rpf-topology vrf A2-Spoke-Tunnel
else
pass
endif
end-policy

!

任意のCE-PEプロトコルを使用できます。この例では、A2-Hub-3outが、CE2への EIGRPを通過
するすべてのハブアンドスポークルートをエクスポートします。

A2-Hub-3inは、ルートポリシーA2-Spoke-familyを使用して、選択したスポークルートをBGPを
通じて PE2に再インポートします。

router eigrp 20
vrf A2-Hub-3out
address-family ipv4
default-metric 1000 1 255 1 1500
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autonomous-system 20
redistribute bgp 1
interface GigabitEthernet0/1/0/1.13
hold-time 60

!

!

!

!

CE2：

ここで A2-Hub-3inおよび A2-Hub-3outインターフェイスは、VRFのデフォルトにあり、ハブサ
イトの VRFにはありません。

interface GigabitEthernet0/12/1/0.12
description To PE2 or vrf A2-Hub-3in
ipv4 address 113.113.114.9 255.255.255.252
dot1q vlan 3001

!
interface GigabitEthernet0/12/1/0.13
description To PE2 or vrf A2-Hub-3out
ipv4 address 113.113.114.13 255.255.255.252
dot1q vlan 3002
!
router bgp 12
nsr
bgp graceful-restart

address-family ipv4 unicast
redistribute connected
redistribute eigrp 20
!
neighbor 113.113.114.10 --à this is the A2-Hub-3in neighbor on PE2.
remote-as 1
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
!
!
!

LSM based MLDP の設定例
次の例では、MLDP based MVPNを設定するための複数のプロファイルについて説明します。

BGP アドバタイズメントを使用しない Rosen MLDP

vrf 1
vpn id 1:1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
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!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
route-policy mldp-1
set core-tree mldp-default

end-policy
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
!
!
router bgp 100 mvpn
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
!
vrf 1
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
vrf 1
address-family ipv4
interface all enable
mdt default mldp ipv4 1.1.1.1
accounting per-prefix
!
!
router pim
vrf 1
address-family ipv4
rpf topology route-policy mldp-1
rp-address 10.1.1.1
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!
!

BGP アドバタイズメントを使用した Rosen MLDP

vrf 101
vpn id 101:101
address-family ipv4 unicast
import route-target
101:101
!
export route-target
101:101
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback101
vrf 101
ipv4 address 10.1.101.1 255.255.255.255
!
route-policy mldp-101
set core-tree mldp-default

end-policy
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
interface GigabitEthernet0/3/2/1
!
interface GigabitEthernet0/3/2/2
!
!
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
router bgp 100 mvpn
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
vrf 101
rd 101:101
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
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address-family ipv4 mvpn
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
!
multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
router pim
vrf 101
address-family ipv4
rpf topology route-policy mldp-101
vpn-id 101
rp-address 10.1.101.1
!
!

VRF のインバンドプロファイル

vrf 250
address-family ipv4 unicast
import route-target
250:250
!
export route-target
250:250
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback250
vrf 250
ipv4 address 10.1.250.1 255.255.255.255
!
route-policy mldp-250
set core-tree mldp-inband

end-policy
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
interface GigabitEthernet0/3/2/1
!
interface GigabitEthernet0/3/2/2
!
!
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mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
!
vrf 250
rd 250:250
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
!
multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
vrf 250
address-family ipv4
mdt mldp in-band-signaling
interface all enable
!
!
router pim
vrf 250
address-family ipv4
rpf topology route-policy mldp-250
rp-address 10.1.250.1
!
!

BGP-AD を使用しないパーティション化 MDT MP2MP

vrf 251
address-family ipv4 unicast
import route-target
251:251
!
export route-target
251:251
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!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback251
vrf 251
ipv4 address 10.11.1.1 255.255.255.255
!
route-policy mldp-251
set core-tree mldp-partitioned-mp2mp

end-policy
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
interface GigabitEthernet0/3/2/1
!
interface GigabitEthernet0/3/2/2
!
!
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
!
neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
!
vrf 251
rd 251:251
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
!
multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
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interface all enable
accounting per-prefix
!
vrf 251
address-family ipv4
mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp
interface all enable
!
!
router pim
vrf 251
address-family ipv4
rpf topology route-policy mldp-251
rp-address 10.11.1.1
!
!

BGP-AD を使用したパーティション化 MDT MP2MP

vrf 301
address-family ipv4 unicast
import route-target
301:301
!
export route-target
301:301
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback301
vrf 301
ipv4 address 10.11.51.1 255.255.255.255
!
route-policy mldp-301
set core-tree mldp-partitioned-mp2mp

end-policy
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
interface GigabitEthernet0/3/2/1
!
interface GigabitEthernet0/3/2/2
!
!
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
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!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
vrf 301
rd 301:301
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
!

multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
vrf 301
address-family ipv4
bgp auto-discovery mldp
mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp
interface all enable
!
!
router pim
vrf 301
address-family ipv4
rpf topology route-policy mldp-301
rp-address 10.11.51.1
!
!

BGP アドバタイズメントを使用した Multidirectional Selective Provider Multicast Service Instance
mLDP-P2MP

vrf 401
address-family ipv4 unicast
import route-target
401:401
!
export route-target
401:401
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback401
vrf 401
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ipv4 address 10.11.151.1 255.255.255.255
!
route-policy mldp-401
set core-tree mldp-partitioned-p2mp

end-policy
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
interface GigabitEthernet0/3/2/1
!
interface GigabitEthernet0/3/2/2
!
!
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
vrf 401
rd 401:401
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
!
multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
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vrf 401
address-family ipv4
bgp auto-discovery mldp
mdt partitioned mldp ipv4 p2mp
interface all enable
!
!
router pim
vrf 401
address-family ipv4
rpf topology route-policy mldp-401
rp-address 10.11.151.1
!

BGP アドバタイズメントを使用した Rosen-GRE

vrf 501
address-family ipv4 unicast
import route-target
501:501
!
export route-target
501:501
!
!
!
interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback501
vrf 501
ipv4 address 10.111.1.1 255.255.255.255
!

<no route policy?>

vrf 501
rd 501:501
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
router ospf 1
address-family ipv4 unicast
area 0
mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface Loopback1
!
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
interface GigabitEthernet0/3/2/1
!
interface GigabitEthernet0/3/2/2
!
!
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
router bgp 100
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
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neighbor 5.5.5.5
remote-as 100
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family vpnv6 unicast
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
vrf 501
rd 501:501
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/2/0
!
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
graceful-restart
mldp
logging internal
!
<all core-facing interfaces>
!
!
multicast-routing
address-family ipv4
nsf
mdt source Loopback0
interface all enable
accounting per-prefix
!
vrf 501
address-family ipv4
bgp auto-discovery pim
mdt default ipv4 232.1.1.1
interface all enable
!
!
router pim
vrf 501
address-family ipv4
rp-address 10.111.1.1
!
!
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