
基本的な IP マルチキャスト設定

IPマルチキャストは、単一の情報ストリームを何千もの潜在的な企業および家庭に同時に配信す
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ウェア、株価情報、ニュースの配信などが含まれます。このモジュールでは、基本的な IPマル
チキャストの設定に使用する作業について説明します。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびプラット
フォームとソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモジュールに記

載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場

合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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基本的な IP マルチキャスト設定の前提条件
•このモジュールに含まれているどの作業を実行する必要があるかを判断するには、使用する
Protocol Independent Multicast（PIM）モードを決定する必要があります。この決定は、ネッ
トワーク上でサポートするアプリケーションによって異なります。

•このモジュールの作業で使用するアクセスリストはすべて、設定作業を開始する前に設定し
ておく必要があります。アクセスリストの設定方法については、『Security Configuration
Guide: Access Control Lists』の「Creating an IP Access List and Applying It to an Interface」モ
ジュールを参照してください。

基本的な IP マルチキャスト設定に関する情報

Auto-RP の概要

PIM ネットワークでの AutoRP の役割
AutoRPは、PIMネットワークにおけるグループからランデブーポイント（RP）へのマッピング
の配信を自動化します。 AutoRPが機能するためには、RPアナウンスメントメッセージを 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デバイスが指定されている必要が
あります。その後、RPマッピングエージェントは、デンスモードフラッディングにより、グ
ループから RPへの一貫したマッピングを他のすべてのデバイスに送信するようになります。

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を自動的に検出します。
インターネット割り当て番号局（IANA）は、224.0.1.39と 224.0.1.40という 2つのグループアド
レスを AutoRP用に割り当てています。

マッピングエージェントは、候補 RPから RPになる意図の通知を受信します。その後、マッピ
ングエージェントがRP選定の結果を通知します。この通知は、他のマッピングエージェントに
よる決定とは別に行われます。
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IP マルチキャスト境界
図に示すように、アドレススコーピングは、同じ IPアドレスを持つ RPが含まれるドメインが相
互にデータを漏出させることのないように、ドメイン境界を定義します。スコーピングは、大き

なドメイン内のサブネット境界や、ドメインとインターネットの間の境界で実行されます。

図 1：境界でのアドレススコーピング

ip multicast boundaryコマンドと access-list引数を使用して、マルチキャストグループアドレス
に対してインターフェイス上で管理用スコープの境界を設定できます。影響を受けるアドレス範

囲は、標準アクセスリストによって定義されます。境界が設定されると、マルチキャストデー

タパケットは境界を越えて出入りできなくなります。境界を定めることで、同じマルチキャスト

グループアドレスをさまざまな管理ドメイン内で使用できます。

インターネット割り当て番号局（IANA）は、マルチキャストアドレス範囲 239.0.0.0～
239.255.255.255を管理用スコープのアドレスとして指定しました。この範囲のアドレスは、さま
ざまな組織で管理されるドメイン内で再使用されます。これらは、グローバルに一意ではなく

ローカルとみなされます。

filter-autorpキーワードを設定して、管理用スコープの境界でAuto-RP検出と通知メッセージを検
査し、フィルタできます。境界のアクセスコントロールリスト（ACL）に拒否された Auto-RP
パケットからのAuto-RPグループ範囲通知は削除されます。Auto-RPグループ範囲通知は、Auto-RP
グループ範囲のすべてのアドレスが境界 ACLによって許可される場合に限り境界を通過できま
す。許可されないアドレスがある場合は、グループ範囲全体がフィルタリングされ、Auto-RPメッ
セージが転送される前に Auto-RPメッセージから削除されます。

PIM ネットワークでの Auto-RP の利点
• Auto-RPでは、指定した RPに対するすべての変更は、RPであるデバイス上で設定すること
ができ、リーフルータ上で設定する必要がありません。

• Auto-RPでは、ドメイン内で RPアドレスをスコーピングできます。
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エニーキャスト RP の概要
エニーキャスト RPは、MSDPの有益な応用です。本来、MSDPは、ドメイン間マルチキャスト
アプリケーション用に開発されたものですが、冗長性および負荷分散機能を提供するドメイン間

機能としてエニーキャスト RPにも使用されます。エンタープライズカスタマーは、通常、単一
のマルチキャストドメイン内の耐障害性要件を満たすために、エニーキャスト RPを使用して
Protocol Independent Multicastスパースモード（PIM-SM）ネットワークを設定します。

エニーキャスト RPでは、ループバックインターフェイス上で同じ IPアドレスを使用して複数の
RPを設定します。エニーキャスト RPループバックアドレスは、32ビットマスクを使用して設
定し、ホストアドレスにする必要があります。すべてのダウンストリームルータは、このエニー

キャスト RPループバックアドレスがローカル RPの IPアドレスであるように設定する必要があ
ります。 IPルーティングでは、トポロジ的に最も近い RPが各ソースおよびレシーバに自動的に
選択されます。ソースはネットワークの周囲に等間隔に配置されていると仮定すると、各 RPに
は同数のソースが登録されます。つまり、ソースを登録するプロセスは、ネットワーク内のすべ

ての RPによって均等に共有されます。

ソースは 1つの RPに登録でき、レシーバは異なる RPに加入できるため、RPにはアクティブな
ソースに関する情報を交換するための手段が必要です。この情報の交換は、MSDPを使用して行
われます。

エニーキャスト RPでは、すべての RPが互いにMSDPピアになるように設定されます。ソース
が 1つの RPに登録すると、特定のマルチキャストグループにアクティブなソースが存在するこ
とを通知する SAメッセージが他の RPに送信されます。その結果、各 RPは、他の RPのエリア
内に存在するアクティブなソースを認識します。いずれかのRPで障害が発生すると、IPルーティ
ングが収束し、他の RPのいずれかが複数のエリアのアクティブ RPになります。新しいソース
は、バックアップRPに登録します。レシーバはこれらの新しいRPに加入し、接続が維持されま
す。

RPは、通常、ソースおよびレシーバとの新しいセッションを開始するためだけに必要になりま
す。 RPは、ソースとレシーバが直接マルチキャストデータフローを確立できるように、共有ツ
リーを支援します。すでにソースとレシーバの間にマルチキャストデータフローが確立されて

いる場合、そのセッションは RP障害による影響を受けません。エニーキャスト RPを使用する
と、いつでもソースおよびレシーバとの新しいセッションを開始できます。

BSR の概要

BSR の選定と機能
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。
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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定されます。これらはブートストラップメッセージを
使用して、最も優先度の高い BSRを検出します。その後、このルータが BSRであると PIMドメ
イン内のすべての PIMルータに通知します。

BSRの選定の後、候補 RPはユニキャストを使用して RPになりたいという要求を BSRに通知し
ます。 BSRは、グループと RPのマッピングセット全体をルータリンクローカルアドレス
224.0.0.13にアドバタイズします。 RPを選択するために Auto-RPによって使用される Auto-RPの
RPマッピングエージェントとは異なり、BSRネットワークのすべてのルータが、RPの選択を行
います。

BSRには RPアドバタイズメントをスコーピングする機能が欠けていますが、BSRはベンダー相
互運用性またはオープンスタンダードの遵守が必要な場合に使用されます。

BSR 境界インターフェイス
PIMスパースモードのドメインの境界インターフェイスには、特にそのインターフェイスによっ
て到達可能な隣接ドメインもPIMスパースモードを実行している場合、そのドメインとの特定の
トラフィックのやりとりを阻止する防止策が必要です。一方のドメインにあるルータは他方のド

メインにある RPを選択し、その結果ドメイン間でプロトコルが誤動作したり分離が行われない
可能性があるため、BSRおよびAuto-RPメッセージを異なるドメイン間で交換しないでください。
インターフェイスでの BSRメッセージの送受信を防ぐために BSR境界インターフェイスを設定
します。

スタティック RP の概要
PIMスパースモードを設定している場合、マルチキャストグループに PIM RPを設定する必要が
あります。 RPは各デバイ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。この作業は、Auto-RPのようにダイナミックメカニズムによってルータが RPを学習するの
ではなく、RPを静的に設定する方法を説明しています。

PIM指定ルータ（DR）は共有ツリーに分散するために、直接接続されたマルチキャストソースか
ら RP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 RPに転送されま
す。データは登録パケットにカプセル化され、直接RPにユニキャストされます。または、RPが
ソースツリーに参加している場合は、RPF転送アルゴリズムによってマルチキャスト転送されま
す。レシーバに直接接続されたラストホップルータは、それぞれの判断でソースツリーに参加

し、共有ツリーから自身をプルーニングできます。

アクセスリストによって定義された複数のグループに単一のRPを設定できます。グループにRP
が設定されていない場合、ルータはPIMデンスモード技術を使用してグループをデンスとして処
理します（no ip pim dm-fallbackコマンドを設定するとこれを防げます）。

ダイナミックとスタティックのグループと RPのマッピングが共に使用され、RPアドレスが競合
している場合、スタティックのグループと RPのマッピングに設定された RPアドレスが（ip pim
rp-address overrideコマンドによって）優先されます。
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overrideキーワードが指定されておらず、RPアドレスが競合している場合、ダイナミックの
グループと RPのマッピングがスタティックのグループと RPのマッピングに優先されます。

