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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。

IPv6 ネットワークでの基本的な IP マルチキャスト設定に
関する情報

IPv6 マルチキャスト

IPv6 マルチキャストの概要
IPv6マルチキャストグループは、特定のデータストリームを受信する受信側の任意のグループで
す。このグループには、物理的境界または地理的境界はありません。受信側は、インターネット

上または任意のプライベートネットワーク内の任意の場所に配置できます。特定のグループへの

データフローの受信に関与する受信側は、ローカルデバイスに対してシグナリングすることに

よってそのグループに加入する必要があります。このシグナリングは、MLDプロトコルを使用
して行われます。

デバイスは、MLDプロトコルを使用して、直接接続されているサブネットにグループのメンバが
存在するかどうかを学習します。ホストは、MLDレポートメッセージを送信することによって
マルチキャストグループに加入します。ネットワークでは、各サブネットでマルチキャストデー

タのコピーを 1つだけ使用して、潜在的に無制限の受信側にデータが伝送されます。トラフィッ
クの受信を希望する IPv6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。マルチキャストパケットは、IPv6ユニキャストパケットと同様に、ベストエフォー
ト型の信頼性を使用してグループに伝送されます。

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がどの程度アクティブであるか、その期間、およびメンバーシップはグ

ループおよび状況によって異なります。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。

IPv6 マルチキャストアドレッシング
IPv6マルチキャストアドレスは、FF00::/8（1111 1111）というプレフィックスを持つ IPv6アドレ
スです。 IPv6マルチキャストアドレスは、通常は異なるノードに属するインターフェイスセッ
トの識別子です。マルチキャストアドレスに送信されたパケットは、マルチキャストアドレス

が示すすべてのインターフェイスに配信されます。プレフィックスに続く 2番めのオクテット
で、マルチキャストアドレスのライフタイムとスコープが定義されます。永久マルチキャスト

アドレスはライフタイムパラメータが 0に等しく、一時マルチキャストアドレスのライフタイム
パラメータは 1に等しくなっています。ノード、リンク、サイト、組織のスコープ、またはグ
ローバルスコープを持つマルチキャストアドレスのスコープパラメータは、それぞれ 1、2、5、
8、または Eです。たとえば、プレフィックスが FF02::/16のマルチキャストアドレスは、リンク
スコープを持つ永続マルチキャストアドレスです。下の図は、IPv6マルチキャストアドレスの
形式を示しています。

図 1：IPv6 マルチキャストアドレス形式

IPv6ノード（ホストとルータ）は、（受信パケットの宛先となる）次のマルチキャストグループ
に加入する必要があります。

•全ノードマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:0:0:1（スコープはリンクローカル）

•割り当てられたユニキャストアドレスおよびエニーキャストアドレスごとの送信要求ノー
ドマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104

IPv6ルータは、全ルータマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:0:0:2（スコープはリンクローカ
ル）にも加入する必要があります。
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送信要求ノードマルチキャストアドレスは、IPv6ユニキャストアドレスまたはエニーキャスト
アドレスに対応するマルチキャストグループです。 IPv6ノードは、割り当てられているユニキャ
ストアドレスおよびエニーキャストアドレスごとに、関連付けられた送信要求ノードマルチキャ

ストグループに加入する必要があります。 IPv6送信要求ノードマルチキャストアドレスには、
対応する IPv6ユニキャストアドレスまたは IPv6エニーキャストアドレスの下位 24ビットに連
結されたプレフィックス FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104があります（下の図を参照）。たとえば、
IPv6アドレス 2037::01:800:200E:8C6Cに対応する請求ノードマルチキャストアドレスは
FF02::1:FF0E:8C6Cです。送信要求ノードアドレスは、ネイバー送信要求メッセージで使用され
ます。

図 2：IPv6 送信要求ノードマルチキャストアドレス形式

IPv6にはブロードキャストアドレスはありません。ブロードキャストアドレスの代わりに
IPv6マルチキャストアドレスが使用されます。

（注）

IPv6 マルチキャストグループ
インターフェイスで IPv6トラフィックを転送できるようにするには、そのインターフェイスで
IPv6アドレスを設定する必要があります。インターフェイスでサイトローカルまたはグローバル
IPv6アドレスを設定すると、リンクローカルアドレスが自動的に設定され、そのインターフェイ
スに対して IPv6がアクティブになります。また、設定されたインターフェイスは、そのリンクに
必要な次のマルチキャストグループに自動的に加入します。

•インターフェイスに割り当てられたユニキャストアドレスおよびエニーキャストアドレス
ごとの請求ノードマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104

送信要求ノードマルチキャストアドレスは、ネイバー探索プロセスで使用さ

れます。

（注）

•全ノードリンクローカルマルチキャストグループ FF02::1

•全ルータリンクローカルマルチキャストグループ FF02::2
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IPv6 マルチキャストアドレスグループ範囲のサポート

この機能は、IPv6マルチキャストエッジルーティングにアクセスコントロールメカニズムを提
供します。 ACLでは、許可または拒否されるマルチキャストグループまたはチャネルを指定し
ます。拒否されたグループまたはチャネルについて、デバイスはプロトコルトラフィックおよび

アクションを無視し（たとえば、MLDステートは作成されず、mrouteステートは作成されず、
PIM joinは転送されません）、システムのすべてのインターフェイス上でデータトラフィックを
ドロップし、ACLによって拒否されたグループまたはチャネルのマルチキャストをディセーブル
にします。

限定スコープアドレスアーキテクチャ

IPv6では、グローバルアドレスと非グローバルアドレスがサポートされています。ここでは、
異なるスコープの IPv6アドレスの使用方法について説明します。

スコープゾーン（簡単にはゾーン）とは、特定のスコープのトポロジの、接続されているリー

ジョンです。たとえば、特定のサイト内のデバイスが接続しているリンクのセット、およびこれ

らのリンクに接続されているインターフェイスは、サイトローカルスコープの単一のゾーンを構

成します。

ゾーンはトポロジリージョンの特定のインスタンス（たとえば、ゾーン 1のサイトまたはゾーン
2のサイト）であるのに対し、スコープはトポロジリージョンの規模（たとえば、サイトまたは
リンク）です。特定の非グローバルアドレスに関連するゾーンは、アドレス自体では符号化され

