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PIM および PIM6 の情報

Cisco NX-OS Release 5.0(2a)以降では、双方向フォワーディング検出（BFD）が PIMをサポー
トします。『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してくださ
い。

（注）
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マルチキャスト対応ルータ間で使用される PIMは、マルチキャスト配信ツリーを構築して、ルー
ティングドメイン内にグループメンバーシップをアドバタイズします。 PIMは、複数の送信元
からのパケットが転送される共有配信ツリーと、単一の送信元からのパケットが転送される送信

元配信ツリーを構築します。マルチキャストの詳細については、「マルチキャストに関する情

報」を参照してください。

Cisco NX-OSは、IPv4ネットワーク（PIM）および IPv6ネットワーク（PIM6）で、PIMスパース
モードをサポートしています PIMスパースモードでは、ネットワーク上の要求元だけにマルチ
キャストトラフィックが伝送されます。 PIMと PIM6は、ルータ上で同時に実行するように設定
できます。 PIMおよび PIM6グローバルパラメータを使用すると、Rendezvous Point（RP;ランデ
ブーポイント）、メッセージパケットフィルタリング、および統計情報を設定できます。 PIM
および PIM6インターフェイスパラメータを使用すると、マルチキャスト機能のイネーブル化、
PIMの境界の識別、PIM helloメッセージインターバルの設定、および Designated Router（DR;指
定ルータ）のプライオリティ設定を実行できます。詳細については、「PIMまたは PIM6スパー
スモードの設定」を参照してください。

Cisco NX-OSは PIMデンスモードをサポートしていません。（注）

Cisco NX-OSでマルチキャスト機能をイネーブルにするには、各ルータで PIMまたは PIM6機能
をイネーブルにしてから、マルチキャストに参加する各インターフェイスで、PIMまたは PIM6
スパースモードをイネーブルにする必要があります。 IPv4ネットワークの場合は PIMを、IPv6
ネットワークの場合は PIM6を設定できます。 IPv4ネットワーク上のルータで IGMPがイネーブ
ルになっていない場合は、PIMによって自動的にイネーブルにされます。 IPv6ネットワークで
は、デフォルトでMulticast Listener Discovery（MLD）がイネーブルになります。 IGMPおよび
MLDの設定方法については、「IGMPの設定」および「MLDの設定」を参照してください。

Nexus 7000シリーズデバイス用の Cisco NX-OS Release 5.2(1)以降では、PIMv4を設定し、発
信インターフェイス（OIFs）を含む総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネルを通して
実行できます。

（注）

PIMおよび PIM6グローバルコンフィギュレーションパラメータを使用すると、マルチキャスト
グループアドレスの範囲を設定して、次に示す 3つのツリー配信モードで利用できます。

• AnySourceMulticast（ASM）：マルチキャスト送信元の検出機能を提供します。ASMでは、
マルチキャストグループの送信元と受信者間に共有ツリーを構築し、新しい受信者がグルー

プに追加された場合は、送信元ツリーに切り替えることができます。 ASMモードを利用す
るには、RPを設定する必要があります。

• Source Specific Multicast（SSM）：マルチキャスト送信元への加入要求を受信する LANセグ
メント上の指定ルータを起点として、送信元ツリーを構築します。 SSMモードでは、RPを
設定する必要がありません。送信元の検出は、その他の方法で実行する必要があります。

• Bidirectional Shared Trees（Bidir;双方向共有ツリー）：マルチキャストグループの送信元と
受信者間に共有ツリーを構築しますが、新しい受信者がグループに追加された場合は、送信

元ツリーに切り替えることができません。 Bidirモードを利用するには、RPを設定する必要
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があります。 Bidir転送では共有ツリーだけが使用されるため、送信元を検出する必要はあ
りません。

3つのモードを組み合わせて、さまざまな範囲のグループアドレスに対応することができます。
詳細については、「PIMおよび PIM6の設定」を参照してください。

ASMおよび Bidirモードで使用される PIMスパースモードと共有配信ツリーの詳細については、
RFC 4601を参照してください。

PIM SSMモードの詳細については、RFC 3569を参照してください。

PIM Bidirモードの詳細については、draft-ietf-pim-bidir-09.txtを参照してください。

hello メッセージ
ルータがマルチキャストアドレス 224.0.0.13に PIM helloメッセージを送信して、PIM隣接ルータ
との隣接関係を確立すると、PIMプロセスが開始されます。 helloメッセージは 30秒間隔で定期
的に送信されます。 PIMソフトウェアはすべてのネイバーからの応答を確認すると、各 LANセ
グメント内でプライオリティが最大のルータを指定ルータ（DR）として選択します。DRプライ
オリティは、PIM helloメッセージの DRプライオリティ値に基づいて決まります。全ルータの
DRプライオリティ値が不明、またはプライオリティが等しい場合は、IPアドレスが最上位のルー
タが DRとして選定されます。

helloメッセージには保持時間の値も含まれています。通常、この値は helloインターバルの 3.5倍
です。ネイバーから後続の helloメッセージがないまま保持時間を経過すると、デバイスはその
リンクで PIMエラーを検出します。

PIMソフトウェアで、PIMネイバーとの PIM helloメッセージの認証にMD5ハッシュ値を使用す
るよう設定すると、セキュリティを高めることができます。

helloメッセージ認証の設定方法については、「PIMまたは PIM6スパースモードの設定」を参照
してください。

Join/Prune メッセージ
受信者から送信された、新しいグループまたは送信元に対する IGMPメンバーシップレポート
メッセージを受信すると、DRは、インターフェイスからランデブーポイント方向（ASMまたは
Bidirモード）または送信元方向（SSMモード）に PIM Joinメッセージを送信して、受信者と送
信元を接続するツリーを作成します。ランデブーポイント（RP）は共有ツリーのルートであり、
ASMモードまたは Bidirモードで、PIMドメイン内のすべての送信元およびホストによって使用
されます。SSMではRPを使用せず、送信元と受信者間の最小コストパスであるShortest PathTree
（SPT;最短パスツリー）が構築されます。

DRはグループまたは送信元から最後のホストが脱退したことを認識すると、PIM Pruneメッセー
ジを送信して、配信ツリーから該当するパスを削除します。

各ルータは、マルチキャスト配信ツリーの上流方向のホップに JoinまたはPruneアクションを次々
と転送し、パスを作成（Join）または削除（Prune）します。
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このマニュアル内の「PIM Joinメッセージ」および「PIM Pruneメッセージ」という用語は、
PIM Join/Pruneメッセージに関して、Joinまたは Pruneアクションのうち実行されるアクショ
ンをわかりやすく示すために使用しています。

（注）

Join/Pruneメッセージは、ソフトウェアからできるだけ短時間で送信されます。 Join/Pruneメッ
セージをフィルタリングするには、ルーティングポリシーを定義します。 Join/Pruneメッセージ
のポリシーの設定方法については、「PIMまたは PIM6スパースモードの設定」を参照してくだ
さい。

ステートのリフレッシュ

PIMでは、3.5分の間隔でマルチキャストエントリをリフレッシュする必要があります。ステー
トをリフレッシュすると、トラフィックがアクティブなリスナーだけに配信されるため、ルータ

で不要なリソースが使用されなくなります。

PIMステートを維持するために、最終ホップである DRは、Join/Pruneメッセージを 1分に 1回送
信します。次に、(*, G)ステートおよび (S, G)ステートの構築例を示します。

• (*, G)ステートの構築例：IGMP (*, G)レポートを受信すると、DRは (*, G) PIM Joinメッセー
ジを RP方向に送信します。

• (S, G)ステートの構築例：IGMP (S, G)レポートを受信すると、DRは (S, G) PIM Joinメッセー
ジを送信元方向に送信します。

ステートがリフレッシュされていない場合、PIMソフトウェアは、上流ルータのマルチキャスト
発信インターフェイスリストから転送パスを削除し、配信ツリーを再構築します。

ランデブーポイント

Rendezvous Point（RP;ランデブーポイント）は、マルチキャストネットワークドメイン内にあ
るユーザが指定したルータで、マルチキャスト共有ツリーの共有ルートとして動作します。必要

に応じて複数の RPを設定し、さまざまなグループ範囲をカバーすることができます。

スタティック RP
マルチキャストグループ範囲の RPを静的に設定できます。この場合、ドメイン内のすべての
ルータに RPのアドレスを設定する必要があります。

スタティック RPを定義するのは、次のような場合です。

•ルータに Anycast RPアドレスを設定する場合

•デバイスに RPを手動で設定する場合

スタティック RPの設定方法については、「スタティック RPの設定」を参照してください。
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BSR
BootstrapRouter（BSR;ブートストラップルータ）を使用すると、PIMドメイン内のすべてのルー
タで、BSRと同じ RPキャッシュが保持されるようになります。 BSRでは、BSR候補 RPから RP
セットを選択するよう設定できます。BSRは、ドメイン内のすべてのルータにRPセットをブロー
ドキャストする役割を果たします。ドメイン内のRPを管理するには、1つまたは複数の候補BSR
を選択します。候補 BSRの 1つが、ドメインの BSRとして選定されます。

同じネットワーク内では、Auto-RPプロトコルと BSRプロトコルを同時に設定できません。注意

次の図に、BSRメカニズムを示します。ルータA（ソフトウェアによって選定されたBSR）は、
すべての有効なインターフェイスからBSRメッセージを送信しています（図の実線部分）。この
メッセージにはRPセットが含まれており、ネットワーク内のすべてのルータに次々とフラッディ
ングされます。ルータ Bおよび Cは候補 RPであり、選定された BSRに候補 RPアドバタイズメ
ントを直接送信しています（図の破線部分）。

選定された BSRは、ドメイン内のすべての候補 RPから候補 RPメッセージを受信します。 BSR
から送信されるブートストラップメッセージには、すべての候補 RPに関する情報が格納されて
います。各ルータでは共通のアルゴリズムを使用することにより、各マルチキャストグループに

