
マルチキャスト発信元検出プロトコルコマ

ンド： Cisco ASR 9000 Series Router

この章では、Cisco ASR 9000シリーズルータでマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）
の設定やモニタを行うときに使用するコマンドについて説明します。

マルチキャストルーティングの概念、設定作業、および例の詳細については、『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services RouterMulticast ConfigurationGuide』のコンフィギュレーションモジュー
ル「Implementing Multicast Routing on Cisco ASR 9000シリーズルータ」を参照してください。
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cache-sa holdtime
ルータで、キャッシュの送信元アクティブ（SA）ステートのホールドタイム期間を設定するに
は、MSDPコンフィギュレーションモードで cache-sa-holdtimeコマンドを使用します。デフォル
トの動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

cache-sa-holdtime holdtime-number

no cache-sa-holdtime holdtime-number

___________________
構文の説明

ホールドタイム期間（秒）。範囲は 150～ 3600です。holdtime-number

___________________
コマンドデフォルト holdtime-number：150秒

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

cache-sa-holdtimeコマンドは、キャッシュの SAステートのホールドタイムを増加するために使
用されます。作成されるキャッシュエントリは、通常、150秒後に期限切れになります。トラブ
ルシューティングでは、MSDPを使用して、より長い期間の SAキャッシュエントリを維持する
ことが必要になる場合があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

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マンドリファレンスリ
リース 4.3.x    

   OL-28463-01-J 3

マルチキャスト発信元検出プロトコルコマンド： Cisco ASR 9000 Series Router
cache-sa holdtime



___________________
例 次の例に、キャッシュのSAステートのホールドタイム期間を200秒に設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# cache-sa-holdtime
200

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータのキャッシュの送信元アクティブ（SA）ステート
を制御します。

cache-sa-state, （5ページ）
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cache-sa-state
ルータのキャッシュの送信元アクティブ（SA）ステートを制御するには、MSDPコンフィギュ
レーションモードで cache-sa-stateコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

cache-sa-state {list access-list-number| rp-list access-list-name}

no cache-sa-state {list access-list-number| rp-list access-list-name}

___________________
構文の説明

キャッシュする (S, G)ペアを定義する、IPアクセスリストを
指定します。

list access-list-number

送信元ランデブーポイント（RP）のアクセスリスト名を指定
します。

rp-list access-list-name

___________________
コマンドデフォルト ルータは SAステートになります。

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

SAメッセージの到着直後に新規メンバがグループに参加すると、遅延が発生し、SAメッセージ
が失われることがあります。この問題を回避するため、このコマンドを設定すると、ルータが新

規メンバに対して、次の SAメッセージの受信を待機するように求めずに、SA情報（キャッシュ
メモリからの）を提供できるようになります。

ピアから受信した SAメッセージをキャッシュするため、cache-sa-stateコマンドは、マルチキャ
スト発信元検出プロトコル（MSDP）スピーカーごとに実行する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、グループ 224.2.0.0/16に対して送信を行う、10.0.0.0/16にあるすべての送信元にキャッ

シュステートを設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# MSDP
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# cache-sa-state list 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4
access-list 100 permit 10.0.0.0 0.0.255.255 224.2.0.0 0.0.255.255

アクセスリストの送信元フィールドと宛先フィールドは、SAメッセージの (S, G)フィールド
に一致します。アクセスリストの最初のアドレスフィールドとマスクフィールドを送信元に

使用し、2番目のフィールドをグループまたは宛先に使用することをお勧めします。

（注）

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから
学習した (S, G)ステートを表示します。

show msdp sa-cache, （43ページ）
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clear msdp peer
指定したマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアの TCP接続をクリアするには、
EXECモードで clear msdp peerコマンドを使用します。

clear msdp [ipv4] peer peer-address

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

TCP接続をクリアするMSDPピアの IPv4アドレスまたはホスト名。peer-address

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

clear msdp peerコマンドは、MSDPピアへの TCP接続を終了し、すべてのMSDPピア統計情報を
リセットします。また、MSDPピアとの間でやり取りされる入力キューと出力キューをクリアし
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行multicast
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___________________
例 次の例に、アドレス 224.15.9.8にあるMSDPピアの TCP接続をクリアする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear msdp peer 224.15.9.8

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを
設定します。

peer（MSDP）, （29ページ）
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clear msdp sa-cache
外部のマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）送信元アクティブ（SA）キャッシュエン
トリをクリアするには、EXECモードで clear msdp sa-cacheコマンドを使用します。

clear msdp [ipv4] sa-cache [ group-address ]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

（任意）SAキャッシュから外部 SAエントリがクリアされるマルチ
キャストグループのアドレスまたは名前。

group-address

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、デフォルトで SAキャッシュはイネーブルになっています。（注）

グループアドレスまたはグループ名でマルチキャストグループを指定するときに group-address
引数を指定しないと、clear msdp sa-cacheコマンドではすべての外部 SAキャッシュエントリが
クリアされます。

ローカルSAキャッシュエントリのクリアには、clear pim topologyコマンドを使用できます。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行multicast

___________________
例 次の例に、キャッシュから、アドレス 224.5.6.7にあるマルチキャストグループの外部 SAエント

リをクリアする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear msdp sa-cache 224.5.6.7