ません。ただし、その代わりに、その送受信を行うインターフェイスなどのコンテキストによっ

て判別されます。したがって、特定の非グローバルスコープのアドレスは、そのスコープの別々

のゾーンで再利用される場合があります。たとえば、ゾーン 1のサイトとゾーン 2のサイトのそ
れぞれに、サイトローカルアドレス FEC0::1を持つノードが含まれている場合があります。

異なるスコープのゾーンは、次のようにインスタンス化されます。

•各リンク、およびそのリンクに接続されているインターフェイスは、リンクローカルスコー
プの単一のゾーン（ユニキャストおよびマルチキャストの両方に使用）を構成します。

•インターネットのすべてのリンクおよびインターフェイスで構成されるグローバルスコープ
の単一のゾーン（ユニキャストおよびマルチキャストの両方に使用）もあります。

•インターフェイスローカル、リンクローカル、およびグローバル以外のスコープのゾーンの
境界については、ネットワーク管理者が定義および設定する必要があります。ユニキャスト

およびマルチキャストの両方で、サイト境界が境界として機能します。

ゾーン境界は、比較的スタティックな機能であり、トポロジにおける短期的な変更に応じて変化

することはありません。したがって、ゾーン内のトポロジが「接続されている必要がある」とい

う要件は、一時的にだけ接続されることがあるリンクとインターフェイスを含めるためのもので

す。たとえば、ダイヤルアップにより従業員のサイトへのインターネットアクセスを取得するレ

ジデンシャルノードまたはネットワークは、ダイヤルアップリンクが切断された場合でも、従業

員のサイトローカルゾーンの一部として扱われることがあります。同様に、ゾーンのパーティ

ション化を引き起こすデバイス、インターフェイス、またはリンクの障害が発生しても、そのゾー
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ンが複数のゾーンに分割されることはありません。厳密には、別個のパーティションが引き続き

同じゾーンに属しているものと見なされます。

ゾーンには、他にも次の特性があります。

•ゾーン境界はリンクではなくノードを横断します（グローバルゾーンには境界はなく、イン
ターフェイスローカルゾーンの境界には 1つのインターフェイスだけが含まれています）。

•同じスコープのゾーンは重なることができません。つまり、共通のリンクまたはインター
フェイスを持つことはできません。

•（グローバルより小さい）特定のスコープのゾーンは、それより大きいスコープのゾーン内
に完全に含まれます。つまり、小さいスコープのゾーンには、リンクまたはインターフェイ

スを共有する大きいスコープのゾーンを超えるトポロジを含めることはできません。

•各インターフェイスは、それぞれのスコープの 1つのゾーンに厳密に属しています。

MRIB
マルチキャストルーティング情報ベース（MRIB）は、マルチキャストルーティングプロトコル
（ルーティングクライアント）によってインスタンス化されるマルチキャストルーティングエ

ントリのプロトコル非依存リポジトリです。その主要機能は、ルーティングプロトコルとマルチ

キャスト転送情報ベース（MFIB）間の非依存性を実現することです。また、クライアント間の調
整および通信ポイントとしても機能します。

ルーティングクライアントは、MRIBが提供するサービスを使用して、ルーティングエントリを
インスタンス化し、他のクライアントによってルーティングエントリに加えられた変更を取得し

ます。MRIBでは、ルーティングクライアント以外に、転送クライアント（MFIBインスタンス）
や特別なクライアント（MLDなど）も扱われます。MFIBは、MRIBからその転送エントリを取
得し、パケットの受信に関連するイベントについてMRIBに通知します。これらの通知は、ルー
ティングクライアントによって明示的に要求されることも、MFIBによって自発的に生成される
こともあります。

MRIBのもう 1つの重要な機能は、同じマルチキャストセッション内でマルチキャスト接続を確
立する際に、複数のルーティングクライアントの調整を可能にすることです。また、MRIBで
は、MLDとルーティングプロトコル間の調整も可能です。

IPv6 マルチキャストのプロセススイッチングおよび高速スイッチング
統合MFIBは、IPv6マルチキャストでの PIM-SMおよび PIM-SSMに対するファストスイッチン
グおよびプロセススイッチングの両サポートを提供するために使用されます。プロセススイッ

チングでは、ルートプロセッサが各パケットの調査、書き換え、および転送を行う必要がありま

す。最初にパケットが受信され、システムメモリにコピーされます。次に、デバイスがルーティ

ングテーブル内でレイヤ 3ネットワークアドレスを検索します。そのあと、レイヤ 2フレーム
がネクストホップの宛先アドレスで書き換えられ、発信インターフェイスに送信されます。ま

た、RPは、巡回冗長検査（CRC）も計算します。このスイッチング方式は、IPv6パケットをス
イッチングする方式の中でスケーラビリティが最も低い方式です。
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IPv6マルチキャストの高速スイッチングを使用すると、デバイスはプロセススイッチングよりも
高いパケット転送パフォーマンスを実現できます。従来ルートキャッシュに格納される情報は、

IPv6マルチキャストスイッチング用にいくつかのデータ構造に格納されます。これらのデータ構
造では、ルックアップが最適化され、パケット転送を効率的に行えるようになっています。

IPv6マルチキャスト転送では、PIMプロトコルロジックで許可されていれば、最初のパケットの
ファストスイッチングが行われます。 IPv6マルチキャストの高速スイッチングでは、MACカプ
セル化ヘッダーが事前に計算されます。 IPv6マルチキャストの高速スイッチングでは、MFIBを
使用して、IPv6送信先プレフィックスベースのスイッチング判定が行われます。 IPv6マルチキャ
ストの高速スイッチングでは、MFIBに加えて、隣接関係テーブルを使用して、レイヤ2アドレッ
シング情報が付加されます。隣接関係テーブルでは、すべてのMFIBエントリのレイヤ 2ネクス
トホップアドレスが管理されます。