対応する同一の RPアドレスが選択されます。

図 1：BSR メカニズム

RP選択プロセスの実行中、ソフトウェアは最もプライオリティが高いRPアドレスを特定します。
2つ以上の RPアドレスのプライオリティが等しい場合は、選択プロセスで RPハッシュを使用す
ることもできます。 1つのグループに割り当てられる RPアドレスは 1つだけです。
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デフォルトでは、ルータは BSRメッセージの受信や転送を行いません。 BSRメカニズムによっ
て、PIMドメイン内のすべてのルータに対して、マルチキャストグループ範囲に割り当てられた
RPセットが動的に通知されるようにするには、BSRリスニング機能および転送機能をイネーブル
にする必要があります。

ブートストラップルータの詳細については、RFC 5059を参照してください。

BSRメカニズムは、サードパーティ製ルータで使用可能な、ベンダー共通の RP定義方式で
す。

（注）

BSRおよび候補 RPの設定方法については、「BSRの設定」を参照してください。

Auto-RP
Auto-RPは、インターネット標準であるブートストラップルータメカニズムの前身となったシス
コのプロトコルです。 Auto-RPを設定するには、候補マッピングエージェントおよび候補 RPを
選択します。候補 RPは、サポート対象グループ範囲を含んだ RP-Announceメッセージを Cisco
RP-Announceマルチキャストグループ 224.0.1.39に送信します。 Auto-RPマッピングエージェン
トは候補 RPからの RP-Announceメッセージを受信して、グループと RP間のマッピングテーブ
ルを形成します。マッピングエージェントは、このグループと RP間のマッピングテーブルを
RP-Discoveryメッセージに格納して、Cisco RP-Discoveryマルチキャストグループ 224.0.1.40にマ
ルチキャストします。

同じネットワーク内では、Auto-RPプロトコルと BSRプロトコルを同時に設定できません。注意
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次の図に、Auto-RPメカニズムを示します。 RPマッピングエージェントは、受信した RP情報
を、定期的に Cisco RP-Discoveryグループ 224.0.1.40にマルチキャストします（図の実線部分）。

図 2：Auto-RP のメカニズム

デフォルトでは、ルータは Auto-RPメッセージの受信や転送を行いません。 Auto-RPメカニズム
によって、PIMドメイン内のルータに対して、グループと RP間のマッピング情報が動的に通知
されるようにするには、Auto-RPリスニング機能および転送機能をイネーブルにする必要があり
ます。

Auto-RPは PIM6ではサポートされていません。（注）

Auto-RPの設定方法については、「Auto-RPの設定」を参照してください。

1 つの PIM ドメイン内の複数の RP
この項では、1つの PIMドメイン内に複数の RPが設定されている場合の選定プロセスのルール
について説明します。

PIM BSR ブートストラップ/Auto-RP マッピングエージェントの選定プロセス

この項では、BSRブートストラップAuto-RPマッピングエージェントの選定プロセスについて説
明します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティングコンフィギュレーションガイド
   OL-25789-02-J 7

PIM および PIM6 の設定
ランデブーポイント



ブートストラップルータ（BSP）の選定プロセスの詳細

• BSRプライオリティが異なる場合は、プライオリティが最も高い（数値が最も大きい）BSR
が PIMドメインの BSRルータとして選定されます（設定例 1を参照）。

◦設定例1（異なるBSR候補プライオリティ）：この例の場合、プライオリティが最も高
い N7K-1というラベルのデバイスが、PIMドメインの BSR候補として選定されます。
N7K-2というラベルが設定されたデバイスのプライオリティは、デフォルトの64です。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0 priority 128

ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0

ip pim bsr forward listen

N7K-1の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.1.1*, next Bootstrap message in: 00:00:12,

priority: 128, hash-length: 30

N7K-2の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.1.1, uptime: 00:04:27, expires: 00:02:00,

priority: 128, hash-length: 30

• BSRプライオリティが同じ場合は、BSR候補 IPアドレスが最上位である BSRが、PIMドメ
インの BSRルータとして選定されます（設定例 2を参照）。

◦設定例 2（同じ BSR候補プライオリティ）：この例の場合、BSR候補 IPアドレスが最
上位である N7K-2というラベルのデバイスが、PIMドメインの BSRとして選定されま
す。
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N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0

ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0

ip pim bsr forward listen

N7K-1の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.2.1, uptime: 01:45:20, expires: 00:01:54,

priority: 64, hash-length: 30

N7K-2の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.2.1*, next Bootstrap message in: 00:00:30,

priority: 64, hash-length: 30

Auto-RP マッピングエージェントの選定プロセス

•マッピングエージェント IPアドレスが最上位であるルータが、PIMドメインのマッピング
エージェントとして選定されます。Auto-RPマッピングエージェントにプライオリティを設
定することはできません（設定例を参照）。

◦設定例（最上位の IPアドレス）：この例の場合、マッピングエージェント IPアドレス
が最上位であるN7K-2というラベルのデバイスが、PIMドメインのマッピングエージェ
ントとして選定されます。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim auto-rp mapping-agent loopback0

ip pim auto-rp forward listen
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N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim auto-rp mapping-agent loopback0

ip pim auto-rp forward listen

N7K-1の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR disabled
Auto-RP RPA: 192.168.2.1, next Discovery message in: 00:00:52

N7K-2の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR disabled
Auto-RP RPA: 192.168.2.1*, next Discovery message in: 00:00:47

PIM RP 対 RP の選定プロセス
この表は、ネットワーク内で BSR、Auto-RP、またはスタティック RP設定を使用して複数の RP
が設定されている場合に、マルチキャストグループの RPの選択に使用されるプロセスを示して
います。

Auto-RP 対スタティッ
ク RP

Auto-RP 対 Auto- RPBSR-RP 対スタティッ
ク RP

BSR-RP 対 BSR-RP

1.最も詳細な RPグ
ループリスト

1.最も詳細なRPグルー
プリスト

1.最も詳細な RPグ
ループリスト

1.最も詳細なRPグルー
プリスト

2.最上位の RP IPアド
レス

2.最上位のRP IPアドレ
ス

2.最上位のRP IPアド
レス

2.最も低いRPプライオ
リティ

———3.最上位の RP IPアド
レス

BSR-RP対 Auto-RPは、同じネットワーク内で同時に実行しないことが推奨されるため、この
表には示していません。

（注）
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PIM BSR RP 候補対 BSR RP 候補の選定プロセス

•最も詳細なグループリストを持つBSRRP候補が、設定済みのグループリスト内に指定され
ているあらゆるマルチキャストアドレスに対し、RPとして選定されます。最も詳細なグルー
プリストは、BSR RP候補プライオリティや最上位の BSR RP候補 IPアドレスよりも優先さ
れます（設定例 1を参照）。

◦設定例 1（最も詳細なグループリスト）：この例の場合、224.1.1.0/24グループリスト
内に指定されているすべてのマルチキャストアドレスに対し、N7K-1というラベルの
デバイスがRPとして選定されます。あまり詳細でない 224.0.0.0/4グループリスト内の
マルチキャストアドレスに対しては、N7K-2というラベルのデバイスが選定されます。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.1.1.0/24
ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr forward listen

N7K-1の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.1.1.0/24 ASM 192.168.1.1 -

show ip pim group 224.3.0.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

N7K-2の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.1.1.0/24 ASM 192.168.1.1 -

show ip pim group 224.3.0.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1

•複数の BSR RP候補が同じグループリスト（224.0.0.0/4など）をアドバタイズした場合は、
グループリスト内に指定されているあらゆるマルチキャストアドレスに対し、プライオリ
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ティが最も高い（数値が最も小さい）BSRRP候補がRPとして選定されます（設定例 2を参
照）。

◦設定例 2（同じグループリストで、RPプライオリティが異なる）：この例の場合、
224.0.0.0/4グループリスト内に指定されているすべてのマルチキャストアドレスに対
し、RP候補プライオリティが最も低い N7K-1というラベルのデバイスが RPとして選
定されます。 N7K-2というラベルのデバイスのプライオリティは、デフォルトの 192
です。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4 priority 10
ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr forward listen

N7K-1の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.2.1, uptime: 00:09:14, expires: 00:01:37,
priority: 64, hash-length: 30
Auto-RP disabled
BSR RP Candidate policy: None
BSR RP policy: None
Auto-RP Announce policy: None
Auto-RP Discovery policy: None

RP: 192.168.1.1*, (0), uptime: 00:08:15, expires: 00:01:57,
priority: 10, RP-source: 192.168.2.1 (B), group ranges:
224.0.0.0/4

RP: 192.168.2.1, (0), uptime: 00:08:15, expires: 00:01:57,
priority: 192, RP-source: 192.168.2.1 (B), group ranges:
224.0.0.0/4

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.1.1
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N7K-2の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.2.1*, next Bootstrap message in: 00:00:55,
priority: 64, hash-length: 30
Auto-RP disabled
BSR RP Candidate policy: None
BSR RP policy: None
Auto-RP Announce policy: None
Auto-RP Discovery policy: None

RP: 192.168.1.1, (0), uptime: 00:11:34, expires: 00:02:26,
priority: 10, RP-source: 192.168.1.1 (B), group ranges:
224.0.0.0/4

RP: 192.168.2.1*, (0), uptime: 00:12:21, expires: 00:02:22,
priority: 192, RP-source: 192.168.2.1 (B), group ranges:
224.0.0.0/4

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.1.1 -

•複数の BSR RP候補が同じグループリスト（224.0.0.0/4など）をアドバタイズした場合で、
それらが同じ BSR RP候補プライオリティで設定されている場合は、グループリスト内に指
定されているあらゆるマルチキャストアドレスに対し、IPアドレスが最上位である BSR RP
候補が RPとして選定されます（設定例 3を参照）。

◦設定例3（RPプライオリティおよびグループリストが同じ）：この例の場合、224.0.0.0/4
グループリスト内に指定されているすべてのマルチキャストアドレスに対し、RP候補
IPアドレスが最上位であるN7K-2というラベルのデバイスがRPとして選定されます。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr forward listen
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N7K-1の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