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから
学習した (S, G)ステートを表示します。

show msdp sa-cache, （43ページ）
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clear msdp stats
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアの統計情報カウンタをリセットするには、
EXECモードで clear msdp statsコマンドを使用します。

clear msdp [ipv4] stats [peer peer-address] [allvalues]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

（任意）指定した IPv6 MSDPピアアドレスまたはピア名について、
MSDPピアの統計情報カウンタをクリアします。

peer peer-address

（任意）すべてのMSDPピアについて、すべての統計情報カウンタを
クリアします。

allvalues

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

clear msdp statsコマンドは、MSDPピアの統計情報カウンタ（送受信されたキープアライブ数、
送受信された送信元アクティブ（SA）エントリなど）をリセットします。

MSDPピアを指定するときに peerキーワードと peer-address引数を指定しないと、このコマンド
ではすべてのMSDPピアの統計情報カウンタがクリアされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行multicast
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___________________
例 次の例に、すべてのピアのすべての統計情報をクリアする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear msdp stats peer 224.0.1.1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアの
統計情報カウンタを表示します。

show msdp statistics peer, （48ページ）
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connect-source
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）接続に使用する送信元アドレスを設定するには、
適切なコンフィギュレーションモードで connect-sourceコマンドを使用します。デフォルトの動
作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

connect-source type [ interface-path-id ]

no connect-source type [ interface-path-id ]

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

EXECモードで show interfacesコマンドを使用して、現在ルータに
設定されているすべてのインターフェイスのリストを表示します。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト MSDP接続に対して送信元アドレスが設定されていないと、ピアに対するインターフェイスの IP

アドレスは送信元アドレスとして使用されます。

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

connect-sourceコマンド：
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•プライマリアドレスが TCP接続のための送信元 IPアドレスになる、インターフェイスのタ
イプとパス IDを指定します。

•リモートドメイン内にあるルータとのピアを確立する、MSDPピアを使用することをお勧め
します。

• MSDPに対してグローバルに設定できます（MSDPピアによる継承が可能です）。このコマ
ンドがピアコンフィギュレーションモードで再発行されると、このグローバルコンフィギュ

レーションは上書きされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、MSDP接続のループバックインターフェイスの送信元アドレスを設定する方法を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface loopback 0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.1.1/24
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# connect-source loopback 0
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default-peer
すべてのマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）送信元アクティブ（SA）メッセージを
受け入れるデフォルトピアを定義するには、MSDPコンフィギュレーションモードでdefault-peer
コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

default-peer ip-address

no default-peer

___________________
構文の説明 MSDPデフォルトピアの IPアドレスまたはドメインネームシステム

（DNS）。
ip-address

___________________
コマンドデフォルト MSDPのデフォルトピアは存在しません。

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

デフォルトのピアコンフィギュレーションは、他のすべてのMSDPRPFルールが失敗すると、最
後の Reverse Path Forwarding（RPF）ルールとして、すべてのMSDP SAメッセージを受け入れま
す。

MSDPピアを BGPピアにしない場合も、default-peerコマンドを使用します。

prefix-list listキーワードと引数を指定しないと、設定したデフォルトピアから受信したすべての
SAメッセージが受け入れられます。

default-peerコマンドにprefix-list listキーワードと引数を指定する場合は、必ず、BGPプレフィッ
クスリストを設定してください。

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マンドリファレンスリ
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、ルータ 172.16.12.0をローカルルータへのデフォルトピアとして設定する方法を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# default-peer 172.16.12.0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを
設定します。

peer（MSDP）, （29ページ）
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description（ピア）
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアのコンフィギュレーションに説明テキスト
を追加するには、ピアコンフィギュレーションモードで descriptionコマンドを使用します。デ
フォルトの動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

description peer-address text

no description peer-address text

___________________
構文の説明

この説明が該当するピアの IPアドレスまたはホスト名。peer-address

MSDPピアの説明。最大 80文字を使用して、このピアについて説明
します。

text

___________________
コマンドデフォルト MSDPピアに説明文は関連付けられていません。

___________________
コマンドモード MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

MSDPピアを識別しやすくするために、説明を設定します。この説明は、show msdp peerコマン
ド出力に表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

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マンドリファレンスリ
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___________________
例 次の例に、IPアドレス 10.0.5.4のルータに、そのルータは顧客 Aのルータであるという説明を付

加する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 10.0.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# description 10.0.5.4 router_at_customer_site_A

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを設
定します。

peer（MSDP）, （29ページ）

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアにつ
いての情報を表示します。

show msdp peer, （38ページ）
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maximum external-sa
ルータまたは特定のMSDPピアによる学習が可能な外部マルチキャスト発信元検出プロトコル
（MSDP）送信元アクティブ（SA）エントリの最大数を設定するには、適切なコンフィギュレー
ションモードでmaximum external-saコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

maximum external-sa entries

no maximum external-sa

___________________
構文の説明

ルータまたは特定のMSDPピアによる学習が可能な SAエントリの最大
数。範囲は 1～ 75000です。

entries

___________________
コマンドデフォルト entries：20000

___________________
コマンドモード MSDPピアコンフィギュレーション

MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

maximum external-saコマンドをMSDPコンフィギュレーションモードで発行すると、ルータに
よる学習が可能な外部 SAエントリ（すべてのピアの累積的 SAステート）の総数が設定されま
す。このコマンドは、トラフィックの負荷が高い状態でのルータリソースの利用率を制御するた