隣接が検出されると、隣接関係テーブルにそのデータが入力されます。（ARPなどを使用して）
隣接エントリが作成されるたびに、その隣接ノードのリンク層ヘッダーが事前に計算され、隣接

関係テーブルに格納されます。ルートが決定されると、そのヘッダーはネクストホップおよび対

応する隣接エントリを指します。そのあと、そのヘッダーはパケットスイッチング時のカプセル

化に使用されます。

ロードバランシングと冗長性の両方に対応するようにデバイスが設定されている場合など、ルー

トには送信先プレフィックスへの複数のパスが存在することがあります。解決されたパスごと

に、そのパスのネクストホップインターフェイスに対応する隣接へのポインタが追加されます。

このメカニズムは、複数のパスでのロードバランシングに使用されます。

IPv6 エニーキャスト RP ソリューション

PIMv6 エニーキャスト RP ソリューションの概要
IPv6 PIMのエニーキャスト RPソリューションは、IPv6ネットワークによる PIM-SMRPのエニー
キャストサービスのサポートを可能にします。これにより、PIMのみを実行するドメイン内でエ
ニーキャスト RPを使用できるようになります。エニーキャスト RPは、IPv4および IPv6で使用
できますが、IPv4だけで動作するMulticast SourceDiscovery Protocol（MSDP）には依存しません。
この機能は、ドメイン間接続が不要な場合に便利です。

エニーキャスト RPは、PIM RPのデバイスに障害が発生した場合に、高速コンバージェンスを取
得するために ISPベースのバックボーンが使用するメカニズムです。受信側および送信元が最も
近くの RPにランデブーできるようにするには、送信元からのパケットがすべての RPに到達し
て、加入している受信側を検出する必要があります。

ユニキャスト IPアドレスは RPアドレスとして選択されます。このアドレスは、静的に設定され
るか、またはダイナミックプロトコルを使用して、ドメイン全体のすべてのPIMデバイスに配信
されます。ドメイン内の一連のデバイスが、このRPアドレスのRPとして動作するように選択さ
れます。これらのデバイスは、エニーキャストRPセットと呼ばれます。エニーキャストRPセッ
ト内の各デバイスは、RPアドレスを使用してループバックインターフェイスで設定されます。
また、エニーキャストRPセット内の各デバイスには、RP間の通信に使用する別の物理 IPアドレ
スも必要です。

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）

7

IPv6 ネットワークでの基本的な IP マルチキャスト設定
IPv6 エニーキャスト RP ソリューション



RPアドレス、または RPアドレスに対応するプレフィックスは、ドメイン内部のユニキャスト
ルーティングシステムに挿入されます。エニーキャスト RPセット内の各デバイスは、エニー
キャストRPセット内のその他すべてのデバイスのアドレスで設定されます。また、この設定は、
セット内のすべての RPで一致している必要があります。

PIMv6 エニーキャスト RP の通常の動作
次の図に、PIMv6エニーキャスト RPの通常の動作を示し、次のように想定します。

• RP1、RP2、RP3、および RP4は同じエニーキャスト RPグループのメンバです。

• S11と S31は、ユニキャストルーティングメトリックに基づいて RP1と RP3をそれぞれ使
用するソースです。

• R11、R12、R2、R31およびR32はレシーバです。ユニキャストルーティングメトリックに
基づいて、R11と R12は RP1に加入し、R2は RP2と R31に加入し、R32は RP3にそれぞれ
加入します。

S11がパケットの送信を開始すると、次のイベントシーケンスが発生します。

1 DR1は（S, G）ステートを作成し、RP1へ registerを送信します。 DR1はデータパケットを
registerにカプセル化する場合もあります。

2 registerを受信すると、RP1は通常の PIM-SM RP機能を実行し、パケットを R11と R12へ転送
します。

3 RP1は、register（データパケットをカプセル化する場合もあります）を RP2、RP3、RP4にも
送信します。

4 RP2、RP3、RP4がさらに registerを相互に転送することはありません。

5 RP2、RP3、RP4は通常の PIM-SMRP機能を実行し、カプセル化されたデータパケットがある
場合、RP2はデータパケットを R2に転送し、RP3はデータパケットを R31と R32にそれぞ
れ転送します。

6 DR1から送信された null registersに対して上記の 5ステップが繰り返されます。
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PIMv6 エニーキャスト RP フェールオーバー
次の図は、PIMエニーキャスト RPフェールオーバーを示しています。

フェールオーバーでは、RP1が到達可能な場合、次のことが実行されます。

• DR1からの registerは RP2にトランスペアレントにルーティングされます。

• R11は RPとして RP2を使用し、R12は、RPとして RP4を使用します。

• DR1からの registerは RP2から RP3および RP4にルーティングされます。

このように、RPの損失（この場合は RP1）はDR1、R11、および R12に対してトランスペアレン
トであり、ネットワークは、IGPが収束するとすぐに収束します。

IPv6 BSR

IPv6 BSR
ドメイン内の PIMデバイスは、各マルチキャストグループを正しい RPアドレスにマッピングで
きる必要があります。 PIM-SM対応の BSRプロトコルは、グループと RPのマッピング情報をド
メイン全体に迅速に配布するためのダイナミック適応メカニズムを備えています。 IPv6BSR機能
を使用すると、到達不能になった RPが検出され、マッピングテーブルが変更されます。これに
より、到達不能な RPが今後使用されなくなり、新しいテーブルがドメイン全体に迅速に配布さ
れるようになります。