N7K-2の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

PIM BSR RP 候補対スタティック RP の選定プロセス

•最も詳細なグループリストを持つRPが、設定済みのグループリスト内に指定されているあ
らゆるマルチキャストアドレスに対し、RPとして選定されます。最も詳細なグループリス
トは、最上位の RP IPアドレスよりも優先されます（設定例 1を参照）。（RPプライオリ
ティは、BSR RP候補をスタティック RPと比較する際には適用されません）。

◦設定例 1（最も詳細なグループリスト）：この例の場合、224.1.1.0/24グループリスト
内に指定されているすべてのマルチキャストアドレスに対し、N7K-1というラベルの
デバイスが BSR RPとして選定されます。あまり詳細でない 224.0.0.0/4グループリス
ト内のマルチキャストアドレスに対しては、スタティックRPステートメントにより、
N7K-2というラベルのデバイスが RPとして選定されます。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim rp-address 192.168.2.1 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.1.1.0/24
ip pim forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim rp-address 192.168.2.1 group-list 224.0.0.0/4

ip pim bsr forward listen
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N7K-1の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.1.1.0/24 ASM 192.168.1.1 -

show ip pim group 224.3.0.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

N7K-2の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.1.1.0/24 ASM 192.168.1.1 -

show ip pim group 224.3.0.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

•スタティック RPおよび BSR RP候補が同じグループリスト（224.0.0.0/4など）をアドバタ
イズした場合は、グループリスト内に指定されているあらゆるマルチキャストアドレスに

対し、RP IPアドレスが最上位である候補が RPとして選定されます（設定例 2を参照）。

◦設定例 2（同じ RPグループリスト）：この例の場合、224.0.0.0/4グループリスト内に
指定されているすべてのマルチキャストアドレスに対し、RP IPアドレスが最上位であ
る N7K-2というラベルのデバイスが RPとして選定されます。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr forward listen

N7K-1の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1
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N7K-2の確認：

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

•スタティック RPは設定できず、そのデフォルト値は 0です。したがって、RPプライオリ
ティは影響を与えません。BSRRP候補には、0～255の値を設定できます。システムでは、
最も詳細なグループリストを持つデバイスが選定されます。両方のデバイスが同じグルー

プリストを持つ場合は、RP IPアドレスが最上位であるデバイスが選定されます（設定例 3
を参照）。

◦設定例3（同じグループリストで同じRPプライオリティ）：この例の場合、224.0.0.0/4
グループリスト内に指定されているすべてのマルチキャストアドレスに対し、RP IPア
ドレスが最上位であるN7K-2というラベルのデバイスがRPとして選定されます。BSR
RPとスタティック RPの間で RPプライオリティは比較されません。

N7K-1の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.1.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim bsr bsr-candidate loopback0
ip pim rp-address 192.168.2.1 group-list 224.0.0.0/4
ip pim bsr rp-candidate loopback0 group-list 224.0.0.0/4 priority 0

ip pim bsr forward listen

N7K-2の設定：

interface loopback0
ip address 192.168.2.1/32
ip pim sparse-mode

ip pim rp-address 192.168.2.1 group-list 224.0.0.0/4

ip pim bsr forward listen
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N7K-1の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.1.1*, next Bootstrap message in: 00:00:52,
priority: 64, hash-length: 30
Auto-RP disabled
BSR RP Candidate policy: None
BSR RP policy: None
Auto-RP Announce policy: None
Auto-RP Discovery policy: None

RP: 192.168.1.1*, (0), uptime: 00:01:57, expires: 00:02:25,
priority: 0, RP-source: 192.168.1.1 (B), group ranges:
224.0.0.0/4
RP: 192.168.2.1, (0), uptime: 02:16:09, expires: never,
priority: 0, RP-source: (local), group ranges:
224.0.0.0/4

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

N7K-2の確認：

show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR: 192.168.1.1, uptime: 00:29:47, expires: 00:01:45,
priority: 64, hash-length: 30
Auto-RP disabled
BSR RP Candidate policy: None
BSR RP policy: None
Auto-RP Announce policy: None
Auto-RP Discovery policy: None

RP: 192.168.1.1, (0), uptime: 00:06:59, expires: 00:02:05,
priority: 0, RP-source: 192.168.1.1 (B), group ranges:
224.0.0.0/4
RP: 192.168.2.1*, (0), uptime: 00:13:15, expires: never,
priority: 0, RP-source: (local), group ranges:
224.0.0.0/4

show ip pim group 224.1.1.0
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
224.0.0.0/4 ASM 192.168.2.1 -

PIM Auto-RP 候補対 Auto-RP 候補の選定プロセス

Auto-RP候補の選定は、BSRRP候補の選定プロセスと似ていますが、プライオリティはサポート
されていません（「PIM BSR RP候補対 BSR RP候補の選定プロセス」を参照）。 Auto-RPにプラ
イオリティを設定することはできません。デフォルト値は 0です。

PIM Auto-RP 候補対スタティック RP の選定プロセス

Auto-RP候補対スタティック RPの選定には、BSR RP候補対スタティック RPの選定プロセスと
同じルールが使用されます（「PIM BSR RP候補対スタティック RPの選定プロセス」を参照）。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティングコンフィギュレーションガイド
   OL-25789-02-J 17

PIM および PIM6 の設定
ランデブーポイント



Anycast-RP
Anycast-RPの実装方式には、Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）を使用する場合と、RFC
4610（『Anycast-RP Using Protocol Independent Multicast (PIM)』）に基づく場合の 2種類がありま
す。ここでは、PIM Anycast-RPの設定方法について説明します。

PIMAnycast-RPを使用すると、Anycast-RPセットというルータグループを、複数のルータに設定
された単一の RPアドレスに割り当てることができます。 Anycast-RPセットとは、Anycast-RPと
して設定された一連のルータを表します。各マルチキャストグループで複数の RPをサポート
し、セット内のすべての RPに負荷を分散させることができるのは、この RP方式だけです。
Anycast-RPはすべてのマルチキャストグループをサポートします。

ユニキャストルーティングプロトコルの機能に基づいて、PIMRegisterメッセージが最も近いRP
に送信され、PIM Join/Pruneメッセージが最も近い RPの方向に送信されます。いずれかの RPが
ダウンすると、これらのメッセージは、ユニキャストルーティングを使用して次に最も近い RP
の方向へと送信されます。

PIMは、PIM Anycast RPに使用されるループバックインターフェイス上に設定する必要がありま
す。

PIM Anycast-RPの詳細については、RFC 4610を参照してください。

Anycast-RPの設定方法については、「PIM Anycast-RPセットの設定」を参照してください。

PIM Register メッセージ
PIM Registerメッセージは、マルチキャスト送信元に直接接続された Designated Router（DR;指定
ルータ）から RPにユニキャストされます。 PIM Registerメッセージには次の機能があります。

•マルチキャストグループに対する送信元からの送信がアクティブであることを RPに通知す
る

•送信元から送られたマルチキャストパケットを RPに配信し、共有ツリーの下流に転送する

DRはRPからRegister-Stopメッセージを受信するまで、PIMRegisterメッセージをRP宛に送信し
続けます。 RPが Register-Stopメッセージを送信するのは、次のいずれかの場合です。

• RPが送信中のマルチキャストグループに、受信者が存在しない場合

• RPが送信元への SPTに加入しているにもかかわらず、送信元からのトラフィックの受信が
開始されていない場合

登録メッセージの IP送信元アドレスが RPがパケットを送信できる一意のルーテッドアドレスで
はない場合、ip pim register-sourceコマンドを使用して登録メッセージの IP送信元アドレスを設定
できます。このような状況は、受信したパケットが転送されないように送信元アドレスがフィル

タリングされる場合、または送信元アドレスがネットワークに対して一意でない場合に発生しま

す。このような場合、RPから送信元アドレスへ送信される応答は DRに到達せず、Protocol
Independent Multicast Sparse Mode（PIM-SM）プロトコル障害が発生します。
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次に、登録メッセージの IP送信元アドレスを DRのループバック 3インターフェイスに設定する
例を示します。

ip pim register-source loopback 3

CiscoNX-OSではRPの処理の停滞を防ぐため、PIMRegisterメッセージのレート制限が行われ
ます。

（注）

PIM Registerメッセージをフィルタリングするには、ルーティングポリシーを定義します。 PIM
Registerメッセージのポリシーの設定方法については、「ASM専用の共有ツリーの設定」を参照
してください。

指定ルータ

PIMの ASMモードおよび SSMモードでは、各ネットワークセグメント上のルータの中から
Designated Router（DR;指定ルータ）が選択されます。 DRは、セグメント上の指定グループおよ
び送信元にマルチキャストデータを転送します。

各 LANセグメントの DRは、「helloメッセージ」に記載された手順で決定されます。

ASMモードの場合、DRは RPに PIM Registerパケットをユニキャストします。DRが、直接接続
された受信者からの IGMPメンバーシップレポートを受信すると、DRを経由するかどうかに関
係なく、RPへの最短パスが形成されます。これにより、同じマルチキャストグループ上で送信
を行うすべての送信元と、そのグループのすべての受信者を接続する共有ツリーが作成されます。

SSMモードの場合、DRは、RP方向または送信元方向に (*, G)または (S, G) PIM Joinメッセージ
を発信します。受信者から送信元へのパスは、各ホップで決定されます。この場合、送信元が受

信者または DRで認識されている必要があります。

DRプライオリティの設定方法については、「PIMまたはPIM6スパースモードの設定」を参照し
てください。

Designated Forwarder
PIMのBidirモードでは、RPを検出する際に、各ネットワークセグメント上のルータからDesignated
Forwarder（DF）が選択されます。DFは、セグメント上の指定グループにマルチキャストデータ
を転送します。 DFは、ネットワークセグメントから RPへのベストメトリックに基づいて選定
されます。