（注）

SSM の概要
Source Specific Multicast（SSM）。 SSMは、レシーバが明示的に参加したマルチキャストソース
からのみデータグラムトラフィックがレシーバに転送される IPマルチキャストの拡張機能です。
SSM用に設定されたマルチキャストグループは、（共有ツリーではなく）ソース固有のマルチ
キャスト配信ツリーのみが作成されます。

SSM のコンポーネント
Source SpecificMulticast（SSM）は、ブロードキャストアプリケーションとしても知られる 1対多
アプリケーションをサポートする最善のデータグラム配信モデルです。SSMは、オーディオおよ
びビデオブロードキャストアプリケーション環境を対象とした IPマルチキャストソリューショ
ンの Cisco実装のコアネットワーキングテクノロジーで、RFC 3569に説明されています。次の
2つのコンポーネントは共に SSMの実装をサポートします。

• Protocol Independent Multicast Source-Specific Mode（PIM-SSM）

•インターネットグループ管理プロトコルバージョン 3（IGMPv3）

Protocol Independent Multicast（PIM）SSM（PIM-SSM）は、SSMの実装をサポートするルーティ
ングプロトコルで、PIMスパースモード（PIM-SM）から派生しました。 IGMPは、ホストがルー
タにマルチキャストグループメンバーシップを伝えるために使用するインターネット技術特別調

査委員会（IETF）標準トラックプロトコルです。 IGMPバージョン 3は、SSMに必要なソース
フィルタリングをサポートします。 SSMを IGMPv3と共に実行するには、SSMがデバイス、ア
プリケーションが実行されるホスト、およびアプリケーション自体でサポートされる必要があり

ます。

Internet Standard Multicast と SSM の違い
インターネットと多くの企業イントラネットの標準 IPマルチキャストインフラストラクチャは、
PIM-SMプロトコルとMulticast Source Discovery Protocol（MSDP）に基づいています。これらの
プロトコルは信頼でき、広範で、効率的であることが証明されています。しかし、インターネッ

ト標準マルチキャスト（ISM）サービスモデルの複雑さと機能性の制限があります。たとえば、
ISMでは、ネットワークは、実際にマルチキャストトラフィックを送信しているホストについて
の情報を維持する必要があります。 SSMでは、この情報は IGMPv3によってラストホップデバ
イスにリレーされるソースアドレスを通してレシーバによって提供されます。 SSMは、ISMに
関連付けられた問題への対応を強化し、ネットワーク内で ISM用に開発されたプロトコルと共存
することを目的としています。一般に、SSMは SSMを使用するアプリケーションに IPマルチ
キャストサービスを提供します。
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ISMサービスについては RFC 1112で説明されています。このサービスは、任意のソースからマ
ルチキャストホストグループと呼ばれるレシーバのグループへの IPデータグラムの配信によっ
て構成されています。マルチキャストホストグループのデータグラムトラフィックは、任意の

IPユニキャスト送信元アドレス Sと IP宛先アドレスとしてのマルチキャストグループアドレス
Gのデータグラムで構成されます。システムはホストグループのメンバになることによってこの
トラフィックを受信します。ホストグループのメンバーシップには IGMPバージョン 1、2、ま
たは 3によるホストグループのシグナリングが必要です。

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ユニキャストソースアドレス 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、このトラフィックを受信します。 SSMと ISMのどちらでも、ソース
になるためにシグナリングは必要ありません。ただし、SSMでは、レシーバーは特定の送信元か
らのトラフィックの受信または非受信を決めるために（S, G）への加入または脱退を行う必要が
あります。つまり、レシーバーは加入した（S, G）チャネルからだけトラフィックを受信できま
す。一方、ISMでは、レシーバーは受信するトラフィックの送信元の IPアドレスを知る必要はあ
りません。提案されているチャネル加入シグナリングの標準的な方法では、IGMPINCLUDEモー
ドメンバーシップレポートを使用します。これは、IGMPバージョン 3でのみサポートされてい
ます。

IPマルチキャストグループアドレス範囲の設定済みのサブセットに SSM配信モデルを適用する
ことにより、SSMとISMサービスを一緒に使用できます。インターネット割り当て番号局（IANA）
は、SSMアプリケーションおよびプロトコル用に 232.0.0.0～ 232.255.255.255のアドレス範囲を
確保しています。ソフトウェアでは、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るか、URLRendezvousDirectory
（URD）によって SSMに対応していない限り）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。

SSM の動作
確立されているネットワークは、IPマルチキャストサービスが PIM SMに基づいているので、
SSMサービスをサポートできます。 SSMは、ドメイン間の PIM-SMに必要なプロトコルがすべ
て揃っていないネットワークで単独で配備することもできます。つまり、SSMには RPが必要で
はないため、Auto-RP、MSDP、ブートストラップルータ（BSR）などの RPメカニズムは必要あ
りません。

SSMがすでに PIM-SM用に設定済みのネットワークで配備されている場合、ラストホップデバ
イスのみを、SSMをサポートするソフトウェアイメージにアップグレードする必要があります。
レシーバに直接接続されていないルータを SSMをサポートするソフトウェアイメージにアップ
グレードする必要はありません。一般的に、これらのラストホップではないデバイスは、SSM
範囲で PIM-SMのみを実行する必要があります。これらは、MSDPシグナリング、登録、または
PIM-SM共有ツリー動作がSSM範囲内で発生することを抑制するために、追加のアクセスコント
ロール設定を必要とする場合もあります。

SSMモードの動作は、ip pim ssmグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して SSM
範囲を設定することによってイネーブルにできます。この設定による影響は次のとおりです。
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• SSM範囲内のグループの場合、(S,G)チャネル加入は IGMPv3INCLUDEモードメンバーシッ
プレポートによって受け入れられます。

• SSM範囲のアドレスのPIM動作は、PIM-SMの派生モードであるPIM-SSMに変更されます。
このモードでは、PIM（S, G）加入およびプルーニングメッセージのみがデバイスによって
生成されます。ランデブーポイントツリー（RPT）動作に関連した着信メッセージは無視
されるか、拒否され、着信PIM登録メッセージは登録停止メッセージによってただちに応答
されます。ラストホップデバイス以外のデバイスでは、PIM-SSMは PIM-SMと下位互換性
を保ちます。したがって、ラストホップデバイス以外のデバイスはSSMグループにPIM-SM
を使用できます（SSMをサポートしていない場合など）。

• SSM範囲内のグループの場合、SSM範囲内のMSDP Source-Active（SA）メッセージは受け
入れ、生成、または転送されません。

IGMPv3 ホストシグナリング
IGMPv3は、ホストがマルチキャストグループのラストホップデバイスにメンバーシップを伝え
る IETF標準トラックプロトコルの第 3バージョンです。 IGMPv3は、グループメンバーシップ
を伝える能力をホストに与えます。これによってソースに関するフィルタリングが可能になりま

す。ホストは、特定のソースを除いて、グループに送信するすべてのソースからトラフィックを

受信したい（EXCLUDEと呼ばれるモード）、またはグループに送信する特定のソースからのみ
トラフィックを受信したい（INCLUDEと呼ばれるモード）と伝えることができます。

IGMPv3は、ISMおよび SSMと同時に動作可能です。 ISMでは、EXCLUDEモードと INCLUDE
モードの両方のレポートがラストホップルータによって受け入れられます。SSMでは、INCLUDE
モードレポートのみがラストホップルータによって受け入れられます。

Source Specific Multicast の利点

IP マルチキャストアドレス管理が不要

ISMサービスで、トラフィックディストリビューションは使用する IPマルチキャストグループ
アドレスにのみ基づくため、アプリケーションは一意の IPマルチキャストグループアドレスを
取得する必要があります。異なるソースとレシーバを持つ 2つのアプリケーションが同じ IPマル
チキャストグループアドレスを使用すると、両方のアプリケーションのレシーバが両方のアプリ

ケーションのソースからトラフィックを受信します。適切にプログラムしている場合、レシーバ

は不要なトラフィックをフィルタできますが、この状態は一般的に許容できないレベルの不要な

トラフィックを生み出します。

アプリケーションへの一意の IPマルチキャストグループアドレスの割り当ては問題となります。
最も短期のアプリケーションはセッション記述プロトコル（SDP）やセッション通知プロトコル
（SAP）のようなメカニズムを使用して、ランダムアドレスを取得します。これは、インターネッ
ト内のアプリケーションの増加によってうまく機能しないソリューションです。長期アプリケー

ションの現在のベストソリューションは、RFC2770に説明されていますが、このソリューション
は各自律システムが 255の使用可能な IPマルチキャストアドレスのみに限定される制限の影響を
受けます。
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SSMで、他のソースからのトラフィックとは関係なく、各ソースからのトラフィックはネット
ワーク内のデバイス間で転送されます。このため、異なるソースが SSM範囲のマルチキャスト
グループアドレスを再利用できます。

望ましくないソースからのサービス拒否攻撃の阻止

SSMで、個別の各ソースからのマルチキャストトラフィックは、（IGMPv3、IGMP v3lite、また
はURDメンバーシップによって）レシーバから要求された場合にのみネットワーク中に転送され
ます。これに対し、ISMはマルチキャストグループに送信するアクティブなソースからそのマル
チキャストグループを要求するすべてのレシーバにトラフィックを転送します。インターネット