すべての PIM-SMマルチキャストグループを RPの IPまたは IPv6アドレスに関連付ける必要が
あります。新しいマルチキャスト送信側が送信を開始すると、そのローカル DRがこれらのデー
タパケットを PIM registerメッセージにカプセル化し、そのマルチキャストグループの RPに送
信します。新しいマルチキャスト受信側が加入すると、そのローカル DRがそのマルチキャスト
グループの RPに PIM joinメッセージを送信します。 PIMデバイスは、（*, G）joinメッセージを
送信するとき、RP方向への次のデバイスを認識して、G（グループ）がそのデバイスにメッセー
ジを送信できるようにする必要があります。また、PIMデバイスは、（*, G）ステートを使用し
てデータパケットを転送するとき、Gを宛先としたパケットの正しい着信インターフェイスを認
識する必要があります。これは、他のインターフェイスに着信するパケットを拒否する必要があ

るためです。
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ドメイン内の少数のデバイスが候補ブートストラップルータ（C-BSR）として設定され、単一の
BSRがそのドメイン用に選択されます。また、ドメイン内の一連のデバイスが候補 RP（C-RP）
として設定されます。通常、これらのデバイスは、C-BSRとして設定されているものと同じデバ
イスです。候補 RPは、候補 RPアドバタイズメント（C-RP-Adv）メッセージをそのドメインの
BSRに定期的にユニキャストし、RPになる意思をアドバタイズします。 C-RP-Advメッセージに
は、アドバタイズを行っている C-RPのアドレス、およびグループアドレスとマスク長のフィー
ルドの任意のリストが含まれています。これらのフィールドは、立候補のアドバタイズの対象と

なるグループプレフィックスを示します。BSRは、定期的に発信するブートストラップメッセー
ジ（BSM）にこれらの一連のC-RPとそれに対応するグループプレフィックスを含めます。BSM
は、ドメイン全体にホップバイホップで配布されます。

双方向 BSRがサポートされているため、双方向 RPを C-RPメッセージおよび BSMの双方向範囲
でアドバタイズできます。システム内のすべてのデバイスは、BSMで双方向範囲を使用できる必
要があります。使用できない場合は、双方向 RP機能が機能しません。

IPv6 BSR：RP マッピングの設定
RPマッピングを設定するための IPv6 BSR機能を使用すると、スコープと RPのマッピングを候
補 RPメッセージから学習する代わりに、BSRから直接アナウンスするように、IPv6マルチキャ
ストデバイスをスタティックに設定できます。 BSRから RPマッピングをアナウンスすると、次
のいくつかの状況で役立ちます。

• RPが 1つしか存在しないか、またはグループ範囲でエニーキャスト RPが使用されているた
めに、RPアドレスが変わらない場合、候補 BSRで RPアドレス通知をスタティックに設定
することは容易になります。

• RPアドレスが仮想 RPアドレスである場合（双方向 PIMを使用している場合など）、BSR
はそのアドレスを候補 RPから学習できません。その代わりに、候補 BSRで仮想 RPアドレ
スをアナウンス対象 RPとして設定する必要があります。

IPv6 BSR：スコープゾーンサポート
BSRでは、管理用スコープのマルチキャストを使用してネットワークでグループと RPのマッピ
ングを配布することによって、限定スコープゾーンをサポートしています。ユーザは、ドメイン

内の管理用スコープ領域ごとに候補 BSRと一連の候補 RPを設定できます。

BSRが管理用スコープで正しく機能するためには、BSRおよび少なくとも 1つの C-RPがすべて
の管理用スコープ領域内に存在している必要があります。管理用スコープゾーンの境界は、ゾー

ン境界デバイスで設定する必要があります。これは、エラー条件が原因で境界を間違って越える

可能性がある PIM joinメッセージをフィルタリングする必要があるためです。また、管理用ス
コープゾーン内の少なくとも 1つの C-BSRが、管理用スコープゾーンのアドレス範囲の C-BSR
になるように設定する必要があります。

BSR選択は、（BSMを使用して）管理用スコープ範囲ごとに 1回、およびグローバル範囲に対し
て 1回行われるようになります。管理用スコープ範囲は BSMで識別されます。これは、特定の
RPセットで処理するように設定されている範囲だけでなく、管理用スコープ範囲であることを示
すように、グループ範囲がマーク付けされているためです。
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C-RPにスコープが設定されていない場合、そのC-RPは、スコープゾーンのグループ範囲を含む
選択 BSRから BSMを受信することによって、管理用スコープゾーンの有無およびそのグループ
範囲を検出します。 C-RPには、各選択 BSRのアドレスとその BSMに含まれる管理用スコープ
範囲が格納されます。C-RPは、RPとして動作する意思のある管理用スコープ範囲ごとにC-RP-Adv
メッセージを適切な BSRに個別にユニキャストします。

管理用スコープ範囲が使用中の PIMブートストラップドメイン内のすべての PIMデバイスが、
BSMを受信し、該当するすべての管理用スコープゾーンに対する選択 BSRと RPのセットを格
納できる必要があります。

IPv6 マルチキャスト：BSR パケットの RPF フラッディング
シスコの IPv6デバイスでは、BSMのフローを妨げることがないように、BSRパケットの RPFフ
ラッディングがサポートされています。デバイスは、BSMを十分に認識および解析して、BSR
アドレスを識別します。デバイスは、このBSRアドレスのRPFチェックを実行し、RPFインター
フェイスで受信したパケットだけを転送します。また、RPF情報を含むBSRエントリを作成し、
同じ BSRからの今後の BSMに使用できるようにします。特定の BSRから BSMを今後受信しな
くなると、BSRエントリはタイムアウトします。

IPv6 マルチキャストグループ
インターフェイスで IPv6トラフィックを転送できるようにするには、そのインターフェイスで
IPv6アドレスを設定する必要があります。インターフェイスでサイトローカルまたはグローバル
IPv6アドレスを設定すると、リンクローカルアドレスが自動的に設定され、そのインターフェイ
スに対して IPv6がアクティブになります。また、設定されたインターフェイスは、そのリンクに
必要な次のマルチキャストグループに自動的に加入します。

•インターフェイスに割り当てられたユニキャストアドレスおよびエニーキャストアドレス
ごとの請求ノードマルチキャストグループ FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104