めに使用されます。

外部 SAエントリの最大数を、現在集められている SAステート数よりも小さい数に設定する
と、コンフィギュレーションは失敗します。

（注）
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maximum external-saコマンドをMSDPピアコンフィギュレーションモードで発行すると、特定
のMSDPピアによる学習が可能な外部 SAエントリの総数が設定されます。MSDPコンフィギュ
レーションモードでは、このコマンドを使用して、maximum peer-external-saコマンドで設定し
た外部 SAエントリの最大値を上書きするように特定のMSPDピアを設定することもできます。

特定のMSDPピアの外部 SAエントリの最大数を、ルータによる学習が可能な外部 SAエント
リの最大数よりも大きい数に設定すると、コンフィギュレーションは失敗します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、ルータによる学習が可能な外部 SAエントリの最大数を 30000 SAエントリに設定する

方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# maximum external-sa 30000

次の例に、アドレス 10.1.5.3にあるMSDPピアによる学習が可能な外部 SAエントリの最大数を
25000 SAエントリに設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 10.1.5.3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# maximum external-sa 25000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSDPピアによる学習が可能な外部マルチキャスト発信元検
出プロトコル（MSDP）送信元アクティブ（SA）エントリの
最大数を設定します。

maximum peer-external-sa, （21ペー
ジ）

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアのス
テータスを表示します。

show msdp summary, （50ページ）
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maximum peer-external-sa
MSDPピアによる学習が可能な外部マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）送信元アク
ティブ（SA）エントリの最大数を設定するには、MSDPコンフィギュレーションモードでmaximum
peer-external-saコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no形式
を使用します。

maximum peer-external-sa entries

no maximum peer-external-sa

___________________
構文の説明 MSDPピアによって学習されるSAエントリの最大数。範囲は1～75000

です。

entries

___________________
コマンドデフォルト entries：20000

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

（MSDPコンフィギュレーションモードでの）maximum external-saコマンドは累積総数として
ルータによって受け入れられるSAエントリの最大数を設定するのに対し、maximumpeer-external-sa
コマンドは、設定された各MSDPピアで学習可能な外部 SAエントリの最大数を設定します。

MSDPピアの外部 SAエントリの最大数を、ルータによる学習が可能な外部 SAエントリの最
大数よりも大きい数に設定しようとすると、コンフィギュレーションは失敗します。

（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、各MSDPピアが学習可能な外部 SAエントリの最大数を 27000 SAエントリに設定する

方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# maximum peer-external-sa 27000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のMSDPピアによる学習が可能な外部マル
チキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）送信元アクティブ
（SA）エントリの最大数を設定します。

maximum external-sa, （19ペー
ジ）

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアのステー
タスを表示します。

showmsdp summary, （50ページ）
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mesh-group（ピア）
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを、メッシュグループのメンバとなるよう
に設定するには、ピアコンフィギュレーションモードでmesh-groupコマンドを使用します。デ
フォルトの動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

mesh-group name

no mesh-group name

___________________
構文の説明

メッシュグループ名。name

___________________
コマンドデフォルト メッシュグループに属さないMSDPピアです。

___________________
コマンドモード MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

メッシュグループはMSDPスピーカーのグループであり、相互に完全メッシュ接続されていま
す。メッシュグループで受信された、ピアからの SAメッセージは、同一メッシュグループ内の
他のピアには転送されません。

メッシュグループは、次の目的に使用できます。

• SAメッセージフラッディングの削減

•ピアリバースパス転送（RPF）フラッディングの単純化（MSDPピア間でのボーダーゲー
トウェイプロトコル（BGP）の実行は不要）

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マンドリファレンスリ
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、internalという名前のメッシュグループのメンバにするために、アドレス 10.0.5.4の

MSDPピアを設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 10.0.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# mesh-group internal

   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マンドリファレンス
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originator-id
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）送信元アクティブ（SA）メッセージでランデブー
ポイント（RP）アドレスとして使用するインターフェイスのタイプとインスタンスを識別するに
は、MSDPコンフィギュレーションモードで originator-idコマンドを使用します。デフォルトの
動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

originator-id type interface-path-id

no originator-id type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

EXECモードで show interfacesコマンドを使用して、現在ルータに
設定されているすべてのインターフェイスのリストを表示します。

（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト RPアドレスはオリジネータ IDとして使用されます。

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

originator-idコマンドを使用して、SAメッセージを発信するMSDPスピーカーに、SAメッセー
ジ内の RPアドレスとしてインターフェイスの IPアドレスを使用することを許可します。

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マンドリファレンスリ
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、SAメッセージ内の RPアドレスとしてギガビットイーサネットインターフェイス

0/1/1/0を設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# originator-id GigE0/1/1/0