ブロードキャストアプリケーションで、トラフィックを同じマルチキャストグループにただ送信

するだけで、望ましくないソースが実際のインターネットブロードキャストソースを簡単に妨害

できるため、この ISMの動作は非常に望ましくありません。この状況は、レシーバ側で不要なト
ラフィックによって帯域幅を消耗させるため、インターネットブロードキャストの無停止の受信

を妨害します。 SSMでは、トラフィックをマルチキャストグループにただ送信するだけでは、
このような種類の DoS攻撃は行えません。

インストールと管理が容易

ネットワークがマルチキャストグループに送信しているアクティブソースについての情報を維持

する必要がないため、SSMは簡単にインストールし、ネットワークでプロビジョニングできま
す。この要件は、（IGMPv1、IGMPv2、または IGMPv3を使用する）ISMでのみ存在します。

ISMサービスの現在の標準ソリューションは PIM-SMとMSDPです。 PIM-SM（Auto-RPまたは
BSRの必要性を含む）およびMSDPでのRendezvousPoint（RP）管理は、ネットワークがアクティ
ブソースについて学習するためにのみ必要です。この管理は SSMでは必要ありません。このた
め、SSMは ISMよりインストールや管理が簡単で、配備での動作面の拡張も ISMより簡単です。
SSMのインストールが簡単であるその他の要素は、既存の PIM-SMネットワークを活用でき、ラ
ストホップデバイスをアップグレードするだけで IGMPv3、IGMP v3lite、または URDをサポー
トできる点です。

インターネットブロードキャストアプリケーションに最適

上記の 3つの利点により、次の理由で SSMはインターネットブロードキャストスタイルのアプ
リケーションに理想的です。

•一意の IPマルチキャストアドレスなしで SSMによって、インターネットブロードキャスト
サービスを提供できるため、コンテンツプロバイダーはサービスを簡単に提供できます（コ

ンテンツプロバイダーにとって、IPマルチキャストアドレス割り当てはこれまで深刻な問
題でした）。

•インターネットブロードキャストサービスは多数のレシーバに公開されることにより、DoS
攻撃の最も一般的な対象となるため、このような攻撃の阻止はインターネットブロードキャ

ストサービスの重要な要素です。

• SSMはインストールや動作が簡単なため、特に、コンテンツを複数の独立した PIMドメイ
ン間で転送する必要のある場合（SSMのために PIMドメイン間でMSDPを管理する必要が
ないため）、ネットワークオペレータにとって理想的です。
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Bidir-PIM の概要
Bidir-PIMは最短パスツリー（SPT）動作の多くを PIM-SMと共有します。 Bidir-PIMにも、共有
ツリーのアップストリームにある RPに向けてソーストラフィックを無条件に転送する機能があ
りますが、PIM-SMのようなソースの登録プロセスはありません。これらの変更によって、(*, G)
マルチキャストルーティングエントリのみに基づいてすべてのルータでトラフィックを転送でき

ます。この転送形式では、ソース固有のステートは不要であり、スケーリング機能を使用して任

意の数のソースに対応できます。

マルチキャストグループモード

PIMでは、マルチキャストグループのパケットトラフィックは、そのマルチキャストグループ
のために設定されたモードのルールに従ってルーティングされます。 PIMの Cisco実装は、マル
チキャストグループ用に次の 4つのモードをサポートしています。

• PIM双方向モード

• PIMデンスモード

• PIMスパースモード

• PIM Source Specific Mode（SSM）

ルータは、異なるマルチキャストグループに対して、4つのモードすべて、またはそれらの任意
の組み合わせを同時にサポートできます。

双方向共有ツリー

双方向モードでは、トラフィックは、グループのランデブーポイント（RP）をルートとする双方
向共有ツリーに沿ってのみ、ルーティングされます。Bidir-PIMでは、RPの IPアドレスは、すべ
てのルータがその IPアドレスをルートとするループフリーのスパニングツリートポロジを確立す
るうえで重要な役割を果たします。この IPアドレスはルータである必要はなく、PIMドメイン内
のどこからでも到達可能なネットワーク上の任意の未割り当て IPアドレスを使用できます。この
技術は、Bidir-PIMの冗長 RP設定を確立するための優先設定方式です。

双方向グループのメンバーシップは、明示的な加入メッセージによって伝えられます。ソースか

らのトラフィックは、無条件で、共有ツリーの上方向にある RPに向けて送信され、ツリーの下
方向にある各ブランチ上のレシーバに渡されます。
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下の図は、単方向共有ツリーおよびソースツリーに対する双方向共有ツリーのルータごとの状態

の違いを示しています。

図 2：単方向共有ツリーおよびソースツリー

図 3：双方向共有ツリー
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RPからレシーバ方向へダウンストリームで転送されるパケットの場合、Bidir-PIMと PIM-SM間
の基本的な違いはありません。ソースからアップストリームで RP方向に渡されるトラフィック
の場合、Bidir-PIMは実質的に PIM-SMから逸脱します。

PIM-SMは、トラフィックを 1つのリバースパス転送（RPF）インターフェイスからのみ受け入
れるため、ツリーのアップストリーム方向にトラフィックを転送できません。（共有ツリーの）

このインターフェイスは RP方向を指し、そのため、ダウンストリームトラフィックフローのみ
を許可します。アップストリームトラフィックはまずユニキャスト登録メッセージにカプセル化

され、これがソースの指定ルータ（DR）から RPに渡されます。次に、RPがソースをルートと
するSPTに参加します。このため、PIM-SMでRP方向のソースからのトラフィックは共有ツリー
でアップストリームにはフローせず、RPに達するまで、ソースのSPTに沿ってダウンストリーム
にフローします。RPから、トラフィックは共有ツリーに沿ってすべてのレシーバに向けてフロー
します。

Bidir-PIMでは、パケット転送ルールが PIM-SMから改善され、トラフィックを共有ツリーで RP
方向にアップストリームに渡せるようになりました。マルチキャストパケットルーピングを避

けるために、Bidir-PIMは指定フォワーダ（DF）選定と呼ばれる新しいメカニズムを導入します。
これは、RPをルートとするループフリー SPTを確立します。

DF 選定
すべてのネットワークセグメントとポイントツーポイントリンクで、PIMルータはすべて指定
フォワーダ（DF）選定と呼ばれる手順に参加します。この手順では、双方向グループのすべての
RPでDFとしてルータを 1つ選定します。このルータは、そのネットワークで受信されたマルチ
キャストパケットの転送を担当します。

DF選定は、ユニキャストルーティングメトリックに基づきます。RPへの最も望ましいユニキャ
ストルーティングメトリックを持つルータが DFになります。この方法を使用することによっ
て、RPへのパラレル等コストパスがある場合にも、すべてのパケットのコピー 1つだけが RPに
送信されます。

DFは双方向グループのすべての RPに対して選定されます。結果として、ネットワークセグメ
ント上で各 RPに 1つずつ複数のルータが DFとして選定されます。複数のインターフェイスで
特定のルータが DFとして選定される場合があります。

双方向グループツリービルディング

双方向グループの共有ツリーに参加する手順は、PIM-SMでの手順とほとんど同じです。 1つ大
きな違いは、双方向グループの場合、DRのロールが RPの DFによって仮定される点です。

ローカルレシーバを持つネットワークでは、DFとして選定されたルータのみがインターネット
グループ管理プロトコル（IGMP）加入メッセージの受信時に発信インターフェイスリスト（olist）
を読み込み、(*, G)加入および脱退メッセージをRP方向にアップストリームに送信します。ダウ
ンストリームルータが共有ツリーに参加したい場合、PIM加入および脱退メッセージのRPFネイ
バーが常に RPに向かうインターフェイスの DFに選定されます。
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ルータが加入または脱退メッセージを受け取り、ルータが受信インターフェイスの DFでない場
合、メッセージは無視されます。そうでない場合、ルータは共有ツリーをスパースモードと同じ

ように更新します。

ルータがすべて双方向共有ツリーをサポートしているネットワークでは、(S, G)加入および脱退
メッセージは無視されます。 DF選定手順は RPからパラレルダウンストリームパスをなくすた
め、PIMアサートメッセージを送信する必要もありません。 RPはソースへのパスに参加するこ
となく、登録停止も送信しません。

パケット転送

ルータは双方向グループに対してのみ (*,G)エントリを作成します。 (*,G)エントリの olistには、
ルータが選定された DFであり、IGMPまたは PIM加入メッセージを受信したインターフェイス
がすべて含まれます。ルータが送信者専用ブランチにある場合、(*, G)ステートも作成されます
が、olistにはいずれのインターフェイスも含まれません。

パケットをRP方向のRPFインターフェイスから受信した場合、(*, G)エントリの olistに従って、
パケットはダウンストリームに転送されます。それ以外の場合、受信インターフェイスの DFで
あるルータのみがパケットを RP方向にアップストリームに転送します。その他のルータはすべ
てパケットを廃棄する必要があります。