送信要求ノードマルチキャストアドレスは、ネイバー探索プロセスで使用さ

れます。

（注）

•全ノードリンクローカルマルチキャストグループ FF02::1

•全ルータリンクローカルマルチキャストグループ FF02::2

IPv6 マルチキャストアドレスグループ範囲のサポート
この機能は、IPv6マルチキャストエッジルーティングにアクセスコントロールメカニズムを提
供します。 ACLでは、許可または拒否されるマルチキャストグループまたはチャネルを指定し
ます。拒否されたグループまたはチャネルについて、デバイスはプロトコルトラフィックおよび

アクションを無視し（たとえば、MLDステートは作成されず、mrouteステートは作成されず、
PIM joinは転送されません）、システムのすべてのインターフェイス上でデータトラフィックを
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ドロップし、ACLによって拒否されたグループまたはチャネルのマルチキャストをディセーブル
にします。

IPv6 ネットワークでの基本的な IP マルチキャストの設定
方法

IPv6 マルチキャストルーティングのイネーブル化
IPv6マルチキャストは、MLDバージョン 2を使用します。このバージョンのMLDには、MLD
バージョン 1との完全な下位互換性があります（RFC 2710で規定）。MLDバージョン 1だけを
サポートするホストは、MLDバージョン2を実行しているデバイスと相互運用します。MLDバー
ジョン 1ホストとMLDバージョン 2ホストの両方が混在する LANもサポートされています。

はじめる前に

最初に、IPv6マルチキャストルーティングをイネーブルにするデバイスのすべてのインターフェ
イスで、IPv6ユニキャストルーティングをイネーブルにする必要があります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 multicast-routing [vrf vrf-name]

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

すべての IPv6対応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、イネーブルになっているすべてのデバイスイ

ipv6 multicast-routing [vrf
vrf-name]

例：

Device(config)# ipv6
multicast-routing

ステップ 3   

ンターフェイスで PIMおよびMLDに対してマルチキャスト転送を
イネーブルにします。

• IPv6マルチキャストルーティングは、IPv6ユニキャストルー
ティングがイネーブルの場合、デフォルトでディセーブルで

す。特定のデバイスでは、IPv6ユニキャストルーティングを
使用するには、IPv6マルチキャストルーティングもイネーブル
にする必要があります。

デバイスでの未認証マルチキャストトラフィックの受信のディセーブ

ル化

状況によっては、アクセスコントロールプロファイルに従って加入者の認証とチャネルの許可が

行われていないかぎり、マルチキャストトラフィックの受信を防止することが必要となる場合が

あります。つまり、アクセスコントロールプロファイルで特に指定がなければ、トラフィック

を完全になくす必要があります。

未認証グループまたは未許可チャネルからマルチキャストトラフィックをデバイスが受信しない

ようにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 multicast [vrf vrf-name] group-range[access-list-name]

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）。
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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を開始しま

す。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

デバイスのすべてのインターフェイスで未許可グループ

またはチャネルのマルチキャストプロトコルアクショ

ンおよびトラフィック転送をディセーブルにします。

ipv6 multicast [vrf vrf-name]
group-range[access-list-name]

例：

Device(config)# ipv6 multicast
group-range

ステップ 3   

IPv6 マルチキャストのトラブルシューティング

手順の概要

1. enable
2. debug ipv6 mfib group-name | group-address] [adjacency | signal | db | init |mrib | pak | ps
3. debug ipv6 mld [group-name | group-address | interface-type]
4. debug ipv6 mld explicit [group-name | group-address
5. debug ipv6 pim [group-name | group-address | interface-type | neighbor | bsr
6. debug bgp ipv6 {unicast |multicast} dampening [prefix-list prefix-list-name
7. debug bgp ipv6 {unicast |multicast} updates [ipv6-address] [prefix-list prefix-list-name] [in | out
8. debug ipv6 mrib client
9. debug ipv6 mrib io
10. debug ipv6 mrib issu
11. debug ipv6 mrib proxy
12. debug ipv6 mrib route [group-name | group-address
13. debug ipv6 mrib table

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）。
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目的コマンドまたはアクション

IPv6 MFIBに対するデバッグ出力をイネーブルに
します。

debug ipv6 mfib group-name | group-address]
[adjacency | signal | db | init |mrib | pak | ps

例：

Device# debug ipv6 mfib pak FF04::10

ステップ 2   

MLDプロトコルアクティビティに対するデバッ
グをイネーブルにします。

debug ipv6 mld [group-name | group-address |
interface-type]

例：

Device# debug ipv6 mld

ステップ 3   

ホストの明示的トラッキングに関連する情報を表

示します。

debug ipv6 mld explicit [group-name |
group-address

例：

Device# debug ipv6 mld explicit

ステップ 4   

PIMプロトコルアクティビティに対するデバッグ
をイネーブルにします。

debug ipv6 pim [group-name | group-address |
interface-type | neighbor | bsr

例：

Device# debug ipv6 pim

ステップ 5   

IPv6 BGP減衰のデバッグメッセージを表示しま
す。

debug bgp ipv6 {unicast |multicast} dampening
[prefix-list prefix-list-name

例：

Device# debug bgp ipv6 multicast

ステップ 6   

IPv6 BGPアップデートパケットのデバッグメッ
セージを表示します。

debug bgp ipv6 {unicast |multicast} updates
[ipv6-address] [prefix-list prefix-list-name] [in | out