RPFインターフェイスで RP方向へのパケットを受信したルータは、そのパケットを Outgoing
Interface（OIF;発信インターフェイス）リスト内のすべてのインターフェイスから転送します。
パケットを受信したインターフェイスが属するルータが、LANセグメントの DFに選定されてい
る場合、そのパケットは、着信インターフェイスを除く OIFリスト内のすべてのインターフェイ
スから転送されます。また、RPFインターフェイスを経由して RP方向にも転送されます。
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Cisco NX-OSは F2モジュールの PIM Bidirモードをサポートしていません。（注）

Cisco NX-OSでは、RPFインターフェイスがMulticast Routing Information Base（MRIB）のOIF
リストに追加されますが、Multicast Forwarding Information Base（MFIB）の OIFリストには追
加されません。

（注）

ASM モードにおける共有ツリーから送信元ツリーへのスイッチオー
バー

Cisco NX-OSでは、RPFインターフェイスがMulticast Routing Information Base（MRIB）のOIF
リストに追加されますが、Multicast Forwarding Information Base（MFIB）の OIFリストには追
加されません。

（注）

ASMモードでは、共有ツリーだけを使用するようにPIMパラメータを設定しないかぎり、受信者
に接続された DRが、共有ツリーから送信元への Shortest-Path Tree（SPT;最短パスツリー）に切
り替わります。共有ツリーだけを使用するための設定方法については、「ASM専用の共有ツリー
の設定」を参照してください。

このスイッチオーバーの間、SPTおよび共有ツリーのメッセージが両方とも表示されることがあ
ります。これらのメッセージの意味は異なります。共有ツリーメッセージは上流のRPに向かっ
て伝播されますが、SPTメッセージは送信元に向かって送信されます。

SPTスイッチオーバーの詳細については、RFC 4601の「Last-Hop Switchover to the SPT」の項を参
照してください。

管理用スコープの IP マルチキャスト
管理用スコープの IPマルチキャスト方式を使用すると、マルチキャストデータの配信先を制限で
きます。詳細については、RFC 2365を参照してください。

インターフェイスを PIM境界として設定し、PIMメッセージがこのインターフェイスから送信さ
れないようにできます。ドメイン境界パラメータの設定方法については、「PIMまたは PIM6ス
パースモードの設定」を参照してください。

Auto-RPスコープパラメータを使用すると、存続可能時間（TTL）値を設定できます。詳細につ
いては、「ASM専用の共有ツリーの設定」を参照してください。
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PIM の双方向フォワーディング検出
Cisco NX-OS Release 5.0(2a)以降では、双方向フォワーディング検出（BFD）により、ネットワー
ク内の障害をすばやく検出できます。 BFDの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Unicast Routing Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。

PIMでは、helloインターバルの一部として設定された保持時間が経過すると、リンクグループま
たはネイバーグループの障害が検出されます。しかし、BFDはより効率的な障害検出手段を提供
します。このプロトコルは、2つのエンドポイント間にリンク経由でセッションを確立し、転送
エンジンを使用します。BFDをイネーブルにすると、PIMプロセスはネイバーを検出するたびに
BFDセッションを追加しようとします。BFDセッションがすでに存在する場合、PIMはセッショ
ンを重複して作成せずに、BFDセッションのステートを含むコールバックを受信します。PIMの
BFDは、VRF単位またはインターフェイス単位でイネーブルにすることができます。

VRFまたはインターフェイスの BFDをディセーブルにした場合、インターフェイスが PIMイン
ターフェイスでなくなった場合、および隣接するBFDセッションがダウンした場合、PIMはその
BFDセッションを削除します。

仮想化のサポート

Virtual Device Context（VDC;仮想デバイスコンテキスト）は、一連のシステムリソースを論理的
に表現する用語です。各 VDC内では、複数の Virtual Routing and Forwarding（VRF;仮想ルーティ
ングおよびフォワーディング）インスタンスを定義できます。システムでは、VDC内の VRFご
とに、MRIBやM6RIBなどの独立したマルチキャストシステムリソースが用意されます。

PIMおよび PIM6の showコマンドに VRF引数を指定して実行すると、表示される情報のコンテ
キストを確認できます。 VRF引数を指定しない場合は、デフォルト VRFが使用されます。

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

VRFの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
を参照してください。

ハイアベイラビリティ

ハイアベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』を参照してください。
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PIM および PIM6 のライセンス要件
ライセンス要件製品

<Feature-1>にはライセンスは不要です。ライセンスパッケージに含まれていない
機能は Cisco DCNMにバンドルされており、無料で提供されます。 DCNMライセ
ンス方式の詳細については、『CiscoDCNMLicensingGuide』を参照してください。

DCNM

<Feature-1>には LAN Enterpriseライセンスが必要です。 DCNMライセンス方式の
詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『Cisco DCNM Licensing
Guide』を参照してください。

DCNM

PIMおよび PIM6には Enterprise Servicesライセンスが必要です。 Cisco NX-OSラ
イセンス方式の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『Cisco
NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

Cisco
NX-OS

PIM および PIM6 の前提条件
PIMおよび PIM6の利用条件は次のとおりです。

•デバイスにログインしている。

•現在の Virtual Device Context（VDC;仮想デバイスコンテキスト）が正しい。 VDCは、一連
のシステムリソースを論理的に表現する用語です。 switchto vdcコマンドでは VDC番号を
指定できます。

•現在のVirtual Routing and Forwarding（VRF;仮想ルーティングおよびフォワーディング）モー
ドが正しい（グローバルコマンドの場合）。この章の例で示すデフォルトのコンフィギュ

レーションモードは、デフォルト VRFに適用されます。

PIM および PIM6 に関する注意事項と制限事項
PIMおよび PIM6に関する注意事項および制限事項は次のとおりです。

•トンネルインターフェイスは、Cisco NX-OS Release 5.2(1)までは PIMをサポートしません。
リリース5.2(1)から、GREトンネルインターフェイス上にマルチキャストを設定できるよう
になりました。

• Cisco NX-OSの PIMおよび PIM6は、いずれの形式の PIMデンスモード/PIMスパースモー
ドバージョン 1とも相互運用性がありません。

•同じネットワーク内では、Auto-RPプロトコルとBSRプロトコルを同時に設定できません。

•候補 RPインターバルを 15秒以上に設定してください。
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•デバイスに BSRポリシーが適用されており、BSRとして選定されないように設定されてい
る場合、このポリシーは無視されます。これにより、次のようなデメリットが発生します。

◦ポリシーで許可されている BSMをデバイスが受信した場合、意図に反してこのデバイ
スがBSRに選定されていると、対象のBSMがドロップされるために下流のルータでは
そのBSMを受信できなくなります。また、下流のデバイスでは、不正なBSRから送信
された BSMが正しくフィルタリングされるため、これらのデバイスでは RP情報を受
信できなくなります。

◦ BSRに異なるデバイスから送られた BSMが着信すると、新しい BSMが送信されます
が、その正規の BSMは下流のデバイスでは受信されません。

• F2モジュールは、いずれの形式の IPv4または IPv6トンネルもサポートしていません。

•リリース 5.x以降では、PIMの BFDを使用して高速障害検出をサポートすることを推奨しま
す。

• PIM hello間隔のデフォルト値が推奨されます。この値は変更しないでください。

アグレッシブ PIMタイマーがテストされ、PIMタイマーを変更する必要があ
る配置でサポートされます。ただしこのテストは限られており、SSO/ISSUは
このような配置で保証されません。の詳細については、『Cisco Nexus 7000
Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

（注）

• Cisco NX-OS PIMおよび PIM6は、vPCでの BIDR PIMまたは SSMをサポートしません。

デフォルト設定

表 1：PIM および PIM6 のデフォルトパラメータ

デフォルトパラメータ

ディセーブル共有ツリーだけを使用

ディセーブル再起動時にルートをフラッシュ

ディセーブルネイバーの変更の記録

ディセーブルAuto-RPメッセージアクション

ディセーブルBSRメッセージアクション

IPv4では 232.0.0.0/8、IPv6では FF3x::/96SSMマルチキャストグループ範囲
またはポリシー
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デフォルトパラメータ

ディセーブルPIMスパースモード

0指定ルータのプライオリティ

ディセーブルhello認証モード

ディセーブルドメイン境界

メッセージをフィルタリングしないRPアドレスポリシー

メッセージをフィルタリングしないPIM Registerメッセージポリシー

メッセージをフィルタリングしないBSR候補 RPポリシー

メッセージをフィルタリングしないBSRポリシー

メッセージをフィルタリングしないAuto-RPマッピングエージェントポ
リシー

メッセージをフィルタリングしないAuto-RP候補 RPポリシー

メッセージをフィルタリングしないJoin/Pruneポリシー

すべての PIMネイバーと隣接関係を確立ネイバーとの隣接関係ポリシー

ディセーブルBFD

PIM および PIM6 の設定
PIMと PIM6は、同一のルータに同時に設定できます。インターフェイスで IPv4または IPv6の
いずれが実行されているかに応じて、インターフェイスごとにPIMまたはPIM6を設定できます。

Cisco NX-OSがサポートしているのは PIMスパースモードのバージョン 2だけです。このマ
ニュアルで「PIM」と記載されている場合は、PIMスパースモードのバージョン 2を意味して
います。

（注）

マルチキャスト配信モードを使用すると、PIMまたは PIM6ドメインに、それぞれ独立したアド
レス範囲を設定できます（次の表を参照）。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティングコンフィギュレーションガイド
24 OL-25789-02-J  