双方向 PIM の利点
• Bidir-PIMは、多数のソースのルーティングステートテーブルを維持するパフォーマンスコ
ストをなくします。

• Bidir-PIMは、各PM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。双方向 PIMモードのマルチキャストグループは、ソースの数によりオーバーヘッドを
引き起こすことなく、任意の数のソースに拡張できます。

基本的な IP マルチキャストの設定方法
この項で説明する作業では、基本的な IPマルチキャストモードを設定します。ここでの作業は
どれも必須ではありません。しかし、ネットワーク内の IPマルチキャストを設定するためには、
少なくとも 1つは作業を実行する必要があります。複数の作業が必要な場合もあります。

自動ランデブーポイント（AutoRP）でのスパースモードの設定

はじめる前に

•スパース-デンスモードで設定されたインターフェイスは、マルチキャストグループの動作
モードに応じてスパースモードまたはデンスモードで処理されます。インターフェイスを

設定する方法を決定する必要があります。
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• AutoRPの設定時に必要なアクセスリストすべてを、設定作業の開始前に設定する必要があ
ります。

（注） •グループ内に既知の RPが存在せず、インターフェイスがスパース-デンスモードに設定
される場合、インターフェイスはデンスモードであるかのように処理され、データがイ

ンターフェイスにフラッディングされます。このデータのフラッディングを回避するに

は、AutoRPリスナーを設定し、スパースモードとしてインターフェイスを設定します。

• AutoRPを設定する場合は、AutoRPリスナー機能を設定し（ステップ5）、スパースモー
ドを指定する（ステップ 7）か、デンスモードを指定する（ステップ 8）必要がありま
す。

•スパース-デンスモードを指定する場合、デンスモードのフェールオーバーがネットワー
クのデンスモードのフラッディングを引き起こす可能性があります。この状態を回避す

るために、AutoRPリスナー機能では PIMスパースモードを使用します。

自動ランデブーポイント（AutoRP）を設定するには、次の手順に従ってください。 AutoRPは、
任意でエニーキャスト RPで使用することもできます。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. ステップ 5～7またはステップ 6～ 8を実行します。
5. ip pim autorp listener
6. interface type number
7. ip pim sparse-mode
8. ip pim sparse-dense-mode
9. exit
10. すべての PIMインターフェイス上でステップ 1～ 9を繰り返します。
11. ip pim send-rp-announce {interface-type interface-number | ip-address} scope ttl-value [group-list

access-list] [interval seconds] [bidir]
12. ip pim send-rp-discovery [interface-type interface-number] scope ttl-value [interval seconds]
13. ip pim rp-announce-filter rp-list access-list group-list access-list
14. no ip pim dm-fallback
15. interface type number
16. ip multicast boundary access-list [filter-autorp]
17. end
18. show ip pim autorp
19. show ip pim rp [mapping] [rp-address]
20. show ip igmp groups [group-name | group-address| interface-type interface-number] [detail]
21. show ip mroute [group-address | group-name] [source-address | source-name] [interface-type

interface-number] [summary] [count] [active kbps]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにします。ip multicast-routing [distributed]

例：

Device(config)# ip
multicast-routing

ステップ 3   

• distributedキーワードを使用して、マルチキャスト分散スイッ
チングをイネーブルにします。

--ステップ 5～7またはステップ 6～
8を実行します。

ステップ 4   

2つの AutoRPグループ 224.0.1.39と 224.0.1.40の IPマルチキャス
トトラフィックを PIMスパースモードで動作しているインター
フェイスでフラッディングされる PIMデンスモードにします。

ip pim autorp listener

例：

Device(config)# ip pim autorp
listener

ステップ 5   

•ステップ 8でスパース-デンスモードを設定している場合、
このステップはスキップします。

PIMをイネーブルにできるホストに接続されているインターフェ
イスを選択します。

interface type number

例：

Device(config)# interface
Gigabitethernet 1/0/0

ステップ 6   

インターフェイスでPIMスパースモードをイネーブルにします。
スパースモードで AutoRPを設定している場合、次のステップで
AutoRPリスナーも設定する必要があります。

ip pim sparse-mode

例：

Device(config-if)# ip pim
sparse-mode

ステップ 7   

•ステップ 8でスパース-デンスモードを設定している場合、
このステップはスキップします。

インターフェイスで PIMスパース-デンスモードをイネーブルに
します。

ip pim sparse-dense-mode

例：

Device(config-if)# ip pim
sparse-dense-mode

ステップ 8   

•ステップ 7でスパースモードを設定した場合、このステップ
はスキップします。

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、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：

Device(config-if)# exit

ステップ 9   

--すべての PIMインターフェイス上
でステップ 1～ 9を繰り返します。

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

RPアナウンスメントをすべてのPIM対応インターフェイスに送信
します。

ip pim send-rp-announce
{interface-type interface-number |
ip-address} scope ttl-value [group-list
access-list] [interval seconds] [bidir]

ステップ 11   

• RPデバイスでのみこのステップを実行します。

例：

Device(config)# ip pim

• RPアドレスとして使用する IPアドレスを定義するには、
interface-type引数と interface-number引数を使用します。

•直接接続されている IPアドレスを RPアドレスとして指定す
るには、ip-address引数を使用します。

send-rp-announce loopback0 scope
31 group-list 5

このコマンドに ip-address引数が設定されている場合、
RP通知メッセージがこのアドレスが接続されているイ
ンターフェイスによって送信されます（つまり、RP通
知メッセージの IPヘッダーのソースアドレスがそのイ
ンターフェイスの IPアドレスです）。

（注）

•この例は、最大ホップ数が31でインターフェイスがイネーブ
ルであることを示します。デバイスを RPとして識別するた
めに使用される IPアドレスは、ループバックインターフェ
イス 0に関連付けられた IPアドレスです。アクセスリスト
5はこのデバイスがRPとして機能しているグループを示して
います。

デバイスを RPマッピングエージェントとして設定します。ip pim send-rp-discovery
[interface-type interface-number] scope
ttl-value [interval seconds]

ステップ 12   

• RPマッピングエージェントデバイスまたは複合 RP/RPマッ
ピングエージェントデバイスでこのステップを実行します。

例：

Device(config)# ip pim
AutoRPにより、RP機能を 1台のデバイスで別々に実行
できるようになり、RPマッピングエージェントを 1台
または複数のデバイスで実行できるようになります。複

合RP/RPマッピングエージェントデバイスに、RPおよ
びRPマッピングエージェントを展開することができま
す。

（注）

send-rp-discovery loopback 1 scope
31

• RPマッピングエージェントのソースアドレスとして使用す
る IPアドレスを定義するには、オプションの interface-type引
数と interface-number引数を使用します。

• AutoRP検出メッセージの IPヘッダーで存続可能時間（TTL）
値を指定するには、scopeキーワードと ttl-value引数を使用し
ます。

• AutoRP検出メッセージが送信される間隔を指定するには、オ
プションの intervalキーワードと seconds引数を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

AutoRP検出メッセージが送信される間隔をデフォルト
値の 60秒から減らすと、group-to-RPマッピングのより
頻繁なフラッディングが発生します。一部のネットワー

ク環境では、間隔を短縮する欠点（コントロールパケッ

トオーバーヘッドの増加）が利点（グループと RPの
マッピングのより頻繁な更新）を上回る場合がありま

す。

（注）

•例では、ループバックインターフェイス1でAutoRP検出メッ
セージを 31ホップに制限していることを示しています。

候補RP（C-RP）からRPマッピングエージェントに送信される着
信 RP通知メッセージをフィルタリングします。

ip pim rp-announce-filter rp-list
access-list group-list access-list

例：

Device(config)# ip pim

ステップ 13   

• RPマッピングエージェントでのみこのステップを実行しま
す。

rp-announce-filter rp-list 1
group-list 2

（任意）PIMデンスモードのフォールバックを防ぎます。no ip pim dm-fallback

例：

Device(config)# no ip pim
dm-fallback

ステップ 14   

•すべてのインターフェイスがPIMスパースモードで動作する
よう設定されている場合、このステップはスキップします。

（ip pim sparse-modeコマンドを使用して）すべてのイ
ンターフェイスが PIMスパースモードで動作するよう
設定されている場合、no ip pim dm-fallbackコマンド動
作はデフォルトでイネーブルになります。

（注）

PIMをイネーブルにできるホストに接続されているインターフェ
イスを選択します。

interface type number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 15   

管理用スコープの境界を設定します。ip multicast boundary access-list
[filter-autorp]

ステップ 16   

•このステップは、他のデバイスとの境界であるインターフェ
イス上で実行します。例：

Device(config-if)# ip multicast
boundary 10 filter-autorp

•この作業ではアクセスリストは表示されません。

• denyキーワードを使用するアクセスリストエントリはその
エントリに一致するパケットのマルチキャスト境界を作成し

ます。
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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に戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 17   

（任意）AutoRP情報を表示します。show ip pim autorp

例：

Device# show ip pim autorp

ステップ 18   

（任意）ネットワークで既知の RPを表示し、デバイスが各 RPに
ついて学習する方法を示します。

show ip pim rp [mapping]
[rp-address]

例：

Device# show ip pim rp mapping

ステップ 19   

（任意）デバイスに直接接続されている、インターネットグルー

プ管理プロトコル（IGMP）を通じて学習されたレシーバを持つマ
ルチキャストグループを表示します。

show ip igmp groups [group-name |
group-address| interface-type
interface-number] [detail]