例：

Device# debug bgp ipv6 multicast updates

ステップ 7   

MRIBクライアント管理アクティビティに対する
デバッグをイネーブルにします。

debug ipv6 mrib client

例：

Device# debug ipv6 mrib client

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

MRIB I/Oイベントに対するデバッグをイネーブル
にします。

debug ipv6 mrib io

例：

Device# debug ipv6 mrib io

ステップ 9   

MRIB稼働中ソフトウェアアップデートに対する
デバッグをイネーブルにします。

debug ipv6 mrib issu

例：

Device# debug ipv6 mrib issu

ステップ 10   

分散型デバイスにおけるルートプロセッサとライ

ンカード間のMRIBプロキシアクティビティに対
するデバッグをイネーブルにします。

debug ipv6 mrib proxy

例：

Device# debug ipv6 mrib proxy

ステップ 11   

MRIBルーティングエントリ関連のアクティビティ
に関する情報を表示します。

debug ipv6 mrib route [group-name |
group-address

例：

Device# debug ipv6 mrib route

ステップ 12   

MRIBテーブル管理アクティビティに対するデバッ
グをイネーブルにします。

debug ipv6 mrib table

例：

Device# debug ipv6 mrib table

ステップ 13   

PIMv6 エニーキャスト RP の設定
このタスクでは、2つの PIMv6 RPピアをイネーブル化する方法について説明します。ステップ
3～11は RP1の設定を示し、ステップ 12～19は RP2の設定を示しています。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 pim [vrf vrf-name] rp-address ipv6-address [group-address-list ] [bidir]
4. interface type number
5. ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits /prefix-length}
6. no shut
7. interface type number
8. ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits /prefix-length}
9. no shut
10. exit
11. ipv6 pim anycast-RP rp-address peer-address
12. ipv6 pim [vrf vrf-name] rp-address ipv6-address [group-address-list ] [bidir]
13. interface type number
14. ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits /prefix-length}
15. no shut
16. interface type number
17. ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits /prefix-length}
18. no shut
19. ipv6 pim anycast-RP rp-address peer-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：
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   

特定のグループ範囲のPIMRPのアドレスを設定しま
す。

ipv6 pim [vrf vrf-name] rp-address ipv6-address
[group-address-list ] [bidir]

例：
Device(config)# ipv6 pim rp-address
2001:DB8::1:1 acl_sparse1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイ

スをインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドにします。

interface type number

例：
Device(config)# interface Loopback4

ステップ 4   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アド
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理
をイネーブルにします。

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits /prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8::4:4/64

ステップ 5   

インターフェイスをイネーブルにします。no shut

例：
Device(config-if)# no shut

ステップ 6   

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイ

スをインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドにします。

interface type number

例：
Device(config-if)# interface Loopback5

ステップ 7   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アド
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理
をイネーブルにします。

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits /prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:ABCD::1/64

ステップ 8   

インターフェイスをイネーブルにします。no shut

例：
Device(config-if)# no shut

ステップ 9   

このコマンドを入力して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を開始します。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 10   

このコマンドを使用して、エニーキャストグループ

範囲の PIM RPのアドレスを設定します。
ipv6 pim anycast-RP rp-address peer-address

例：
Device(config)# ipv6 pim anycast-rp
2001:DB8:0:ABCD::1 2001:DB8::3:3

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

特定のグループ範囲のPIMRPのアドレスを設定しま
す。

ipv6 pim [vrf vrf-name] rp-address ipv6-address
[group-address-list ] [bidir]

例：
Device(config)# ipv6 pim rp-address
2001:DB8::1:1 acl_sparse1

ステップ 12   

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイ

スをインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドにします。

interface type number

例：
Device(config)# interface Loopback4

ステップ 13   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アド
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理
をイネーブルにします。

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits /prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8::3:3/64

ステップ 14   

インターフェイスをイネーブルにします。no shut

例：
Device(config-if)# no shut

ステップ 15   

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイ

スをインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドにします。

interface type number

例：
Device(config-if)# interface Loopback5

ステップ 16   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アド
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理
をイネーブルにします。

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits /prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:ABCD::1/64

ステップ 17   

インターフェイスをイネーブルにしますno shut

例：
Device(config-if)# no shut

ステップ 18   

このコマンドを使用して、エニーキャストグループ

範囲の PIM RPのアドレスを設定します。
ipv6 pim anycast-RP rp-address peer-address

例：
Device(config-if)# ipv6 pim anycast-rp
2001:DB8::1:1 2001:DB8::4:4

ステップ 19   
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BSR の設定および BSR 情報の確認

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate bsr ipv6-address[hash-mask-length] [priority priority-value]
4. interface type number
5. ipv6 pim bsr border
6. end
7. show ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr {election | rp-cache | candidate-rp}

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   

候補 BSRになるようにデバイスを設定します。ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate bsr
ipv6-address[hash-mask-length] [priority
priority-value]

ステップ 3   

例：

Device(config)# ipv6 pim bsr candidate bsr
2001:DB8:3000:3000::42 124 priority 10

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバ

イスをインターフェイスコンフィギュレーション

モードにします。

interface type number

例：

Device(config)# interface FastEthernet 1/0

ステップ 4   

指定したインターフェイスの任意のスコープの全

BSMに対して境界を設定します。
ipv6 pim bsr border

例：

Device(config-if)# ipv6 pim bsr border

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 6   

PIMBSRプロトコル処理に関連する情報を表示し
ます。

show ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr {election |
rp-cache | candidate-rp}

例：

Device# show ipv6 pim bsr election

ステップ 7   

BSR への PIM RP アドバタイズメントの送信

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate rp ipv6-address [group-list access-list-name] [priority

priority-value] [interval seconds] [scope scope-value] [bidir]
4. interface type number
5. ipv6 pim bsr border

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   

BSRにPIMRPアドバタイズメントを送信します。ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate rp
ipv6-address [group-list access-list-name] [priority

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

priority-value] [interval seconds] [scope scope-value]
[bidir]

例：

Device(config)# ipv6 pim bsr candidate rp
2001:DB8:3000:3000::42 priority 0

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバ

イスをインターフェイスコンフィギュレーション

モードにします。

interface type number

例：

Device(config)# interface FastEthernet 1/0

ステップ 4   

指定したインターフェイスの任意のスコープの全

BSMに対して境界を設定します。
ipv6 pim bsr border

例：

Device(config-if)# ipv6 pim bsr border

ステップ 5   

限定スコープゾーン内で BSR を使用できるようにするための設定
ユーザは、ドメイン内の管理用スコープ領域ごとに候補 BSRと一連の候補 RPを設定できます。

候補 RPでスコープが指定されている場合、このデバイスは指定されたスコープの BSRに自身を
C-RP専用としてアドバタイズします。スコープとともにグループリストが指定されている場合
は、そのグループリストと同じスコープが指定されたアクセスリスト内のプレフィックスだけが