PIM および PIM6 の設定
PIM および PIM6 の設定



説明RP 設定の必要性マルチキャスト配信モード

任意の送信元のマルチキャストYesASM

双方向共有ツリーYesBidir

単一送信元のマルチキャストNoSSM

マルチキャスト用 RPFルートNoマルチキャスト用 RPF
ルート

PIM および PIM6 の設定作業
次の手順では、PIMおよび PIM6を設定します。

1 この表に示したマルチキャスト配信モードについて、各モードに設定するマルチキャストグ

ループの範囲を選択します。

2 この表に示したマルチキャスト配信モードについて、各モードに設定するマルチキャストグ

ループの範囲を選択します。

3 PIMおよび PIM6機能をイネーブルにします。

4 ステップ 1で選択したマルチキャスト配信モードについて、次の設定作業を行います。

• ASMモードまたは Bidirモードについては、「ASMおよび Bidirの設定」を参照してくだ
さい。

• SSMモードについては、「SSMの設定」を参照してください。

•マルチキャスト用 RPFルートについては、「マルチキャスト用 RPFルートの設定」を参
照してください。

5 メッセージフィルタリングを設定します。

次に、PIMまたは PIM6の設定に使用される CLIコマンドの相違点を示します。（注）

• PIMコマンドは ip pimで始まり、PIM6コマンドは ipv6 pimで始まります。

• PIMコマンドは show ip pimで始まり、PIM6コマンドは show ipv6 pimで始まります。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）
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PIM および PIM6 機能のイネーブル化
PIMまたは PIM6コマンドにアクセスするには、PIMまたは PIM6機能をイネーブルにしておく必
要があります。

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

PIMをイネーブルにします。デフォルト
ではPIMはディセーブルになっています。

feature pim

例：
switch(config)# feature pim

ステップ 2   

PIM6をイネーブルにします。デフォルト
では PIM6はディセーブルになっていま
す。

feature pim6

例：
switch(config)# feature pim6

ステップ 3   

（任意）featureコマンドを含む、PIMの
実行コンフィギュレーション情報を示しま

す。

show running-configuration pim

例：
switch(config)# show
running-configuration pim

ステップ 4   

（任意）featureコマンドを含む、PIM6の
実行コンフィギュレーション情報を示しま

す。

show running-configuration pim6

例：

switch(config)# show
running-configuration pim6

ステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションの変更を

保存します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   
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PIM または PIM6 スパースモードパラメータの設定
スパースモードドメインに参加させる各デバイスインターフェイスで、PIMまたは PIM6スパー
スモードを設定します。次の表に、設定可能なスパースモードパラメータを示します。

表 2：PIM および PIM6 スパースモードのパラメータ

説明パラメータ

デバイスにグローバルに適用

Auto-RPメッセージの受信と転送をイネーブルにします。これらの機
能はデフォルトではディセーブルになっているため、候補 RPまたは
マッピングエージェントとして設定されていないルータは、Auto-RP
メッセージの受信と転送を行いません。

PIM6は、Auto-RP方式をサポートしていませ
ん。

（注）

Auto-RPメッセージア
クション

BSRメッセージの受信と転送をイネーブルにします。これらの機能は
デフォルトではディセーブルになっているため、候補 RPまたは BSR
候補として設定されていないルータは、BSRメッセージの受信と転送
を行いません。

BSRメッセージアク
ション

IPv4および IPv6に設定可能なBidirRPの数を設定します。PIMとPIM6
を組み合わせている場合は、各 VRFでサポートする Bidir RPの最大数
を 8以下にする必要があります。有効範囲は 0～ 8です。デフォルト
は、IPv4の場合が 6、IPv6の場合が 2です。

Bidir RP制限

IPv4または IPv6 Registerのレート制限を毎秒のパケット数で設定しま
す。有効な範囲は 1～ 65,535です。デフォルト設定は無制限です。

Registerのレート制限

IPv4または IPv6の初期ホールドダウン期間を秒単位で設定します。こ
のホールドダウン期間は、MRIBが最初に起動するのにかかる時間で
す。コンバージェンスを高速化するには、小さい値を入力します。指

定できる範囲は 90～ 210です。ホールドダウン期間をディセーブルに
するには、0を指定します。デフォルト値は 210です。

初期ホールドダウン期

間

デバイスの各インターフェイスに適用

インターフェイスで PIMまたは PIM6をイネーブルにします。PIMスパースモード

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティングコンフィギュレーションガイド
   OL-25789-02-J 27

PIM および PIM6 の設定
PIM または PIM6 スパースモードパラメータの設定



説明パラメータ

現在のインターフェイスに、PIM helloメッセージの一部としてアドバ
タイズされる指定ルータ（DR）プライオリティを設定します。複数の
PIM対応ルータが存在するマルチアクセスネットワークでは、DRプラ
イオリティの最も高いルータが DRルータとして選定されます。プラ
イオリティが等しい場合は、IPアドレスが最上位のルータが DRに選
定されます。 DRは、直接接続されたマルチキャスト送信元に PIM
Registerメッセージを送信するとともに、直接接続された受信者に代
わって、ランデブーポイント（RP）方向に PIM Joinメッセージを送信
します。有効範囲は 1～ 4294967295です。デフォルトは、1です。

指定ルータのプライオ

リティ

インターフェイスで、PIMhelloメッセージ内のMD5ハッシュ認証キー
（パスワード）をイネーブルにして、直接接続されたネイバーによる

相互認証を可能にします。PIMhelloメッセージは、認証ヘッダー（AH）
オプションを使用して符号化された IPセキュリティです。暗号化され
ていない（クリアテキストの）キーか、または次に示す値のいずれか

を入力したあと、スペースとMD5認証キーを入力します。

• 0：暗号化されていない（クリアテキストの）キーを指定します。

• 3：3-DES暗号化キーを指定します。

• 7：Cisco Type 7暗号化キーを指定します。

認証キーの文字数は最大16文字です。デフォルトでは無効になってい
ます。

PIM6は hello認証をサポートしませ
ん。

（注）

hello認証モード

helloメッセージの送信インターバルを、ミリ秒単位で設定します。指
定できる範囲は 1000～ 18724286です。デフォルト値は 30000です。

このパラメータの確認された範囲および関連付けられた PIM
ネイバースケールについては、『CiscoNexus7000SeriesNX-OS
Verified Scalability Guide』を参照してください。

（注）

hello間隔

インターフェイスをPIMドメインの境界として設定し、対象のインター
フェイスで、ブートストラップ、候補 RP、または Auto-RPの各メッ
セージが送受信されないようにします。デフォルトでは無効になって

います。

PIM6は、Auto-RP方式をサポートしていませ
ん。

（注）

ドメイン境界
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説明パラメータ

ルートマップポリシーに基づいて PIMネイバーの隣接関係を設定しま
す。1隣接関係は、match ip[v6] addressコマンドを使用して IPアドレ
スで指定できます。指定したポリシー名が存在しない場合、または IP
アドレスがポリシー内で設定されていない場合は、すべてのネイバー

との隣接関係が確立されます。デフォルトでは、すべての PIMネイ
バーと隣接関係が確立されます。

この機能の設定は、経験を積んだネットワーク管理者が行う

ことを推奨します。

（注）

ネイバーポリシー

1
ルートマップポリシーの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

PIM スパースモードパラメータの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）Auto-RPメッセージの受信と転送をイネーブ
ルにします。デフォルトではこれらの機能がディセー

ip pim auto-rp {listen [forward
]forward [listen]}

例：
switch(config)# ip pim
auto-rp listen

ステップ 2   

ブルになっているため、Auto-RPメッセージの受信と
転送は行われません。

（任意）Auto-RPメッセージの受信と転送をイネーブ
ルにします。デフォルトではこれらの機能がディセー

ip pim bsr {listen [forward]
forward [listen]}

例：
switch(config)# ip pim bsr
forward

ステップ 3   

ブルになっているため、Auto-RPメッセージの受信と
転送は行われません。

（任意）Auto-RPメッセージの受信と転送をイネーブ
ルにします。デフォルトではこれらの機能がディセー

show ip pim rp [ip-prefix]
[forward | vrf [vrf-name | all]

例：
switch(config)# show ip pim
rp

ステップ 4   

ブルになっているため、Auto-RPメッセージの受信と
転送は行われません。

（任意）IPv4に設定可能な Bidir RPの数を指定しま
す。PIMとPIM6を組み合わせている場合は、各VRF

ip pim bidir-rp-limit limit

例：
switch(config)# ip pim
bidir-rp-limit 4

ステップ 5   

でサポートする Bidir RPの最大数を 8以下にする必
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目的コマンドまたはアクション

要があります。有効範囲は 0～ 8です。デフォルト
値は 6です。

（任意）レート制限を毎秒のパケット数で設定しま

す。有効な範囲は 1～ 65,535です。デフォルト設定
は無制限です。

ip pim register-rate-limit rate

例：
switch(config)# ip pim
register-rate-limit 1000

ステップ 6   

（任意）初期ホールドダウン期間を秒単位で設定し

ます。指定できる範囲は 90～ 210です。ホールド
[ip | ipv4] routing multicast
holddown holddown-period