例：

Device# show ip igmp groups

ステップ 20   

•レシーバ情報が結果の画面に表示されるには、レシーバがこ
のコマンドが発行された時点でネットワーク上でアクティブ

である必要があります。

（任意）IPマルチキャストルーティング（mroute）テーブルの内
容を表示します。

show ip mroute [group-address |
group-name] [source-address |
source-name] [interface-type

ステップ 21   

interface-number] [summary] [count]
[active kbps]

例：

Device# show ip mroute cbone-audio

次の作業

「IPマルチキャストオペレーションの確認」モジュールに進みます。
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エニーキャスト RP でのスパースモードの設定
ここでは、RP冗長性のためにエニーキャストRPでスパースモードを設定する手順について説明
します。

エニーキャスト RPは静的に設定され、インターフェイスは Protocol Independent Multicastスパー
スモード（PIM-SM）で動作するように設定されます。エニーキャストRP設定では、ループバッ
クインターフェイス上で同じ IPアドレスを使用して複数の RPを設定します。エニーキャスト
RPループバックアドレスは、32ビットマスクを使用して設定し、ホストアドレスにする必要が
あります。エニーキャスト RP設定は、設定されているルータに関係なく、同じホストアドレス
が RPアドレスとして使用されるため、設定やトラブルシューティングが容易です。

エニーキャストRPでは、ソース登録のための負荷を複数のRendezvous Point（RP）で共有でき、
互いのホットバックアップルータとして機能できます。MulticastSourceDiscoveryProtocol（MSDP）
は、エニーキャスト RPを可能にするキープロトコルです。

図 4：各ドメインの RP 間でソース情報を共有する MSDP
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. interface type number
5. ip pim sparse-mode
6. ip pim rp-address rp-address
7. それぞれに同じ RPアドレスを割り当てる複数のルータでステップ 1～ 6を繰り返します。
8. interface loopback [interface-number] ip address [ip-address] [mask]
9. interface loopback [interface-number] ip address [ip-address] [mask]
10. exit
11. ipmsdp peer {peer-name | peer-address} [connect-source interface-type interface-number] [remote-as

as-number]
12. ip msdp originator-id loopback [interface]
13. 冗長 RP上でステップ 8～ 12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

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにし
ます。

ip multicast-routing [distributed]

例：

Router(config)# ip multicast-routing

ステップ 3   

• distributedキーワードを使用して、マルチキャ
スト分散スイッチングをイネーブルにします。

PIMをイネーブルにできるホストに接続されてい
るインターフェイスを選択します。

interface type number

例：

Router(config)# interface gigabitethernet
1/0/0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

スパースモードをイネーブルにします。ip pim sparse-mode

例：

Router(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 5   

特定のグループの PIM RPのアドレスを設定しま
す。

ip pim rp-address rp-address

例：

Router(config-if)# ip pim rp-address 10.0.0.1

ステップ 6   

--それぞれに同じ RPアドレスを割り当てる複数
のルータでステップ 1～ 6を繰り返します。

ステップ 7   

RPルータにインターフェイスループバック IPア
ドレスを設定します。

interface loopback [interface-number] ip address
[ip-address] [mask]

例：

Router(config-if)# interface loopback 0

ステップ 8   

• RPルータでこのステップを実行します。

例：

ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

MSDPピアリングにインターフェイスループバッ
ク IPアドレスを設定します。

interface loopback [interface-number] ip address
[ip-address] [mask]

例：

Router(config-if)# interface loopback 1

ステップ 9   

例：

ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

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、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：

Router(config-if)# exit

ステップ 10   

MSDPピアを設定します。ip msdp peer {peer-name | peer-address}
[connect-source interface-type interface-number]
[remote-as as-number]

ステップ 11   

• RPルータでこのステップを実行します。

   IP マルチキャスト：PIM コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（Cisco ASR 1000）
22

基本的な IP マルチキャスト設定
エニーキャスト RP でのスパースモードの設定



目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config)# ip msdp peer 10.1.1.2
connect-source loopback 1

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。

ip msdp originator-id loopback [interface]

例：

Router(config)# ip msdp originator-id
loopback 1

ステップ 12   

• RPルータでこのステップを実行します。

--冗長RP上でステップ 8～ 12を繰り返します。ステップ 13   

次の作業

「IPマルチキャストオペレーションの確認」モジュールに進みます。

ブートストラップルータでのスパースモードの設定

ここでは、ルータがグループとRPのマッピングを動的に学習するように、耐障害性、自動RP検
出、および配布メカニズム備えたブートストラップルータ（BSR）を設定する方法について説明
します。

Auto-RPと BSRの同時配備はサポートされていません。（注）
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. interface type number
5. ip pim sparse-mode
6. end
7. すべてのルータのすべてのマルチキャスト対応インターフェイス上でステップ 1～ 6を繰り返
します。

8. ip pim bsr-candidate interface-type interface-number [hash-mask-length [priority]]
9. ip pim rp-candidate interface-type interface-number [group-list access-list] [interval seconds] [priority

value]
10. すべての RPおよび BSRルータ上でステップ 8～ 9を繰り返します。
11. interface type number
12. ip pim bsr-border
13. end
14. メッセージを送受信すべきではない境界インターフェイスを持つすべてのルータでステップ11
から 13を繰り返します。

15. show ip pim rp [mapping] [rp-address]
16. show ip pim rp-hash [group-address] [group-name]
17. show ip pim bsr-router
18. show ip igmp groups [group-name | group-address| interface-type interface-number] [detail]
19. show ip mroute

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにします。ip multicast-routing [distributed]

例：

Router(config)# ip
multicast-routing

ステップ 3   

• distributedキーワードを使用して、マルチキャスト分散スイッ
チングをイネーブルにします。

PIMをイネーブルにできるホストに接続されているインターフェイ
スを選択します。

interface type number

例：

Router(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 4   

スパースモードをイネーブルにします。ip pim sparse-mode

例：

Router(config-if)# ip pim
sparse-mode

ステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   

--すべてのルータのすべてのマルチ

キャスト対応インターフェイス上

ステップ 7   

でステップ 1～ 6を繰り返しま
す。

ルータがブートストラップルータ（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。

ip pim bsr-candidate interface-type
interface-number [hash-mask-length
[priority]]

ステップ 8   

• RPまたは複合 RP/BSRルータでこのステップを実行します。
例：

Router(config)# ip pim
BSRにより、RP機能を 1つのルータで別々に実行できる
ようになり、BSRを 1つまたは複数のルータで実行でき
るようになります。複合 RP/BSRルータに、RPおよび
BSRを展開することができます。

（注）

bsr-candidate gigibitethernet
0/0/0 0 192

•このコマンドは、（interface-typeおよび interface-number引数
に設定された）BSRアドレスとして指定されたインターフェイ
スのアドレスで、すべての PIMネイバーに BSRメッセージを
送信するようにルータを設定します。

• PIMv2ハッシュ関数が呼び出される前にグループアドレスと
AND連結されるマスクの長さ（最大 32ビット）を設定するに
は、オプションの hash-mask-length引数を使用します。ハッ
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目的コマンドまたはアクション

シュ元が同じであるすべてのグループは、同じ RPに（対応）
します。たとえば、マスク長が 24の場合、グループアドレス
の最初の 24ビットだけが使用されます。ハッシュマスク長に
より、1つの RPを複数のグループで使用できるようになりま
す。デフォルトのハッシュマスク長は 0です。

• BSRの C-RPとしてのプライオリティを指定するには、オプ
ションの priority引数を（ハッシュマスク長を設定した後に）
使用します。プライオリティの範囲は 0～ 255です。最もプ
ライオリティの高い（プライオリティ値が最も小さい）BSR
C-RPがより優先されます。プライオリティ値が同じ場合は、
IPアドレスがより高位であるルータが優先されます。デフォ
ルトのプライオリティ値は 0です。

Cisco IOSおよび Cisco IOS XEに PIM BSRを実装する場
合は、候補 RPおよび BSRのデフォルトプライオリティ
として値 0が使用されます。この実装は、デフォルト優
先値として 192を指定する最初の IETFドラフトである
draft-ietf-pim-sm-bsr IETFドラフト以前から存在します。
このため、Cisco IOSおよび Cisco IOS XEの実装は IETF
ドラフトに反します。ドラフトで指定されたデフォルト

のプライオリティに準拠するには、プライオリティ値を

明示的に 192に設定する必要があります。

（注）

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。

ip pim rp-candidate interface-type
interface-number [group-list
access-list] [interval seconds]
[priority value]

ステップ 9   

• RPまたは複合 RP/BSRルータでこのステップを実行します。

例：

Router(config)# ip pim

BSRにより、RP機能を 1つのルータで別々に実行できる
ようになり、BSRを 1つまたは複数のルータで実行でき
るようになります。複合 RP/BSRルータに、RPおよび
BSRを展開することができます。