アドバタイズされます。

ブートストラップデバイスでスコープが指定されている場合、そのBSRはそのスコープに関連付
けられているグループ範囲を含むBSMの起点となり、指定されたスコープに属するグループに対
する C-RP通知を受け入れます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate bsr ipv6-address [hash-mask-length] [priority priority-value]
4. ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate rp ipv6-address [group-list access-list-name] [priority

priority-value] [interval seconds] [scope scope-value] [bidir]
5. interface type number
6. ipv6 multicast boundary scope scope-value
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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   

候補BSRになるようにデバイスを設定します。ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate bsr ipv6-address
[hash-mask-length] [priority priority-value]

ステップ 3   

例：

Device(config)# ipv6 pim bsr candidate bsr
2001:DB8:1:1:4

BSRに PIM RPアドバタイズメントを送信する
ように候補 RPを設定します。

ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate rp ipv6-address
[group-list access-list-name] [priority priority-value]
[interval seconds] [scope scope-value] [bidir]

ステップ 4   

例：

Device(config)# ipv6 pim bsr candidate rp
2001:DB8:1:1:1 group-list list scope 6

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デ

バイスをインターフェイスコンフィギュレー

ションモードにします。

interface type number

例：

Device(config)# interface FastEthernet 1/0

ステップ 5   

指定されたスコープのインターフェイスでマル

チキャスト境界を設定します。

ipv6 multicast boundary scope scope-value

例：

Device(config-if)# ipv6 multicast boundary scope
6

ステップ 6   
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BSR デバイスにスコープと RP のマッピングをアナウンスさせるため
の設定

IPv6 BSRデバイスは、スコープと RPのマッピングを候補 RPメッセージから学習するのではな
く、直接アナウンスするようにスタティックに設定できます。ユーザは、スコープと RPのマッ
ピングをアナウンスするように BSRデバイスを設定して、BSRをサポートしていない RPがその
BSRにインポートされるように設定できます。この機能をイネーブルにすると、ローカルの候補
BSRデバイスの既知のリモート RPが、企業の BSRドメインの外部に配置されている RPを学習
できるようになります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr announced rp ipv6-address [group-list access-list-name] [priority

priority-value] [bidir] [scope scope-value]

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   

指定した候補 RPの BSRからスコープと RPの
マッピングを直接アナウンスします。

ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr announced rp ipv6-address
[group-list access-list-name] [priority priority-value]
[bidir] [scope scope-value]

ステップ 3   

例：

Device(config)# ipv6 pim bsr announced rp
2001:DB8:3000:3000::42 priority 0
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IPv6 ネットワークでの基本的な IP マルチキャストの設定
例

例：IPv6 マルチキャストルーティングのイネーブル化
次に、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、イネーブル

になっているすべてのデバイスインターフェイスで PIMおよびMLDに対してマルチキャスト転
送をイネーブルにする例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 multicast-routing

例：IPv6 マルチキャストアドレスグループ範囲のサポートのディセー
ブル化

次の例では、list2という名前のアクセスリストによって拒否されたグループまたはチャネルのマ
ルチキャストをデバイスでディセーブルにできます。

ipv6 multicast group-range list2

次に、上記の例のコマンドが int2で指定されたインターフェイス上で上書きされる例を示します。
int2で、MLDステートは int-list2によって許可されるグループまたはチャネルに対して作成され
ますが、int-list2によって拒否されるグループまたはチャネルに対しては作成されません。他のす
べてのインターフェイスでは、list2という名前のアクセスリストがアクセスコントロールに使用
されます。

この例では、すべてあるいはほとんどのマルチキャストグループまたはチャネルを拒否するよう

に list2を指定でき、インターフェイス int2に対してのみ許可グループまたはチャネルを許可する
ように int-list2を指定できます。
Device(config)# interface int2
Device(config-if)# ipv6 mld access-group int-list2

例：IPv6 MRIB 情報の確認
次の例では、IPv6 MRIBクライアントに関する情報を示します。
Device# show ipv6 mrib client

IP MRIB client-connections
igmp:145 (connection id 0)
pim:146 (connection id 1)
mfib ipv6:3 (connection id 2)
slot 3 mfib ipv6 rp agent:16 (connection id 3)
slot 1 mfib ipv6 rp agent:16 (connection id 4)
slot 0 mfib ipv6 rp agent:16 (connection id 5)
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slot 4 mfib ipv6 rp agent:16 (connection id 6)
slot 2 mfib ipv6 rp agent:16 (connection id 7)

次の例では、IPv6 MRIBルートに関するサマリー情報を示します。
Device# show ipv6 mrib route summary

MRIB Route-DB Summary
No. of (*,G) routes = 52
No. of (S,G) routes = 0
No. of Route x Interfaces (RxI) = 10

例：PIMv6 エニーキャスト RP の設定

RP1
Device1(config)# ipv6 pim rp-address 2001:DB8::1:1 acl_sparse1
Device1(config)# interface Loopback4
Device1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8::4:4/64
Device1(config-if)# no shut

Device1(config)# interface Loopback5
Device1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:ABCD::1/64
Device1(config-if)# no shut
Device1(config-if)# exit
Device1(config)# ipv6 pim anycast-rp 2001:DB8:0:ABCD::1 2001:DB8::3:3

RP2 (Anycast RP Peer)
Device2(config)# ipv6 pim rp-address 2001:DB8::1:1 acl_sparse1
Device2(config)# interface Loopback4
Device2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8::3:3/64
Device2(config-if)# no shut

Device2(config)# interface Loopback5
Device2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:0:ABCD::1/64
Device2(config-if)# no shut
Device2(config)# ipv6 pim anycast-rp 2001:DB8::1:1 2001:DB8::4:4