例：
switch(config)# ip routing
multicast holddown 100

ステップ 7   

ダウン期間をディセーブルにするには、0を指定しま
す。デフォルト値は 210です。

（任意）Bidir RP制限およびRegisterのレート制限を
含む、PIM実行コンフィギュレーション情報を表示
します。

show running-configuration
pim

例：
switch(config)# show
running-configuration pim

ステップ 8   

ethernet slot/portなどのインターフェイスタイプおよ
び番号を入力して、インターフェイスモードを開始

します。

interface interface

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 9   

現在の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。デフォルトでは無効になってい

ます。

ip pim sparse-mode

例：
switch(config-if)# ip pim
sparse-mode

ステップ 10   

（任意）PIM helloメッセージの一部としてアドバタ
イズされるDesignatedRouter（DR;指定ルータ）プラ

ip pim dr-priority priority

例：
switch(config-if)# ip pim
dr-priority 192

ステップ 11   

イオリティを設定します。有効範囲は1～4294967295
です。デフォルトは、1です。

（任意）PIM helloメッセージ内のMD5ハッシュ認
証キーをイネーブルにします。暗号化されていない

ip pim hello-authentication
ah-md5 auth-key

例：
switch(config-if)# ip pim
hello-authentication ah-md5
my_key

ステップ 12   

（クリアテキストの）キーか、または次に示す値の

いずれかを入力したあと、スペースとMD5認証キー
を入力します。

• 0：暗号化されていない（クリアテキストの）
キーを指定します。

• 3：3-DES暗号化キーを指定します。

• 7：Cisco Type 7暗号化キーを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

キーの文字数は最大16文字です。デフォルトでは無
効になっています。

（任意）helloメッセージの送信インターバルを、ミ
リ秒単位で設定します。指定できる範囲は 1000～
18724286です。デフォルト値は 30000です。

ip pim hello-interval interval

例：
switch(config-if)# ip pim
hello-interval 25000

ステップ 13   

Cisco NX-OS Release 5.2(1)以前は、最小値
は 1ミリ秒でした。

（注）

（任意）インターフェイスを PIMドメインの境界と
して設定し、対象のインターフェイスで、ブートス

ip pim border

例：
switch(config-if)# ip pim
border

ステップ 14   

トラップ、候補RP、またはAuto-RPの各メッセージ
が送受信されないようにします。デフォルトでは無

効になっています。

（任意）インターフェイスを PIMドメインの境界と
して設定し、対象のインターフェイスで、ブートス

ip pim neighbor-policy
policy-name

例：
switch(config-if)# ip pim
neighbor-policy
my_neighbor_policy

ステップ 15   

トラップ、候補RP、またはAuto-RPの各メッセージ
が送受信されないようにします。デフォルトでは無

効になっています。

（任意）match ip addressコマンドを使用し、ルート
マップポリシーに基づいて PIMネイバーの隣接関係
を設定します。ポリシー名の文字数は最大63文字で
す。デフォルトでは、すべての PIMネイバーと隣接
関係が確立されます。

この機能の設定は、経験を積んだネット

ワーク管理者が行うことを推奨します。

（注）

（任意）PIMインターフェイス情報を表示します。show ip pim interface [interface
| brief] [vrf [vrf-name | all]

ステップ 16   

例：
switch(config-if)# show ip
pim interface

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。

copy running-config
startup-config

例：
switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 17   

（任意）match ip addressコマンドを使用し、ルート
マップポリシーに基づいて PIMネイバーの隣接関係
を設定します。ポリシー名の文字数は最大63文字で
す。デフォルトでは、すべての PIMネイバーと隣接
関係が確立されます。
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PIM6 スパースモードパラメータの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）BSRメッセージの受信と転送をイネーブ
ルにします。デフォルトではこれらの機能がディ

ipv6 pim bsr{listen[forward] |
forward[listen]}

例：
switch(config)# ip pim auto-rp
listen

ステップ 2   

セーブルになっているため、BSRメッセージの受
信と転送は行われません。

（任意）BSRの受信/転送ステートなど、PIM6RP
情報を表示します。

show ipv6 pim rp
[ipv6-prefix][vrfvrf-name|all]

例：
switch(config)# show ipv6 pim
rp

ステップ 3   

（任意）IPv6に設定可能なBidir RPの数を指定し
ます。 PIMと PIM6を組み合わせている場合は、

ipv6 pim bidir-rp-limitlimit

例：
switch(config)# ipv6 pim
bidir-rp-limit 4

ステップ 4   

各 VRFでサポートする Bidir RPの最大数を 8以
下にする必要があります。有効範囲は 0～ 8で
す。デフォルトは 2です。

（任意）レート制限を毎秒のパケット数で設定し

ます。有効な範囲は 1～ 65,535です。デフォル
ト設定は無制限です。

ipv6 pim register-rate-limit rate

例：
switch(config)# ipv6 pim
register-rate-limit 1000

ステップ 5   

（任意）初期ホールドダウン期間を秒単位で設定

します。指定できる範囲は 90～ 210です。ホー
ipv6 routing multicast
holddownholddown-period

例：
switch(config)# ipv6 routing
multicast holddown 100

ステップ 6   

ルドダウン期間をディセーブルにするには、0を
指定します。デフォルト値は 210です。

（任意）Bidir RP制限および Registerのレート制
限を含む、PIM6実行コンフィギュレーション情
報を表示します。

show running-configuration pim6

例：
switch(config)# show
running-configuration pim6

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスでインターフェイス

モードを開始します。

interfaceinterface

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 8   

現在の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。デフォルトでは無効に

なっています。

ipv6 pim sparse-mode

例：
switch(config-if)# ipv6 pim
sparse-mode

ステップ 9   

（任意）PIM6 helloメッセージの一部としてアド
バタイズされる Designated Router（DR;指定ルー

ipv6 pim dr-prioritypriority

例：
switch(config-if)# ipv6 pim
dr-priority 192

ステップ 10   

タ）プライオリティを設定します。有効範囲は 1
～ 4294967295です。デフォルトは、1です。

（任意）helloメッセージの送信インターバルを、
ミリ秒単位で設定します。指定できる範囲は1000
～ 18724286です。デフォルト値は 30000です。

ipv6 pim hello-interval interval

例：
switch(config-if)# ipv6 pim
hello-interval 25000

ステップ 11   

CiscoNX-OSRelease 5.2(1)以前は、最小
値は 1ミリ秒でした。

（注）

（任意）インターフェイスを PIM6ドメインの境
界として設定し、対象のインターフェイスで、

ipv6 pim border

例：
switch(config-if)# ipv6 pim
border

ステップ 12   

ブートストラップ、候補 RP、または Auto-RPの
各メッセージが送受信されないようにします。デ

フォルトでは無効になっています。

CiscoNX-OSRelease 5.2(1)以前は、最小
値は 1ミリ秒でした。

（注）

（任意）match ipv6 addressコマンドを使用し、
ルートマップポリシーに基づいて PIM6ネイバー

ipv6 pim neighbor-policy
policy-name

例：
switch(config-if)# ip pim
border

ステップ 13   

の隣接関係を設定します。ポリシー名の文字数は

最大 63文字です。デフォルトでは、すべての
PIM6ネイバーと隣接関係が確立されます。

この機能の設定は、経験を積んだネッ

トワーク管理者が行うことを推奨しま

す。

（注）

（任意）PIM6インターフェイス情報を表示しま
す。

show ipv6 pim interface [interface
| brief ] [vrfvrf-name |all]

例：
switch(config-if)# show ipv6
pim interface

ステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存し

ます。

copy running-config
startup-config

例：
switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 15   

ASM および Bidir の設定
Any Source Multicast（ASM）および Bidirectional shared tree（Bidir;双方向共有ツリー）のマルチ
キャスト配信モードでは、マルチキャストデータの送信元と受信者の間に、共通のルートとして

動作する RPを設定する必要があります。

ASMまたはBidirモードを有効にするには、スパースモードおよびRPの選択方式を設定します。
RPの選択方式では、配信モードを指定して、マルチキャストグループの範囲を割り当てます。

Bidirモードは virtual Port Channel（vPC;仮想ポートチャネル）ではサポートされません。 vPC
の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照して
ください。

（注）

スタティック RP の設定
RPを静的に設定するには、PIMドメインに参加するルータのそれぞれに RPアドレスを設定しま
す。

match ipmulticastコマンドで、使用するグループプレフィックスを示すルートマップポリシー名
を指定できます。

Cisco NX-OS Release 5.1(3)以降、ip pim rp-addressコマンドは次の機能で拡張されています。

•既存のルートマップ方式の他に設定のプレフィックスリスト方式が追加されました。

•ポリシーアクションのサポートが追加されました（ルートマップまたはプレフィックスリ
スト）。

Cisco NX-OSは RPを検索するには、最長一致プレフィックスを常に使用しま
す。そのため、動作はルートマップまたはプレフィックスリストのグループ

プレフィックスの位置にかかわらず同じです。

（注）
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次の設定例は、Cisco NX-OSを使用して同じ出力を生成します（231.1.1.0/24はシーケンス番号に
関係なく常に拒否されます）。

ip prefix-list plist seq 10 deny 231.1.1.0/24
ip prefix-list plist seq 20 permit 231.1.0.0/16
ip prefix-list plist seq 10 permit 231.1.0.0/16
ip prefix-list plist seq 20 deny 231.1.1.0/24

この動作は、Cisco IOSとは異なります。 ip pim rp-addressコマンドのその他の例の動作について
は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSMulticast Routing Command Reference』を参照してください。

スタティック RP（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

マルチキャストグループ範囲に、PIM6スタ
ティック RPアドレスを設定します。 match ip

ipv6 pim rp-address rp-address
[group-list ipv6-prefix | route-map
policy-name] [bidir]

ステップ 2   

multicastコマンドで、使用するグループプレ

例：
switch(config)# ip pim rp-address
192.0.2.33 group-list 224.0.0.0/9

フィックスを示すルートマップポリシー名を

指定できます。 bidirキーワードを指定しない
場合、モードは ASMです。デフォルトのグ
ループ範囲は ff00::0/8です。

例：
switch(config)# ip pim rp-address
192.0.2.34 group-list
224.128.0.0/9 bidir

例1では、指定したグループ範囲にPIM6ASM
モードを設定しています。

例 2では、指定したグループ範囲に PIM6Bidir
モードを設定しています。

（任意）BSRの受信/転送ステートなど、PIM6
RP情報を表示します。

show ip pim
group-rangeipv6-prefix|vrfvrf-nameall

例：
switch(config)# show ip pim
group-range

ステップ 3   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存

します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   
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スタティック RP（PIM6）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

マルチキャストグループ範囲に、PIM6スタ
ティック RPアドレスを設定します。match ip

ipv6 pim rp-addressrp-address[
group-listipv6-prefix |
route-mappolivy-nsmr ] [bidir

ステップ 2   

multicastコマンドで、使用するグループプレ

例：
switch(config)# ipv6 pim rp-address
2001:0db8:0:abcd::1 group-list
ff1e:abcd:def1::0/24

フィックスを示すルートマップポリシー名を

指定できます。 bidirキーワードを指定しない
場合、モードは ASMです。デフォルトのグ
ループ範囲は ff00::0/8です。

例：
switch(config)# ipv6 pim rp-address
2001:0db8:0:abcd::2 group-list
ff1e:abcd:def2::0/96 bidir