   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マンドリファレンス
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password（ピア）
2つのマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピア間の TCP接続でのMessage Digest 5
（MD5）認証をイネーブルにするには、MSDPピアコンフィギュレーションモードで password
コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

password {clear| encrypted} password

no password {clear| encrypted} password

___________________
構文の説明

暗号化されていないパスワードが続くことを示します。このパスワードはク

リアテキストで、暗号化されておらず、大文字と小文字が区別されます。

clear

暗号化パスワードが続くことを指定します。このパスワードは暗号化され、

大文字と小文字が区別されます。

encrypted

最高 80文字のパスワード。このパスワードでは、どのような英数字でも使
用できます。ただし、先頭文字が数字である場合、またはパスワードにス

ペースが含まれる場合は、このパスワードを二重引用符で囲む必要がありま

す（例："2 password"）。

password

___________________
コマンドデフォルト パスワードは設定されていません。

___________________
コマンドモード MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

passwordコマンドは、TCP接続された 2つのMSDPピア間で、MD5シグニチャ保護をサポート
します。 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。MD5認証は、両方のMSDPピアで同じパスワードを使用して
設定する必要があります。そうしないと、ピア間の接続は確立されません。MD5認証を設定する

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マンドリファレンスリ
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と、Cisco IOS XRソフトウェアにより、TCP接続上で送信される各セグメントについてMD5ダ
イジェストが生成され、検証されるようになります。

ピアにパスワードが設定されているかどうかを確認するには、show msdp peerコマンドを使用し
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、ピアのMSDPパスワードを設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 10.0.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# password encrypted a34bi5m

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアにつ
いての情報を表示します。

show msdp peer, （38ページ）
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peer（MSDP）
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを設定するには、MSDPコンフィギュレー
ションモードで peerコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

peer peer-address

no peer peer-address

___________________
構文の説明 MSDPピアとなるルータの IPアドレスまたは DNS名。peer-address

___________________
コマンドデフォルト MSDPピアは設定されていません。

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

指定したルータを BGPネイバーとして設定します。

このMSDPピアとともに BGPピアも使用する場合は、BGPと同一の IPアドレスをMSDPに使用
する必要があります。ただし、MSDPピア間にBGPパスがある場合は、MSDPピアとともにBGP
を実行する必要はありません。パスが存在しない場合は、MSDPコンフィギュレーションモード
で default-peerコマンドを設定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast
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___________________
例 次の例に、IPアドレス172.16.1.2のルータを、ローカルルータのMSDPピアとして設定し、MSDP

ピアコンフィギュレーションモードを開始する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 172.16.1.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべてのマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）送信元
アクティブ（SA）メッセージを受け入れるデフォルトピアを定
義します。

default-peer , （15ページ）
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remote-as（マルチキャスト）
このピアのリモートの自律システム番号を設定するには、ピアコンフィギュレーションモードで

remote-asコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用
します。

remote-as as-number

no remote-as as-number

___________________
構文の説明

このピアの自律システム番号です。 2バイトの番号の範囲は 1～ 65535
です。 4バイトの番号の範囲は 1.0～ 65535.65535です。

as-number

___________________
コマンドデフォルト このコマンドをピアコンフィギュレーションモードで発行しないと、リモートの自律システム番

号は（設定されている場合でも）BGPから取得されるか、またはゼロに初期化されます（Interior
Gateway Protocol（IGP）を使用する場合）。

___________________
コマンドモード MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

設定したボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）から自律システム番号を取得する必要がない
場合は、remote-asコマンドを使用して、リモートの自律システムを設定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast
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___________________
例 次の例に、指定したピアの自律システム番号を 250に設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 172.16.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# remote-as 250
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sa-filter
指定したマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから受信した送信元アクティブ
（SA）メッセージの着信/発信フィルタリストを設定するには、適切なコンフィギュレーション
モードで sa-filterコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンドのno形式
を使用します。

sa-filter {in| out} {list access-list-name| rp-list access-list-name}

no sa-filter {in| out} {list access-list-name| rp-list access-list-name}

___________________
構文の説明

着信/発信 SAフィルタリングを指定します。in | out

（任意）IPアクセスリストの番号または名前を指定します。アク
セスリストを指定しないと、ピアからの (S, G)ペアはフィルタリ
ングされません。

list access-list-name

SAメッセージの送信元 RPアクセスリストを指定します。rp-list access-list-name

___________________
コマンドデフォルト sa-filterコマンドを設定しないと、着信/発信メッセージはフィルタリングされず、ピアからのす

べての着信SAメッセージが受け入れられます。また、受信されたすべての発信SAメッセージは
ピアに転送されます。

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。
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sa-filterコマンドは、MSDPに対してグローバルに設定できます（MSDPピアによって継承さ
れます）が、このグローバルコンフィギュレーションは、ピアコンフィギュレーションモー

ドでコマンドが再発行されると上書きされます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例では、アクセスリスト 10を渡す (S, G)ペアだけが、SAメッセージで、IPアドレスが

131.107.5.4のピアに転送されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 131.107.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# sa-filter out list_10

次の例では、アクセスリスト 151を渡す RPの (S, G)ペアだけが、SAメッセージで、IPアドレス
が 131.107.5.4のピアに転送されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 131.107.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# sa-filter out rp-list list_151

アクセスリストの送信元フィールドと宛先フィールドは、SAメッセージの (S, G)フィールド
に一致します。アクセスリストの最初のアドレスフィールドとマスクフィールドを送信元に