（注）

rp-candidate gigabitethernet
2/0/0 group-list 4 priority 192

•間隔が指定されている場合、候補 RPアドバタイズメント間隔
は指定された秒数に設定されます。デフォルトインターバル

は 60秒です。この間隔を短くすると、PIMv2メッセージの発
生を増加させて、セカンダリ RPへのフェールオーバーに必要
な時間が短縮できます。

• Cisco IOSおよび Cisco IOS XEに PIM BSRを実装する場合は、
RFC 2362の仕様に準拠しない方法を使用して、1組の候補 RP
からRPを選択します。設定の回避策については、BSRおよび
RFC 2362の相互利用可能な候補 RPの例, （39ページ）を参
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目的コマンドまたはアクション

照してください。詳細については、Cisco Bug Toolkitを使用し
て CSCdy56806を参照してください。

Cisco IOSおよび Cisco IOS XEに PIM BSRを実装する場
合は、候補 RPおよび BSRのデフォルトプライオリティ
として値 0が使用されます。この実装は、デフォルト優
先値として 192を指定する最初の IETFドラフトである
draft-ietf-pim-sm-bsr IETFドラフト以前から存在します。
このため、Cisco IOSおよび Cisco IOS XEの実装は IETF
ドラフトに反します。ドラフトで指定されたデフォルト

のプライオリティに準拠するには、プライオリティ値を

明示的に 192に設定する必要があります。

（注）

--すべての RPおよび BSRルータ上
でステップ 8～ 9を繰り返しま
す。

ステップ 10   

PIMをイネーブルにできるホストに接続されているインターフェイ
スを選択します。

interface type number

例：

Router(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 11   

インターフェイスでのブートストラップルータ（BSP）メッセージ
の送受信を防ぎます。

ip pim bsr-border

例：

Router(config-if)# ip pim
bsr-border

ステップ 12   

•詳細については、BSR境界インターフェイス, （5ページ）
を参照してください。

現在のコンフィギュレーションセッションを終了して、特権EXEC
モードに戻ります。

end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 13   

--メッセージを送受信すべきではな

い境界インターフェイスを持つす

ステップ 14   

べてのルータでステップ 11から
13を繰り返します。

（任意）関連付けられたマルチキャストルーティングエントリで

キャッシュされたアクティブなランデブーポイント（RP）を表示
します。

show ip pim rp [mapping]
[rp-address]

例：

Router# show ip pim rp

ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）指定されたグループに対して選択されたランデブーポイン

ト（RP）を表示します。
show ip pim rp-hash [group-address]
[group-name]

例：

Router# show ip pim rp-hash
239.1.1.1

ステップ 16   

（任意）ブートストラップルータ（BSP）情報を表示します。show ip pim bsr-router

例：

Router# show ip pim bsr-router

ステップ 17   

（任意）ルータに直接接続されているレシーバと IGMPによって学
習されたレシーバを持つマルチキャストグループを表示します。

show ip igmp groups [group-name |
group-address| interface-type
interface-number] [detail]

ステップ 18   

•レシーバ情報が結果の画面に表示されるには、レシーバがこの
コマンドが発行された時点でネットワーク上でアクティブであ

る必要があります。
例：

Router# show ip igmp groups

（任意）IP mrouteテーブルの内容を表示します。show ip mroute

例：

Router# show ip mroute
cbone-audio

ステップ 19   

次の作業

「IPマルチキャストオペレーションの確認」モジュールに進みます。

単一のスタティック RP でのスパースモードの設定
ランデブーポイント（RP）は Protocol Independent Multicast Sparse Mode（PIM-SM）を実行してい
るネットワークで必要です。 PIM-SMでトラフィックは、明示的にマルチキャストデータを要求
したアクティブなレシーバを持つネットワークセグメントにのみ転送されます。

ここでは、単一のスタティック RPでスパースモードを設定する手順について説明します。

はじめる前に

単一のスタティック RPでのスパースモードの設定時に必要なアクセスリストすべてを、設定作
業の開始前に設定する必要があります。
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双方向とスパースモード PIMグループの両方に同じ RPアドレスは使用できません。（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. interface type number
5. ip pim sparse-mode
6. IPマルチキャストを使用するすべてのインターフェイスでステップ 1～ 5を繰り返します。
7. exit
8. ip pim rp-address rp-address [access-list] [override]
9. end
10. show ip pim rp [mapping] [rp-address]
11. show ip igmp groups [group-name | group-address| interface-type interface-number] [detail]
12. show ip mroute

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにします。ip multicast-routing [distributed]

例：

Router(config)# ip
multicast-routing

ステップ 3   

• distributedキーワードを使用して、マルチキャスト分散
スイッチングをイネーブルにします。

PIMをイネーブルにできるホストに接続されているインター
フェイスを選択します。

interface type number

例：

Router(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス上の PIMをイネーブルにします。スパース
モードを使用する必要があります。

ip pim sparse-mode

例：

Router(config-if)# ip pim
sparse-mode

ステップ 5   

--IPマルチキャストを使用するすべて
のインターフェイスでステップ 1～
5を繰り返します。

ステップ 6   

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：

Router(config-if)# exit

ステップ 7   

特定のグループの PIM RPのアドレスを設定します。ip pim rp-address rp-address
[access-list] [override]

ステップ 8   

•マルチキャストグループを RPに静的にマッピングされ
るよう定義する標準アクセスリストに名前を付けたり、例：

Router(config)# ip pim rp-address
192.168.0.0

番号を指定するために、オプションのaccess-list引数が使
用されます。

アクセスリストが定義されていない場合、RPがす
べてのマルチキャストグループ 224/4にマッピング
されます。

（注）

•ダイナミックとスタティックのグループとRPのマッピン
グが共に使用され、RPアドレスが競合している場合、ス
タティックのグループと RPのマッピングに設定された
RPアドレスが優先されるよう指定するには、オプション
の overrideキーワードを使用します。

overrideキーワードが指定されておらず、RPアドレ
スが競合している場合、ダイナミックのグループと

RPのマッピングがスタティックのグループと RPの
マッピングに優先されます。

（注）

現在のコンフィギュレーションセッションを終了して、EXEC
モードに戻ります。

end

例：

Router(config)# end

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネットワークで既知の RPを表示し、ルータが各 RP
について学習する方法を示します。

show ip pim rp [mapping] [rp-address]

例：

Router# show ip pim rp mapping

ステップ 10   

（任意）ルータに直接接続されているレシーバと IGMPによっ
て学習されたレシーバを持つマルチキャストグループを表示

します。

show ip igmp groups [group-name |
group-address| interface-type
interface-number] [detail]

例：

Router# show ip igmp groups

ステップ 11   

•レシーバ情報が結果の画面に表示されるには、レシーバ
がこのコマンドが発行された時点でネットワーク上でア

クティブである必要があります。

（任意）IP mrouteテーブルの内容を表示します。show ip mroute

例：

Router# show ip mroute

ステップ 12   

次の作業

「IPマルチキャストオペレーションの確認」モジュールに進みます。

Source Specific Multicast の設定
ここでは、Source Specific Multicast（SSM）の設定方法を説明します。

はじめる前に

SSM範囲の定義にアクセスリストを使用したい場合、ip pim ssmコマンドでアクセスリストを参
照する前にアクセスリストを設定します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. ip pim ssm {default | range access-list}
5. interface type number
6. ip pim sparse-mode
7. IPマルチキャストを使用するすべてのインターフェイスでステップ 1～ 6を繰り返します。
8. ip igmp version 3
9. ホスト方向のインターフェイスすべてでステップ 8を繰り返します。
10. end
11. show ip igmp groups [group-name | group-address| interface-type interface-number] [detail]
12. show ip mroute

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにします。ip multicast-routing [distributed]

例：

Device(config)# ip multicast-routing

ステップ 3   

• distributedキーワードを使用して、マルチキャスト分
散スイッチングをイネーブルにします。

SSMサービスを設定します。ip pim ssm {default | range access-list}

例：

Device(config)# ip pim ssm default

ステップ 4   

• defaultキーワードは SSM範囲のアクセスリストを
232/8と定義します。

• rangeキーワードは標準の IPアクセスリスト番号ま
たは SSM範囲を定義する名前を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

IGMPv3をイネーブルにできるホストに接続されているイ
ンターフェイスを選択します。

interface type number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 5   

インターフェイス上のPIMをイネーブルにします。スパー
スモードを使用する必要があります。

ip pim sparse-mode

例：

Device(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 6   

--IPマルチキャストを使用するすべての
インターフェイスでステップ 1～ 6を繰
り返します。

ステップ 7   

このインターフェイス上で IGMPv3をイネーブルにしま
す。デフォルトでは、IGMPのバージョン 2が設定されま
す。 SSMにはバージョン 3が必要です。

ip igmp version 3

例：

Device(config-if)# ip igmp version 3

ステップ 8   

--ホスト方向のインターフェイスすべてで

ステップ 8を繰り返します。
ステップ 9   

現在のコンフィギュレーションセッションを終了して、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 10   

（任意）デバイスに直接接続されているレシーバと IGMP
によって学習されたレシーバを持つマルチキャストグルー

プを表示します。

show ip igmp groups [group-name |
group-address| interface-type
interface-number] [detail]