例1では、指定したグループ範囲にPIM6ASM
モードを設定しています。

例2では、指定したグループ範囲にPIM6Bidir
モードを設定しています。

（任意）PIM6モードおよびグループ範囲を表
示します。

show ipv6 pim rp
ipv6-prefix|vrfvrf-nameall

例：
switch(config)# show ipv6 pim
group-range

ステップ 3   

（任意）PIM6モードおよびグループ範囲を表
示します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# show ipv6 pim
group-range

ステップ 4   
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BSR の設定
BSRを設定するには、候補 BSRおよび候補 RPを選択します。

同じネットワーク内では、Auto-RPプロトコルと BSRプロトコルを同時に設定できません。注意

候補 BSRの設定では、引数を指定できます（次の表を参照）。

表 3：候補 BSR の引数

説明引数

ブートストラップメッセージで使用する、BSR送信元 IPアドレスを取得する
ためのインターフェイスタイプおよび番号。

interface

マスクを適用するために使用される上位桁の 1の個数です。マスクでは、候補
RPのグループアドレス範囲の論理積をとることにより、ハッシュ値を算出し
ます。マスクは、グループ範囲が等しい一連の RPに割り当てられる連続アド
レスの個数を決定します。PIMの場合、この値の範囲は0～32であり、デフォ
ルト値は 30秒です。 PIM6の場合、この値の範囲は 0～ 128で、デフォルト値
は 126秒です。

hash-length

現在の BSRに割り当てられたプライオリティ。ソフトウェアにより、プライ
オリティが最も高い BSRが選定されます。BSRプライオリティが等しい場合
は、IPアドレスが最上位のBSRが選定されます。この値の範囲は 0（プライオ
リティが最小）～ 255であり、デフォルト値は 64です。

priority

BSR候補 RPの引数およびキーワードの設定

候補 RPの設定では、引数およびキーワードを指定できます（次の表を参照）。

表 4：BSR 候補 RP の引数およびキーワード

説明引数またはキー

ワード

ブートストラップメッセージで使用する、BSR送信元 IPアドレスを取得する
ためのインターフェイスタイプおよび番号。

interface

プレフィックス形式で指定された、この RPによって処理されるマルチキャス
トグループ。

group-list
ip-prefix
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説明引数またはキー

ワード

候補 RPメッセージの送信間隔（秒）。この値の範囲は 1～ 65,535であり、デ
フォルト値は 60秒です。

候補 RPインターバルは 15秒以上に設定することを推奨しま
す。

（注）

interval

現在の RPに割り当てられたプライオリティ。ソフトウェアにより、グループ
範囲内でプライオリティが最も高い RPが選定されます。プライオリティが等
しい場合は、IPアドレスが最上位の RPが選定されます。（最も小さい数値が
最も高いプライオリティになります）。この値の範囲は 0（最も高いプライオ
リティ）～ 255で、デフォルトは 192です。

このプライオリティはBSR候補プライオリティとは異なります。BSR
候補プライオリティは、0～ 255の間で、高い値ほどプライオリティ
が高くなります。

（注）

priority

bidirを指定しない場合、現在の RPは ASMモードになります。 bidirを指定し
た場合は、Bidirモードになります。

bidir

この機能を適用するグループプレフィックスを定義するルートマップポリシー

名です。

route-map
policy-name

ヒント候補 BSRおよび候補 RPは、PIMドメインのすべての箇所と適切に接続されている必
要があります。

ヒント

BSRおよび候補 RPには同じルータを指定できます。多数のルータが設置されたドメインでは、
複数の候補BSRおよび候補RPを選択することにより、BSRまたはRPに障害が発生した場合に、
自動的に代替 BSRまたは代替 RPへとフェールオーバーすることができます。

候補 BSRおよび候補 RPを設定する手順は、次のとおりです。

1 PIMドメインの各ルータで BSRメッセージの受信と転送を行うかどうかを設定します。候補
RPまたは候補 BSRとして設定されたルータは、インターフェイスにドメイン境界機能が設定
されていない場合、すべてのBSRプロトコルメッセージの受信と転送を自動的に実行します。
詳細については、「PIMまたは PIM6スパースモードの設定」を参照してください。

2 候補 BSRおよび候補 RPとして動作するルータを選択します。

3 後述の手順に従い、候補 BSRおよび候補 RPをそれぞれ設定します。

4 BSRメッセージフィルタリングを設定します。「メッセージフィルタリングの設定」を参照
してください。
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BSR（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

リッスンと転送を設定します。ip pim bsr listen forward
listen|forward | forward|listen

ステップ 2   

リモート PE上の各 VRFで確実にこのコマンド
を入力してください。

例：
switch(config)# ip pim bsr listen
forward

候補ブートストラップルータ（BSP）を設定し
ます。ブートストラップメッセージで使用され

ip pim bsr[bsr-candidate ] interface
[hash-len hash-length ] [ priorty
priority

ステップ 3   

る送信元 IPアドレスは、インターフェイスの IP

例：
switch(config)# ip pim
bsr-candidate ethernet 2/1
hash-len 24

アドレスです。ハッシュ長は 0～ 32であり、
デフォルト値は 30です。プライオリティは 0
～ 255であり、デフォルト値は 64です。

（任意）IPv6に設定可能な Bidir RPの数を指定
します。 PIMと PIM6を組み合わせている場合

ip [ bsr] rp-candidate
interfacegroup-list ip-prefix
route-map lpolicy-name
prioritypriority interval interval bidir

ステップ 4   

は、各VRFでサポートするBidir RPの最大数を
8以下にする必要があります。有効範囲は 0～
8です。デフォルトは 2です。

例：
switch(config)# ip pim
rp-candidate ethernet 2/1
group-list 239.0.0.0/24

BSRの候補 RPを設定します。プライオリティ
は0（プライオリティが最大）～65,535であり、
デフォルト値は 192です。インターバルは 1～
65,535秒であり、デフォルト値は 60秒です。例：

switch(config)# ip pim
rp-candidate ethernet 2/1
group-list 239.0.0.0/24 bidir

候補RPインターバルは15秒以上に設
定することを推奨します。

（注）

例 1では、ASMの候補 RPを設定しています。

例 2では、Bidirの候補 RPを設定しています。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）PIMモードおよびグループ範囲を表示
します。

show ip pim group-range ip-prefix
vrfvrf-name all

例：
switch(config)# show ip pim
group-range

ステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存

します。

ipv6 routing multicast
holddownholddown-period

例：
switch(config)# ipv6 routing
multicast holddown 100

ステップ 6   

BSR（PIM6）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

候補ブートストラップルータ（BSP）を設定
します。ブートストラップメッセージで使

ip pim [bsr] bsr-candidate | interface [
hash-len hash-length priority priority

例：
switch(config)# ipv6 pim
bsr-candidate ethernet 2/1 hash-len
24 priority 192

ステップ 2   

用される送信元IPアドレスは、インターフェ
イスの IPアドレスです。ハッシュ長は 0～
128で、デフォルト値は126です。プライオ
リティは 0（プライオリティが最小）～ 255
で、デフォルト値は 64です。

BSRの候補 RPを設定します。プライオリ
ティは 0（プライオリティが最大）～ 65,535

ipv6 [ bsr] rp-candidate interface
group-list ipv6-prefix [ route-map
policy-name priority priority interval
intervalbidir

ステップ 3   

であり、デフォルト値は192です。インター
バルは 1～ 65,535秒であり、デフォルト値
は 60秒です。
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config)# ipv6 pim rp-candidate
ethernet 2/1 group-list
ff1e:abcd:def1::0/24

例 1では、ASMの候補 RPを設定していま
す。

例 2では、Bidirの候補 RPを設定していま
す。

例：
switch(config)# ipv6 pim rp-candidate
ethernet 2/1 group-list
ff1e:abcd:def2::0/24 bidir

（任意）PIM6モードおよびグループ範囲を
表示します。

show ipv6 pim group-range ipv6-prefix
vrfvrf-name all

例：
switch(config)# show ipv6 pim
group-range

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保

存します。

copy running-config startup-config
holddown-period

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

Auto-RP の設定
Auto-RPを設定するには、候補マッピングエージェントおよび候補 RPを選択します。マッピン
グエージェントおよび候補 RPには同じルータを指定できます。

Auto-RPは PIM6ではサポートされていません。（注）

同じネットワーク内では、Auto-RPプロトコルと BSRプロトコルを同時に設定できません。注意

Auto-RPマッピングエージェントの設定では、引数を指定できます（次の表を参照）。

表 5：Auto-RP マッピングエージェントの引数

説明引数

ブートストラップメッセージで使用する、Auto-RPマッピングエージェントの
IPアドレスを取得するためのインターフェイスタイプおよび番号。

interface
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説明引数

RP-Discoveryメッセージが転送される最大ホップ数を表す存続可能時間（TTL）
値。この値の範囲は 1～ 255であり、デフォルト値は 32です。

「PIMまたはPIM6スパースモードの設定」の境界ドメイン機能を参
照してください。

（注）

scope ttl

複数の Auto-RPマッピングエージェントを設定した場合、1つだけがドメインのマッピングエー
ジェントとして選定されます。選定されたマッピングエージェントは、すべての候補 RPメッ
セージを配信します。すべてのマッピングエージェントが配信された候補 RPメッセージを受信
し、受信した RPキャッシュを、RP-Discoveryメッセージの一部としてアドバタイズします。