使用し、2番目のフィールドをグループまたは宛先に使用することをお勧めします。

（注）

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを
設定します。

peer（MSDP）, （29ページ）
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show msdp globals
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）グローバル変数を表示するには、EXECモードで
show msdp globalsコマンドを使用します。

show msdp [ipv4] globals

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

4バイト自律システム番号表記のasplain形式がサポートされました。
入力パラメータおよび出力は、asplainまたは asdot表記で 4バイト
自律システム番号と拡張コミュニティを表示するように変更されま

した。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン 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。

MSDPセッションに関連付けられている一部のグローバル変数（オリジネータ ID、デフォルトピ
ア、Protocol IndependentMulticast（PIM）や送信元などを使用した接続ステートなど）が表示され
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りmulticast
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___________________
例 次に、show msdp globalsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp globals

Multicast Source Discovery Protocol - msdp[405672]
AS: 10, caching, originator: not set, default peer: not set
Connected to PIM: yes
Active RP Grange/len Source Count

ADV/RPF (Total, Active)
10.10.2.1 224.0.0.0/4 0,0
10.10.10.3 0.0.0.0 1,1

Max/active group count: 1/1
Max/active SA count: 1/1

General stats
Current lists alloced/free: 2/0
Total list items alloced/free: 9/1
Total source buffers alloced/free: 1/0
Total group buffers alloced/free: 1/0
Total RP buffers alloced/free: 2/0
TLV buffers alloced/free: 1/1

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 1：show msdp globals のフィールドの説明

説明フィールド

ローカルな自律システム。AS

イネーブルになっている SAキャッシュ。caching

ローカル RP。originator

すべての RPFルールが失敗したときに SAメッ
セージを受け入れるデフォルトピア。

default peer

SAメッセージのこのルータへの送信に関与す
るすべての RP。

Active RP

マルチキャストグループ範囲またはマルチキャ

ストグループマスク。

フィールドは、ローカル RPに指定のグループ
範囲が存在する場合のみ表示されます。グルー

プ範囲が指定されていない場合（SAをアドバ
タイズする RPなど）は、アドバタイズ元のア
ドレスとRPF情報のみが表示されます（以下の
「ADV/RPF」を参照）。

Grange/len

合計と、各 RPによってアドバタイズされたア
クティブな SAメッセージ。

Source Count
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説明フィールド

アドバタイズ元のアドレスと RPFエントリ。ADV/RPF

ルータがブートされてからの最大のグループカ

ウントと、アクティブなグループの数。

Max/active group count

ルータがブートされてからの最大のSAメッセー
ジカウントと、アクティブな SAメッセージの
数。

Max/active SA count

割り当てられた内部送信元バッファと、割り当

てられてから解放された内部送信元バッファの

数。

Total source buffers alloced/free

割り当てられた内部グループバッファと、割り

当てられてから解放された内部グループバッ

ファの数。

Total group buffers alloced/free

割り当てられた内部 RPバッファと、割り当て
られてから解放された内部 RPバッファの数。

Total RP buffers alloced/free

割り当てられた内部存続可能時間バッファと、

割り当てられてから解放された内部 TTLバッ
ファの数。

TLV buffers alloced/free

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアについ
ての情報を表示します。

show msdp peer, （38ページ）

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから学
習した (S, G)ステートを表示します。

show msdp sa-cache, （43ページ）
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show msdp peer
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアについての詳細を表示するには、EXECモー
ドで show msdp peerコマンドを使用します。

show msdp [ipv4] peer [ peer-address ]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

（任意）情報が表示されるMSDPピアの IPアドレスまたはホスト
名。

peer-address

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

4バイト自律システム番号表記のasplain形式がサポートされました。
入力パラメータおよび出力は、asplainまたは asdot表記で 4バイト
自律システム番号と拡張コミュニティを表示するように変更されま

した。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン 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。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りmulticast
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___________________
例 次に、show msdp peerコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp peer 10.10.10.2

MSDP Peer 10.10.10.2 (?), AS 20
Description:
Connection status:
State: Up, Resets: 0, Connection Source: 10.10.10.12
Uptime(Downtime): 00:00:26, SA messages received: 0
TLV messages sent/received: 1/1
Output messages discarded: 0
Connection and counters cleared 00:00:26 ago
SA Filtering:
Input (S,G) filter: none
Input RP filter: none
Output (S,G) filter: none
Output RP filter: none
SA-Requests:
Input filter: none
Sending SA-Requests to peer: disabled
Password: None
Peer ttl threshold: 0
Input queue size: 0, Output queue size: 0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 2：show msdp peer のフィールドの説明

説明フィールド

MSDPピアの IPアドレスです。MSDP Peer

ピアが属する自律システム（AS）。AS

MSDPピアの状態。State

MSDPピアがアップまたはダウンする日付と時
間（前のカラムで示されているステートごとに

表示されます）。 24時間以内の場合、時間、
分、秒が表示されます。

Uptime(Downtime)