例：

Device# show ip igmp groups

ステップ 11   

•レシーバ情報が結果の画面に表示されるには、レシー
バがこのコマンドが発行された時点でネットワーク

上でアクティブである必要があります。

（任意）IP mrouteテーブルの内容を表示します。show ip mroute

例：

Device# show ip mroute

ステップ 12   

•このコマンドは、マルチキャストグループが SSM
サービス用に設定されているのか、ソース固有のホ

ストレポートを受信しているのかを示します。
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次の作業

「IPマルチキャストオペレーションの確認」モジュールに進みます。

双方向 PIM（Bidir-PIM）の設定
ここでは、双方向 PIM（Bidir-PIM）の設定方法について説明します。

はじめる前に

双方向PIMの設定時に必要なアクセスリストすべてを、設定作業の開始前に設定する必要があり
ます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. interface type number
5. ip pim sparse-mode
6. exit
7. ip pim bidir-enable
8. ip pim rp-address rp-address [access-list] [override] bidir
9. end
10. すべてのルータのすべてのマルチキャスト対応インターフェイス上でステップ 2～ 9を繰り返
します。

11. show ip pim rp [mapping] [rp-address]
12. show ip mroute
13. show ip pim interface [type number] [df | count] [rp-address]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにします。ip multicast-routing [distributed]

例：

Router(config)# ip multicast-routing

ステップ 3   

• distributedキーワードを使用して、マルチキャスト分
散スイッチングをイネーブルにします。

PIMをイネーブルにできるホストに接続されているインター
フェイスを選択します。

interface type number

例：

Router(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 4   

スパースモードをイネーブルにします。ip pim sparse-mode

例：

Router(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 5   

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：

Router(config-if)# exit

ステップ 6   

ルータの Bidir-PIMをイネーブルにします。ip pim bidir-enable

例：

Router(config)# ip pim bidir-enable

ステップ 7   

•すべてのルータでこのステップを実行します。

特定のグループの PIM RPのアドレスを設定します。ip pim rp-address rp-address [access-list]
[override] bidir

ステップ 8   

•すべてのルータでこのステップを実行します。

例：

Router(config)# ip pim rp-address
10.0.1.1 45 bidir

•このコマンドは、RPを双方向に定義し、アクセスリ
ストの方法で双方向グループを定義します。

•ダイナミックとスタティックのグループと RPのマッ
ピングが共に使用され、RPアドレスが競合している場
合、スタティックのグループと RPのマッピングに設
定されたRPアドレスが優先されるよう指定するには、
オプションの overrideキーワードを使用します。

overrideキーワードが指定されておらず、RPアド
レスが競合している場合、ダイナミックのグルー

プと RPのマッピングがスタティックのグループ
と RPのマッピングに優先されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 9   

--すべてのルータのすべてのマルチキャ

スト対応インターフェイス上でステッ

プ 2～ 9を繰り返します。

ステップ 10   

（任意）関連付けられたマルチキャストルーティングエン

トリでキャッシュされたアクティブな RPを表示します。
show ip pim rp [mapping] [rp-address]

例：

Router# show ip pim rp

ステップ 11   

（任意）IP mrouteテーブルの内容を表示します。show ip mroute

例：

Router# show ip mroute

ステップ 12   

（任意）DFに関連付けられたユニキャストルーティング
メトリックと共に、インターフェイスの各RPの選定された
DFについての情報を表示します。

show ip pim interface [type number] [df
| count] [rp-address]

例：

Router# show ip pim interface

ステップ 13   

基本的な IP マルチキャストの設定例

例：AutoRP でのスパースモード
次の例では、AutoRPでスパースモードを設定しています。

ip multicast-routing
ip pim autorp listener
ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 group-list 1
ip pim send-rp-discovery Loopback1 scope 16
no ip pim dm-fallback
access-list 1 permit 239.254.2.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 239.254.3.0 0.0.0.255
.
.
.
access-list 10 permit 224.0.1.39
access-list 10 permit 224.0.1.40
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access-list 10 permit 239.254.2.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 239.254.3.0 0.0.0.255

エニーキャスト RP でのスパースモードの例
エニーキャスト RP実装の主な目的は、ダウンストリームマルチキャストルータが RPに対して
アドレスを 1つだけ持つことです。下の図の例は、RP（RP1および RP2）のループバックイン
ターフェイス 0が 10.0.0.1 IPアドレスで設定される方法を示しています。この 10.0.0.1アドレス
がすべての RPでループバックインターフェイス 0のアドレスとして設定され、RPアドレスとし
て設定される場合、IPルーティングが最も近い RP上で収束します。このアドレスは、ホスト
ルートである必要があります。255.255.255.255サブネットマスクです。

ダウンストリームルータは10.0.0.1RPアドレスについて通知される必要があります。下の図で、
ルータは ip pim rp-address 10.0.0.1グローバルコンフィギュレーションコマンドによって静的に
設定されます。この設定は、Auto-RPまたはブートストラップルータ（BSR）機能を使用して行
うこともできます。

図の RPはMSDPを使用してソース情報を共有する必要もあります。この例で、RP（RP1および
RP2）のループバックインターフェイス 1はMSDPピアリング用に設定されています。MSDPピ
アリングアドレスはエニーキャスト RPアドレスとは異なる必要があります。

図 5：エニーキャスト RP の設定

多くのルーティングプロトコルがルータ IDに対してループバックインターフェイス上で最も高
い IPアドレスを選択します。ルータがルータ IDに対してエニーキャスト RPアドレスを選択す
ると、問題が発生する場合があります。 RP上でルータ IDをMSDPピアリングアドレスと同じ
アドレスに手動で設定して、この問題を回避することを推奨します（たとえば、上の図のループ

バック 1アドレス）。 Open Shortest Path First（OSPF）では、ルータ IDは router-idルータコン
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フィギュレーションコマンドを使用して設定されます。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）
では、ルータ IDは bgp router-idルータコンフィギュレーションコマンドを使用して設定されま
す。多くの BGPトポロジでは、RPFチェックをパスするために、MSDPピアリングアドレスと
BGPピアリングアドレスが同じである必要があります。 BGPピアリングアドレスは、neighbor
update-sourceルータコンフィギュレーションコマンドを使用して設定できます。

上記のエニーキャスト RPの例は、RFC 1918からの IPアドレスを使用します。これらの IPアド
レスは通常ドメイン間の境界でブロックされ、このため、他の ISPにはアクセスできません。RP
に他のドメインから到達できるようにするには、有効な IPアドレスを使用する必要があります。

次の例は、エニーキャスト RP設定の実行方法を示しています。

RP 1 上で

ip pim rp-address 10.0.0.1
interface loopback 0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
!
interface loopback 1
ip address 10.1.1.1. 255.255.255.255
!
ip msdp peer 10.1.1.2 connect-source loopback 1
ip msdp originator-id loopback 1

RP 2 上で

ip pim rp-address 10.0.0.1
interface loopback 0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
interface loopback 1
ip address 10.1.1.2. 255.255.255.255
!
ip msdp peer 10.1.1.1 connect-source loopback 1
ip msdp originator-id loopback 1

その他のすべてのルータ

ip pim rp-address 10.0.0.1

ブートストラップルータでのスパースモードの例

次の例は、候補 BSRの設定です。これは、候補 RPの場合も同様です。

!
ip multicast-routing
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 172.69.62.35 255.255.255.240
ip pim sparse-mode
!
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 172.21.24.18 255.255.255.248
ip pim sparse-mode
!
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 172.21.24.12 255.255.255.248
ip pim sparse-mode
!
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ip pim bsr-candidate GigabitEthernet2/0/0 30 10
ip pim rp-candidate GigabitEthernet2/0/0 group-list 5
access-list 5 permit 239.255.2.0 0.0.0.255

BSR および RFC 2362 の相互利用可能な候補 RP の例
シスコ製およびシスコ製以外のルータが PIMバージョン 2 BSRを備えた単一の PIMドメイン内で
動作している場合、BSR RP選択の Cisco実装は RFC 2362と完全には互換性がないため候補 RP
の設定時には注意が必要です。

RFC 2362は BSR RPが次のように選択されるよう指定しています（RFC 2362, 3.7）。

1 最も高い優先度（最も低く設定された優先値）の候補 RPを選択します。

2 優先度が同点の場合、ハッシュ関数値が最も高い候補 RPを選択します。

3 ハッシュ関数値が同点の場合、IPアドレスが最も高い候補 RPを選択します。

Ciscoルータは、優先度、ハッシュ関数、IPアドレスに基づいて RPを選択する前に、常に通知さ
れたグループアドレスプレフィックスの最長一致に基づいて候補 RPを選択します。

部分的に重複するグループアドレス範囲で複数の候補 RPが設定されると、同じドメイン内のシ
スコ製およびシスコ製以外の RFC 2362互換ルータ間で候補 RP選択が矛盾する可能性がありま
す。候補 RP選択の矛盾は、PIMドメイン内のソースとレシーバ間の接続を妨げる可能性があり
ます。ソースがある候補RPを登録し、レシーバが同じグループ内であっても別の候補RPに接続
する可能性があります。

次の例は、PIMバージョン 2 BSRを備えた単一の PIMドメイン内のシスコ製およびシスコ製以外
のルータ間で RP選択の矛盾を招く可能性のある設定を示しています。

access-list 10 permit 224.0.0.0 7.255.255.255
ip pim rp-candidate gigabitethernet1/0/0 group-list 10 priority 20
access-list 20 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
ip pim rp-candidate gigabitethernet2/0/0 group-list 20 priority 10