Device2 show ipv6 pim anycast-rp 2001:DB8::1:1

Anycast RP Peers For 2001:DB8::1:1 Last Register/Register-Stop received
2001:DB8::3:3 00:00:00/00:00:00
2001:DB8::4:4 00:00:00/00:00:00

例：BSR の設定
Device# show ipv6 pim bsr election

PIMv2 BSR information
BSR Election Information
Scope Range List: ff00::/8
This system is the Bootstrap Router (BSR)
BSR Address: 60::1:1:4
Uptime: 00:11:55, BSR Priority: 0, Hash mask length: 126
RPF: FE80::A8BB:CCFF:FE03:C400,Ethernet0/0
BS Timer: 00:00:07
This system is candidate BSR
Candidate BSR address: 60::1:1:4, priority: 0, hash mask length: 126
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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

『IPv6 Configuration Guide』IPv6のアドレッシングと接続

『Cisco IOS Master 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

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

IPv6コマンド

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

Cisco IOS IPv6機能

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『IPv6 RFCs』IPv6用 RFC

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/command/ipv6-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/command/ipv6-cr-book.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_IOS_IPv6_Feature_Mapping
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_IOS_IPv6_Feature_Mapping
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。

IPv6 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。
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表 1：IPv6 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

IPv6マルチキャストを使用する
と、ホストがすべてのホストの

サブセットに同時に単一のデー

タストリームを送信できるよ

うになります。

次のコマンドが導入または変更

されました。clear ipv6 pim
topology、debug ipv6 mld、
debug ipv6 mrib、debug ipv6
pim、debug ipv6 pim
neighbor、ipv6 mld
join-group、 ipv6 mld
query-interval、ipv6 mld
query-max-response-time、ipv6
mld query-timeout、ipv6 mld
router、ipv6mld static-group、
ipv6 multicast-routing、ipv6
pim、ipv6 pimdr-priority、ipv6
pim hello-interval、ipv6 pim
rp-address、ipv6 pim
spt-threshold infinity、show
ipv6mld groups、show ipv6mld
groups summary、show ipv6
mld interface、show ipv6 mrib
client、show ipv6 mrib route、
show ipv6 mroute、show ipv6
pim group-map、show ipv6 pim
interface、show ipv6 pim
neighbor、show ipv6 pim
range-list、show ipv6 pim
topology、show ipv6 pim
tunnel。

12.0(26)S

12.2(25)SG

12.2(33)SRA

12.2(18)SXE

12.3(2)T

12.4

12.4(2)T

15.0(2)SE

Cisco IOS XE Release 2.1

IPv6マルチキャスト
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機能情報リリース機能名

この機能は、グループ範囲の

ディセーブル化とも呼ばれま

す。

この機能は、IPv6マルチキャス
トエッジルーティングにアク

セスコントロールメカニズム

を提供します。

次のコマンドが導入または変更

されました。ipv6 mld
access-group、ipv6 multicast
boundary scope、ipv6 multicast
group-range。

15.0(1)M

12.2(40)SG

3.2.0SG

15.0(2)SG

12.2(33)SRE

12.2(33)SXI

Cisco IOS XE Release 2.6

IPv6マルチキャストアドレス
グループ範囲のサポート

IPv6では、グローバルアドレ
スと非グローバルアドレスが

サポートされています。ここ

では、異なるスコープの IPv6
アドレスの使用方法について説

明します。

12.0(26)S

12.2(18)S

12.2(25)SG

12.2(33)SRA

12.3(2)T

12.4

12.4(2)T

15.0(1)S

IPv6マルチキャスト：スコープ
境界

IPv6 PIMのエニーキャスト RP
ソリューションでは、IPv6ネッ
トワークで PIM-SM RPに対す
るエニーキャストサービスの

サポートが可能になり、PIMの
みを実行しているドメイン内で

エニーキャスト RPを使用でき
ます。

次のコマンドが導入または変更

されました。ipv6 pim
anycast-RP、show ipv6 pim
anycast-RP。

15.1(3)S

Cisco IOS XE Release 3.4S

15.2(3)T

PIMv6：エニーキャスト RPソ
リューション
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機能情報リリース機能名

この機能を使用すると、到達不

能になった RPが検出され、
マッピングテーブルが変更さ

れます。これにより、到達不能

な RPが今後使用されなくな
り、新しいテーブルがドメイン

全体に迅速に配布されるように

なります。

次のコマンドが導入または変更

されました。debug ipv6 pim
bsr、 ipv6 pimbsr border、 ipv6
pim bsr candidate bsr、ipv6 pim
bsr candidate rp、show ipv6 pim
bsr、show ipv6 pim
group-map。

12.0(28)S

12.2(25)S

12.2(25)SG

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

12.3(11)T

12.4

12.4(2)T

Cisco IOS XE Release 2.4

15.0(1)S

IPv6マルチキャスト：ブートス
トラップルータ

この機能を使用すると、スコー

プとRPのマッピングを候補RP
メッセージから学習する代わり

に、BSRから直接アナウンスす
るように、IPv6マルチキャスト
デバイスをスタティックに設定

できます。

次のコマンドが導入または変更

されました。ipv6
multicast-routing、ipv6 pim bsr
announced rp、ipv6 pim bsr
candidate bsr。

12.2(33)SRE

12.2(50)SY

12.4(2)T

Cisco IOS XE Release 2.4

15.0(1)S

IPv6 BSR：RPマッピングの設
定

BSRパケット機能の RPFフ
ラッディングを使用すると、

Cisco IPv6デバイスが BSMの
フローを妨げることがなくなり

ます。

次のコマンドが導入されまし

た。show ipv6 pim bsr。

Cisco IOS XE Release 2.1IPv6マルチキャスト：BSRパ
ケットの RPFフラッディング
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機能情報リリース機能名

この機能は、複数の仮想ルー

ティング/転送コンテキスト
（VRF）に対する IPv6マルチ
キャストサポートを提供しま

す（これらの VRFのスコープ
は、VRFが定義されているデ
バイスに制限されています）。

15.1(4)M

Cisco IOS XE Release 3.4S
IPv6マルチキャスト VRF Lite
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