ピアに送信される SAメッセージの数と、ピア
から受信する SAメッセージの数。

Msgs Sent/Received

ピアの名前。Peer Name

TCPローカル接続アドレスの IPアドレスを取
得するのに使用するインターフェイス。

TCP connection source

アクセスリストフィルタリングSA入力の名前
（該当する場合）。

SA input filter
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説明フィールド

アクセスリストフィルタリングSA出力の名前
（該当する場合）。

SA output filter

アクセスリストフィルタリング SA要求メッ
セージの名前（該当する場合）。

SA-Request filter

SA要求メッセージを送信するように設定され
ているピアはありません。

Sending SA-Requests to peer

パスワードの情報。パスワードがアクティブな

ピアに設定されている場合は、「Configured, set
on active socket」と表示されます。

Password

IPヘッダーの TTLが、ここで指定された値以
上であるマルチキャストパケットのみが、

MSDPピアに送信されます。

Peer ttl threshold

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを設
定します。

peer（MSDP）, （29ページ）

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから
学習した (S, G)ステートを表示します。

show msdp sa-cache, （43ページ）
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show msdp rpf
送信元 RPからの送信元アクティブ（SA）を受け入れるかどうかを規定するマルチキャスト発信
元検出プロトコル（MSDP）リバースパス転送（RPF）ルールを表示するには、EXECモードで
show msdp rpfコマンドを使用します。

show msdp [ipv4] rpf rpf-address

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

RPFネクストホップの IPアドレスまたはホスト名。rpf-address

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

show msdp rpfコマンドを実行すると、MSDP RPFルールに基づいて SAが送信され、転送される
ピアインターフェイスと自律システムが表示されます。ルールは表示され、到着した SAの RP
アドレスフィールドに適用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りmulticast
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___________________
例 次に、RPピア 10.1.1.1に show msdp rpfコマンドを実行した場合の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp rpf 10.1.1.1

RP peer for 172.16.1.1 is 10.1.1.1 AS 200, rule: 1
bgp/rib lookup: nexthop: 10.1.1.1, asnum: 200

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 3：show msdp rpf のフィールドの説明

説明フィールド

MSDP RPFピアの IPアドレス。RP peer for 172.16.1.1 is 10.1.1.1

ピアが属する自律システム（AS）。AS 200

SAから学習され、一致するMSDPRPFルール。rule: 1

マルチキャスト RPFルーティングテーブルの
ルックアップ。

bgp/rib lookup:

SAが最終宛先に到達するように送信されたルー
タ。

nexthop: 10.1.1.1

ネクストホップ隣接ルータの自律システム番

号。

asnum: 200
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show msdp sa-cache
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから学習した (S, G)ステートを表示するに
は、EXECモードで show msdp sa-cacheコマンドを使用します。

showmsdp [ipv4] sa-cache [ source-address ] [ group-address ] [all] [asnum as-number] [peer peer-address]
[rpaddr rp-address] [summary]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

（任意）(S, G)情報が表示される送信元の送信元アドレスまたはホス
ト名。

source-address

（任意）(S, G)情報が表示されるグループのグループアドレスまたは
名前。

group-address

（任意）すべての送信元 SAエントリを、PIM Interested（PI; PIM関
与）フラグとともに表示します。

all

（任意）指定した自律システム番号の SAエントリを表示します。 2
バイト自律システム番号（ASN）の範囲は 1～ 65535です。 asplain形
式の 4バイト自律システム番号（ASN）の範囲は、1～ 4294967295で
す。 asdot形式の 4バイト自律システム番号（ASN）の範囲は、1.0～
65535.65535です。

asnum as-number

（任意）ピアエントリ情報（ピア名やピアアドレスなど）を表示しま

す。

peer peer-address

（任意）指定したRPアドレスに一致するSAエントリを表示します。rpaddr rp-address

（任意）すべての SAエントリ、RP、送信元、グループのカウントを
表示します。

summary

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

4バイト自律システム番号表記のasplain形式がサポートされました。
入力パラメータおよび出力は、asplainまたは asdot表記で 4バイト
自律システム番号と拡張コミュニティを表示するように変更されま

した。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン 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。

show msdp sa-cacheコマンドは、SAキャッシュに格納されている (S, G)エントリ、属性、フラ
グ、（L、E、EA）、稼働時間、自律システム番号、RPアドレスを確認するために使用されます。

このコマンドを使用するときには、次のガイドラインが適用されます。

•デフォルトで、cache-sa-stateコマンドはイネーブルになっています。

• summaryキーワードを指定すると、キャッシュ、グループ、送信元エントリ、各 RPと自律
システムによってアドバタイズされたエントリの総数が表示されます。

• 2つのアドレスや名前を入力した場合、これらのアドレスに対応する (S, G)エントリが表示
されます。

• 1つのグループアドレスを指定すると、そのグループのすべての送信元が表示されます。

•オプションを指定しないと、PIフラグエントリを除く SAキャッシュ全体が表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りmulticast

___________________
例 次に、show msdp sa-cacheコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp sa-cache

MSDP Flags:
E - set MRIB E flag, L - domain local source is active,
EA - externally active source, PI - PIM is interested in the group,
DE - SAs have been denied.
Cache Entry:
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(10.10.5.102, 239.1.1.1), RP 10.10.4.3, AS 20, 15:44:03/00:01:17
Learned from peer 10.10.2.2, RPF peer 10.10.2.2
SA's recvd 1049, Encapsulated data received: 0
grp flags: PI, src flags: E, EA, PI

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 4：show ip msdp sa-cache のフィールドの説明

説明フィールド

2番めのアドレス（グループ）に送信している
最初のアドレス（送信元）。

(10.10.5.102, 239.1.1.1)