この例では、GigabitEthernetインターフェイス 1/0/0の候補 RPがより低い優先度 20を持つより長
いグループプレフィックス 224.0.0.0/5を通知します。 GigabitEthernetインターフェイス 2/0/0の
候補 RPがより高い優先度 10を持つより短いグループプレフィックス 224.0.0.0/4を通知します。
両方の範囲に一致するすべてのグループで、イーサネットインターフェイス 1の候補 RPはより
長いグループプレフィックスを通知するため、Ciscoルータは常にこれを選択します。
GigabitEthernetインターフェイス 2/0/0の候補 RPはより高い優先度で設定されているため、シス
コ製以外の RFC 2362に完全準拠したルータは常にこれを選択します。

この相互運用性の問題を避けるには、部分的に重複するグループアドレスプレフィックスを通知

する別の候補RPを設定しないでください。同じグループプレフィックス長を持つ複数の候補RP
から通知する場合は、任意のグループプレフィックスを設定します。

次の例は、PIMバージョン 2 BSRを備えた単一の PIMドメイン内の Ciscoルータとシスコ製以外
のルータの間に互換性が生じるように以前の例を設定する方法を示します。

access-list 10 permit 224.0.0.0 7.255.255.255
ip pim rp-candidate gigabitethernet1/0/0 group-list 10 priority 20
access-list 20 permit 224.0.0.0 7.255.255.255
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access-list 20 permit 232.0.0.0 7.255.255.255
ip pim rp-candidate gigabitethernet2/0/0 group-list 20 priority 10

この設定では、イーサネットインターフェイス 2の候補 RPがグループアドレス 224.0.0.0/5と
224.0.0.0/4に等しい 232.0.0.0/5を通知しますが、インターフェイスにイーサネット 1の候補 RPと
同じグループプレフィックス長（5）を与えます。結果として、CiscoルータとRFC2362互換ルー
タの両方が RPイーサネットインターフェイス 2を選択します。

例：単一のスタティック RP でのスパースモード
次に、すべてのマルチキャストグループの PIM RPアドレスを 192.168.1.1に設定し、すべてのグ
ループがスパースモードで動作するように定義する例を示します。

ip multicast-routing
interface gigiabitethernet 1/0/0
ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 192.168.1.1

双方向モードおよびスパースモードの両方のグループに対して同じ RPは使用できません。（注）

次に、マルチキャストグループ 225.2.2.2についてのみ PIM RPアドレスを 172.16.1.1に設定する
例を示します。

access list 1 225.2.2.2 0.0.0.0
ip pim rp-address 172.17.1.1

IGMPv3 を使用した SSM の例
次の例は、SSM用に（IGMPv3を実行する）デバイスを設定する方法を示しています。

ip multicast-routing
!
interface GigabitEthernet3/1/0
ip address 172.21.200.203 255.255.255.0
description backbone interface
ip pim sparse-mode
!
interface GigabitEthernet3/2/0
ip address 131.108.1.2 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
description ethernet connected to hosts
ip igmp version 3
!
ip pim ssm default

SSM フィルタリング例
次の例は、SSMルーティングをサポートしないソフトウェアリリースを実行しているレガシー
RPルータでフィルタリングを設定する方法を示しています。このフィルタリングは SSM範囲で
不要な PIM-SMおよびMSDPトラフィックをすべて抑制します。このフィルタリングがなくても
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SSMは動作しますが、レガシーのファーストホップルータとラストホップルータがネットワー
クに存在する場合、追加の RPTトラフィックがある場合があります。

ip access-list extended no-ssm-range
deny ip any 232.0.0.0 0.255.255.255 ! SSM range
permit ip any any

! Deny registering in SSM range
ip pim accept-register list no-ssm-range
ip access-list extended msdp-nono-list
deny ip any 232.0.0.0 0.255.255.255 ! SSM Range
! .
! .
! .
! See ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/config-notes/msdp-sa-filter.txt for other SA
! messages that typically need to be filtered.
permit ip any any

! Filter generated SA messages in SSM range. This configuration is only needed if there
! are directly connected sources to this router. The “ip pim accept-register” command
! filters remote sources.
ip msdp redistribute list msdp-nono-list
! Filter received SA messages in SSM range. “Filtered on receipt” means messages are
! neither processed or forwarded. Needs to be configured for each MSDP peer.
ip msdp sa-filter in msdp-peer1 list msdp-nono-list
! .
! .
! .
ip msdp sa-filter in msdp-peerN list msdp-nono-list

Bidir-PIM の例
デフォルトで、双方向RPはすべてのグループを双方向としてアドバタイズします。RP上のアク
セスリストは、双方向とアドバタイズされるグループのリストを指定するために使用できます。

denyキーワードを持つグループはデンスモードで動作します。単一のアクセスリストでは、
permitキーワードまたはdenyキーワードのどちらかだけを使用できるため、スパースモードで動
作するグループには、非双方向の異なる RPアドレスが必要です。

次の例は、スパースモードと双方向モードの両方のグループで RPを設定する方法を示していま
す。 224/8および 227/8と特定されたグループは双方向グループで、226/8はスパースモードグ
ループです。 RPは、スパースモード動作と双方向モード動作に異なる IPアドレスを使用するよ
う必要があります。 2つのループバックインターフェイスはこの設定を許可するよう使用しま
す。これらのループバックインターフェイスのアドレスは、PIMドメイン内の他のルータが RP
と通信できる方法で、PIMドメイン中にルーティングする必要があります。

ip multicast-routing
!
.
.
.
!
interface loopback 0
description One loopback address for this router’s Bidir Mode RP function
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
!
interface loopback 1
description One loopback address for this router’s Sparse Mode RP function
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
!
.
.
.
!
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ip pim bidir-enable
ip pim rp-address 10.0.1.1 45 bidir
ip pim rp-address 10.0.2.1 46
!
access-list 45 permit 224.0.0.0 0.255.255.255
access-list 45 permit 227.0.0.0 0.255.255.255
access-list 46 permit 226.0.0.0 0.255.255.255

その他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』IPマルチキャストコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『A New Proposal for Bi-directional PIM』draft-kouvelas-pim-bidir-new-00.txt

『Host Extensions for IP Multicasting』RFC 1112

『Address Allocation for Private Internets』RFC 1918

『GLOP Addressing in 233/8』RFC 2770

『An Overview of Source-Specific Multicast
(SSM)』

RFC 3569

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc-cr-book.html
ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/drafts/draft-kouvelas-pim-bidir-new-00.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1112.txt?number=1112
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt?number=1918
http://www.ietf.org/rfc/rfc2770.txt?number=2770
http://www.ietf.org/rfc/rfc3569.txt?number=3569
http://www.ietf.org/rfc/rfc3569.txt?number=3569
http://www.cisco.com/go/mibs


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリ

ソースを提供しています。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

IPv4 ネットワークでの基本的な IP マルチキャスト設定の
機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：IPv4 ネットワークでの基本的な IP マルチキャスト設定の機能情報

機能情報リリース機能名

Auto-RPは、PIMネットワーク
におけるグループからランデ

ブーポイント（RP）へのマッ
ピングの配信を自動化します。

Auto-RPが機能するためには、
RP通知メッセージを 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。

Cisco IOS XE Release 2.1Auto RPの拡張機能
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機能情報リリース機能名

双方向 PIMは、双方向のデー
タフローを提供する共有スパー

スツリーを実装するプロトコ

ルの PIMスイートに対する拡
張機能です。 PIMスパース
モードとは対照的に、双方向

PIMではソース固有のステート
をルータに保持することを回避

できるため、ツリーを拡張して

任意の数のソースに対応できま

す。

Cisco IOS XE Release 2.2双方向 PIM

ネットワークにおける RP情報
損失後の PIMデンスモード
フォールバック回避機能は、す

べての RPで障害が発生したと
きに PIM-DMのフォールバッ
クを回避できるようにします。

信頼性が重大な意味を持つマル

チキャストネットワークにとっ

て、デンスモードの使用を回

避することは非常に重要です。

この機能は、スパースモード

でマルチキャストグループを

保持するためのメカニズムを提

供し、それによってデンスモー

ドフラッディングを回避しま

す。

次のコマンドがこの機能により

導入されました。ip pim
dm-fallback。

12.3(4)T

12.0(28)S

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

Cisco IOS XE Release 2.1

15.0(1)S

ネットワークにおける RP情報
損失後の PIMデンスモード
フォールバック回避

SSMは、レシーバが明示的に
参加したマルチキャストソー

スからのみデータグラムトラ

フィックがレシーバに転送され

る IPマルチキャストの拡張機
能です。 SSM用に設定された
マルチキャストグループは、

（共有ツリーではなく）ソース

固有のマルチキャスト配信ツ

リーのみが作成されます。

12.3(4)T

12.2(25)S

12.0(28)S

12.2(33)SXH

12.2(33)SRA

15.0(1)S

Cisco IOS XE Release 2.1

Cisco IOS XE 3.1.0SG

Source SpecificMulticast（SSM）
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