SAメッセージが開始された送信元ドメインの
RPアドレス。

RP 10.10.4.3

RPはユニキャスト RPFテーブルに従って自律
システム AS20にあります。

•マルチプロトコルボーダーゲートウェイ
プロトコル（MBGP）が設定されていない
場合：RIBテーブル 1。

• MBGPが設定されている場合：RIBテーブ
ル 2またはマルチキャストテーブル。

MBGP/AS 20

ルートは、15時間 44分 3秒の間、キャッシュ
されています。 1分と 17秒の間に SAメッセー
ジが受信されないと、ルートは SAキャッシュ
から削除されます。

15:44:03/00:01:17

MSDP SAは、SAパスが確立したときに受信者
がデータを取りこぼさないようにするため、送

信元が開始したときにすべてのデータ情報を

キャプチャします。

Encapsulated data received: 0

次に、allキーワードオプションを使用した場合の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp sa-cache all

MSDP Flags:
E - set MRIB E flag , L - domain local source is active,
EA - externally active source, PI - PIM is interested in the group,
DE - SAs have been denied. Timers age/expiration,
Cache Entry:

(*, 239.1.1.1), RP 0.0.0.0, AS 0, 06:32:18/expired
Learned from peer local, RPF peer local
SAs recvd 0, Encapsulated data received: 0 grp flags: PI, src flags:

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。
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表 5：show ip msdp sa-cache のフィールドの説明

説明フィールド

ローカルのインターネットグループ管理プロト

コル（IGMP）参加によるグループ内の PI。
(*, 239.1.1.1)

このエントリに関連付けられている RPはあり
ません。

RP 0.0.0.0

このエントリは0、自律システム（AS）ランデ
ブーポイント（RP）は nullです。

AS 0

ルートは、時間：分：秒の間、動作していま

す。このルートはMRIBおよび PIMから受信
されるため、MSDPによる監視は行われないこ
とに注意してください。

06:32:18/expired

次に、summaryキーワードオプションを使用した場合の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp sa-cache summary

Total # of SAs = 3
Total # of RPs = 2
Total # of Sources = 1
Total # of Groups = 3

Originator-RP SA total RPF peer

172.16.1.1 0 0.0.0.0
172.17.1.1 3 172.17.1.1

AS-num SA total

200 3

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 6：show msdp sa-cache summary のフィールドの説明

説明フィールド

システムで現在アクティブになっている SAの
総数。

Total # of SAs

このシステムにSA情報を配布したRPの総数。Total # of RPs

すべてのドメインでアクティブになっている送

信元の総数。

Total # of Sources

送信元がすべてのドメインからのデータを送信

している、グループの総数。

Total # of Groups
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説明フィールド

各RPおよび送信元ドメインに基づくSA情報。Originator-RP

送信元自律システムに基づく SA情報。AS-num

次に、asnumキーワードオプションを使用した場合の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp sa-cache asnum 200

MSDP Flags:
E - set MRIB E flag , L - domain local source is active,
EA - externally active source, PI - PIM is interested in the group,
DE - SAs have been denied. Timers age/expiration,
Cache Entry:

(172.31.1.1, 239.1.1.1), RP 5.1.1.1, AS 200, 00:00:25/00:02:04
Learned from peer 5.1.1.1, RPF peer 172.17.1.1
SAs recvd 1, Encapsulated data received: 100
grp flags: none, src flags: EA

(172.31.1.1, 239.1.1.2), RP 172.17.1.1, AS 200, 00:00:16/00:02:13
Learned from peer 172.17.1.1, RPF peer 172.17.1.1
SAs recvd 1, Encapsulated data received: 100
grp flags: none, src flags: EA

(172.31.1.1, 239.1.1.3), RP 172.17.1.1, AS 200, 00:00:13/00:02:16
Learned from peer 172.17.1.1, RPF peer 172.17.1.1
SAs recvd 1, Encapsulated data received: 100
grp flags: none, src flags: EA

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータのキャッシュの送信元アクティブ（SA）ステート
を制御します。

cache-sa-state, （5ページ）

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを設
定します。

peer（MSDP）, （29ページ）
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show msdp statistics peer
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアの統計情報カウンタを表示するには、EXEC
モードで show msdp statistics peerコマンドを使用します。

show msdp [ipv4] statistics peer [ peer-address ]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

（任意）MSDPピアの IPアドレスまたは名前。peer-address

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

show msdp statistics peerコマンドを実行すると、MSDPピアの統計情報（送受信されたキープア
ライブメッセージの数、送受信された送信元アクティブ（SA）エントリの数など）が表示されま
す。

MSDPピアを指定するときにpeer-address引数を指定しないと、このコマンドではすべてのMSDP
ピアの統計情報カウンタが表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りmulticast
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___________________
例 次に、show msdp statistics peerコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp statistics peer

MSDP Peer Statistics :-

Peer 10.1.2.3 : AS is 10, State is Up, 0 active SAs
TLV Rcvd : 57 total

57 keepalives, 0 notifications
0 SAs, 0 SA Requests
0 SA responses, 0 unknowns

TLV Sent : 57 total
54 keepalives, 0 notifications
3 SAs, 0 SA Requests
0 SA responses

SA msgs : 0 received, 3 sent
Peer 10.2.3.4 : AS is 0, State is Connect, 0 active SAs

TLV Rcvd : 0 total
0 keepalives, 0 notifications
0 SAs, 0 SA Requests
0 SA responses, 0 unknowns

TLV Sent : 0 total
0 keepalives, 0 notifications
0 SAs, 0 SA Requests
0 SA responses

SA msgs : 0 received, 0 sent

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 7：show msdp statistic peer のフィールドの説明

説明フィールド

MSDPピアのすべての統計情報が表示されま
す。

Peer 10.1.2.3

ピアは自律システム（AS）10に属しています。AS 10

ピアが確立されています。State is UP

このピアからのアクティブなSAはありません。0 active SAs

このピアから受信した、TLVに関する情報。TLV Rcvd

このピアに送信した、TLVに関する情報。TLV Sent

このピアの SAメッセージに関する情報。SA msgs

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアの統
計情報カウンタをリセットします。

clear msdp stats, （11ページ）
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show msdp summary
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアのステータスを表示するには、EXECモード
で show msdp summaryコマンドを使用します。

show msdp [ipv4] summary

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスプレフィックスを指定します。ipv4

___________________
コマンドデフォルト IPv4アドレッシングがデフォルトです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

show msdp summaryコマンドを実行すると、次のようなピアステータスが表示されます。

•ピアアドレス

•ピア自律システム

•ピアの状態

•アップタイムとダウンタイム

•送受信された SAメッセージの数

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りmulticast
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___________________
例 次に、show msdp summaryコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show msdp summary

Out of Resource Handling Enabled
Maximum External SA's Global : 20000
Current External Active SAs : 0

MSDP Peer Status Summary
Peer Address AS State Uptime/ Reset Peer Active Cfg.Max TLV

Downtime Count Name SA Cnt Ext.SAs recv/sent
10.1.1.1 0 NoIntf 00:10:07 0 ? 0 0 0/0

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 8：show msdp summary のフィールドの説明

説明フィールド

このルータがMSDPピアリングを確立した隣接
ルータアドレス。

Peer Address

ピアが属する自律システム。AS

ピアリングのステート（UP、Inactive、Connect、
NoIntfなど）。

State

MSDPピアリングのアップタイムとダウンタイ
ム（時間、分、秒）。

Uptime/Downtime

MSDPピアがリセットされた回数。Reset Count

ピアの DNS名（該当する場合）。Peer Name

このルータでアクティブになっている SAの総
数。

Active SA Cnt

SAドロップ後の、最大外部 SAの総数。設定
されていないと 0になります。

Cfg. Max Ext. SAs

送受信された TLVの総数。TLV recv/sent

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアについ
ての情報を表示します。

show msdp peer, （38ページ）
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説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアから学
習した (S, G)ステートを表示します。

show msdp sa-cache, （43ページ）
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shutdown（MSDP）
マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアをシャットダウンするには、ピアコンフィ
ギュレーションモードで shutdownコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

shutdown

no shutdown

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードや引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

shutdownコマンドを使用して、ピアをシャットダウンします。同じピアに対して多数のMSDP
コマンドを設定するには、ピアをシャットダウンして設定し、その後でピアをアクティブにしま

す。

ピアのコンフィギュレーション情報を失わずに、MSDPセッションをシャットダウンすることも
できます。

ピアがシャットダウンすると、TCP接続が終了し、再起動されません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast
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___________________
例 次の例に、アドレス 172.16.5.4でピアをシャットダウンする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# peer 172.16.5.4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp-peer)# shutdown

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアにつ
いての情報を表示します。

show msdp peer, （38ページ）
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ttl-threshold（MSDP）
送信元アクティブ（SA）メッセージでマルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアに送
信されるマルチキャストデータパケットを制限するには、MSDPコンフィギュレーションモー
ドまたはピアコンフィギュレーションモードで ttl-thresholdコマンドを使用します。デフォルト
の動作に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ttl-threshold ttl

no ttl-threshold ttl

___________________
構文の説明

存続可能時間。値の範囲は 1～ 255です。ttl

___________________
コマンドデフォルト ttl : 1

___________________
コマンドモード MSDPコンフィギュレーション

MSDPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

ttl-thresholdコマンドにより、データがカプセル化された送信元アクティブ（SA）メッセージで
送信されるマルチキャストデータパケットを制限します。 IPヘッダーの存続可能時間（TTL）
が ttl引数以上のマルチキャストパケットのみが、IPアドレスまたは名前で指定されたMSDPピ
アに送信されます。

ttl-thresholdコマンドを使用して、TTLを使ってマルチキャストデータトラフィックを検査しま
す。たとえば、内部トラフィックの TTL値を 8に制限できます。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。
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このコマンドは、MSDPに対してグローバルに設定できます（MSDPピアによる継承が可能で
す）。ただし、コマンドがピアコンフィギュレーションモードで再発行されると、このグ

ローバルコンフィギュレーションは上書きされます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みmulticast

___________________
例 次の例に、TTLしきい値を 8ホップに設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router msdp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-msdp)# ttl-threshold 8

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチキャスト発信元検出プロトコル（MSDP）ピアを
設定します。

peer（MSDP）, （29ページ）
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