候補 RPの設定では、引数およびキーワードを指定できます（次の表を参照）。

表 6：Auto-RP 候補 RP の引数およびキーワード

説明引数またはキー

ワード

ブートストラップメッセージで使用する、候補RPの IPアドレスを取得するた
めのインターフェイスタイプおよび番号。

interface

現在の RPで処理されるマルチキャストグループ。プレフィックス形式で指定
します。

group-list
ip-prefix

RP-Discoveryメッセージが転送される最大ホップ数を表す存続可能時間（TTL）
値。この値の範囲は 1～ 255であり、デフォルト値は 32です。

「PIMまたはPIM6スパースモードの設定」の境界ドメイン機能を参
照してください。

（注）

scope ttl

RP-Announceメッセージの送信間隔（秒）。この値の範囲は 1～ 65,535であ
り、デフォルト値は 60です。

候補 RPインターバルは 15秒以上に設定することを推奨しま
す。

（注）

interval

指定しない場合、現在の RPは ASMモードになります。指定した場合、現在
の RPは Bidirモードになります。

bidir

この機能を適用するグループプレフィックスを定義するルートマップポリシー

名です。

route-map
policy-name
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マッピングエージェントおよび候補RPは、PIMドメインのすべての箇所と適切に接続されて
いる必要があります。

ヒント

Auto-RPマッピングエージェントおよび候補 RPを設定する手順は、次のとおりです。

1 PIMドメインの各ルータで、Auto-RPメッセージの受信と転送を行うかどうかを設定します。
候補 RPまたはAuto-RPマッピングエージェントとして設定されたルータは、インターフェイ
スにドメイン境界機能が設定されていない場合、すべての Auto-RPプロトコルメッセージの
受信と転送を自動的に実行します。詳細については、「PIMまたは PIM6スパースモードの
設定」を参照してください。

2 マッピングエージェントおよび候補 RPとして動作するルータを選択します。

3 後述の手順に従い、マッピングエージェントおよび候補 RPをそれぞれ設定します。

4 Auto-RPメッセージフィルタリングを設定します。「メッセージフィルタリングの設定」を
参照してください。

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

Auto RP（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

Auto-RPマッピングエージェントを設定し
ます。 Auto-RP Discoveryメッセージで使用

lp pim {send-rp-discovery | { auto-rp
mapping-agent }} interface [scope ttl ]

例：
sswitch(config)# ip pim auto-rp
mapping-agent ethernet 2/1

ステップ 2   

される送信元 IPアドレスは、インターフェ
イスの IPアドレスです。デフォルトスコー
プは 32です。

Auto-RPの候補RPを設定します。デフォル
トスコープは32です。デフォルトインター

lp pim { |send-rp-announce | {auto-rp
rp-candidate ]}autointerface {group-list
ip-prefix | route_map policy-name} [ scope
ttl ] interval interval ] [ bidir

ステップ 3   

バルは 60秒です。デフォルトでは、ASM
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目的コマンドまたはアクション

の候補RPが作成されます。パラメータの詳
細については、表4-8を参照してください。例：

switch(config)# ip pim auto-rp
rp-candidate ethernet 2/1 group-list
239.0.0.0/24

候補 RPインターバルは 15秒以上
に設定することを推奨します。

（注）

例 1では、ASMの候補 RPを設定していま
す。例：

switch(config)# ip pim auto-rp
rp-candidate ethernet 2/1 group-list
239.0.0.0/24 bidir 例 2では、Bidirの候補 RPを設定していま

す。

（任意）PIMモードおよびグループ範囲を
表示します。

show ip pim group-range lip-prefix ] vrf
vrf-name | all ]

例：
switch(config)# show ip pim
group-range

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保

存します。

copy running-config startup-config rate

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

PIM Anycast-RP セットの設定
PIM Anycast-RPセットを設定する手順は、次のとおりです。

1 PIM Anycast-RPセットに属するルータを選択します。

2 PIM Anycast-RPセットの IPアドレスを選択します。

3 後述の手順に従い、PIM Anycast-RPセットに属するそれぞれのピア RPを設定します。

PIM Anycast RP セット（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスループバックを設定しま

す。

interface loopback number|

例：
switch(config)# interface loopback
0

ステップ 2   

この例では、インターフェイスループバッ

クを 0に設定しています。

このインターフェイスの IPアドレスを設定
します。

ip address ip-prefix

例：
switch(config-if)# ip address
192.0.2.3/32

ステップ 3   

この例では、Anycast-RPの IPアドレスを設
定しています。

PIMをイネーブルにします。ip pim sparse-modeステップ 4   

コンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：
switch(config)# exit

ステップ 5   

指定したAnycast-RPアドレスに対応するPIM
Anycast-RPピアアドレスを設定します。各

ip pim anycast-rp anycast-rp-address
anycast-rp-peer-address

例：
switch(config)# ip pim anycast-rp
192.0.2.3 192.0.2.31

ステップ 6   

コマンドで同じ Anycast-RPアドレスを指定
して実行すると、Anycast-RPセットが作成さ
れます。RPの IPアドレスは、同一セット内
の RPとの通信に使用されます。

--RPセットに属する各RP（ローカル
ルータを含む）で、同じAnycast-RP

ステップ 7   

アドレスを使用してステップ5を繰
り返します。

指定したAnycast-RPアドレスに対応するPIM
Anycast-RPピアアドレスを設定します。各

show ip pim group-range [ ip-prefix ]
[vrf vrf-name | all ]

例：
switch(config)# show ip pim
group-range

ステップ 8   

コマンドで同じ Anycast-RPアドレスを指定
して実行すると、Anycast-RPセットが作成さ
れます。RPの IPアドレスは、同一セット内
の RPとの通信に使用されます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションの変更を保

存します。

copy running-config startup-config [
ip-prefix ] [vrf vrf-name | all ]

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

PIM Anycast RP セット（PIM6）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

インターフェイスループバックを設定し

ます。

interface loopback number|

例：
switch(config)# interface loopback
0

ステップ 2   

この例では、インターフェイスループ

バックを 0に設定しています。

このインターフェイスの IPアドレスを設
定します。

ipv6 address ipv6-prefix

例：
switch(config-if)# ipv6 address
2001:0db8:0:abcd::3/32

ステップ 3   

この例では、Anycast-RPの IPアドレスを
設定しています。

PIMをイネーブルにします。ip pim sparse-modeステップ 4   

コンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：
switch(config)# exit

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

指定したAnycast-RPアドレスに対応する
PIM6 Anycast-RPピアアドレスを設定し

ipv6 pim anycast-rp anycast-rp-address
anycast-rp-peer-address

例：
switch(config)# ipv6 pim anycast-rp
2001:0db8:0:abcd::3
2001:0db8:0:abcd::31

ステップ 6   

ます。各コマンドで同じAnycast-RPアド
レスを指定して実行すると、Anycast-RP
セットが作成されます。 RPの IPアドレ
スは、同一セット内の RPとの通信に使
用されます。

--RPセットに属する各 RP（ローカル
ルータを含む）で、同じAnycast-RPア

ステップ 7   

ドレスを使用してステップ 5を繰り返
します。

（任意）PIM6モードおよびグループ範囲
を表示します。

show ipv6 pim group-range [ ipv6-prefix
] [vrf vrf-name | all ]

例：
switch(config)# show ipv6 pim
group-range

ステップ 8   

（任意）コンフィギュレーションの変更

を保存します。

copy running-config startup-config [
ip-prefix ] [vrf vrf-name | all ]

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

ASM 専用の共有ツリーの設定
共有ツリーを設定できるのは、Any Source Multicast（ASM）グループの最終ホップルータだけで
す。この場合、新たな受信者がアクティブグループに加入した場合、このルータでは共有ツリー

から SPTへのスイッチオーバーは実行されません。 match ip[v6] multicastコマンドで、共有ツ
リーを適用するグループ範囲を指定できます。このオプションは、送信元ツリーに対するJoin/Prune
メッセージを受信した場合の、ルータの標準動作には影響を与えません。

Cisco NX-OSソフトウェアは、vPCでの共有ツリー機能をサポートしません。 vPCの詳細につ
いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x』を参照して
ください。

（注）

デフォルトではこの機能がディセーブルになっているため、ソフトウェアは送信元ツリーへのス

イッチオーバーを行います。
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ASMモードでは、最終ホップルータだけが共有ツリーから SPTに切り替わります。（注）

1 [Menu Item 1] > [Sub-menu Item 3]を選択して [<Feature-1>]タブを開きます。

2 新しい<Feature-1>を作成する場合は、[New]をクリックし、<Feature-1>の名前を入力し、[OK]
をクリックします。 <Feature-1>は表示されるリストおよびリストの内容に追加されます。

<Feature-1>を変更する場合、既存の <Feature-1>のリストから選択します。

3 .....

4 [Save]をクリックして変更を保存します。

<上記の手順を理解するために不可欠でない場合は、他の図を含めないでください>

ASM 専用の共有ツリー（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMがイネーブルになって
いることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

共有ツリーだけを構築します。共有ツリーか

ら SPTへのスイッチオーバーは実行されませ
ip pimuse-shared-tree-only group-list
policy-name

例：
switch(config)# ip pim
use-shared-tree-only group-list
my_group_policy

ステップ 2   

ん。 match ip multicastコマンドで、使用する
グループを示すルートマップポリシー名を指

定します。デフォルトでは、送信元に対する

(*,G)ステートのマルチキャストパケットを受
信すると、ソフトウェアはPIM (S,G) Joinメッ
セージを送信元方向に発信します。

（任意）PIMモードおよびグループ範囲を表
示します。

show ip pim group-range
[ip-prefix]vrf vrf-name | all

例：
switch(config)# show ip pim
group-range

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションの変更を保

存します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

ASM 専用の共有ツリー（PIM6）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIM6がイネーブルになっ
ていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

共有ツリーだけを構築します。共有ツリーか

ら SPTへのスイッチオーバーは実行されませ
ipv6 pim use-shared-tree-only
group-list policy-name

例：
switch(config)# ipv6 pim
use-shared-tree-only group-list
my_group_policy

ステップ 2   

ん。match ipv6 multicastコマンドで、使用す
るグループを示すルートマップポリシー名を

指定します。デフォルトでは、送信元に対す

る (*, G)ステートのマルチキャストパケット
を受信すると、ソフトウェアは PIM (S, G) Join
メッセージを送信元方向に発信します。

（任意）PIM6モードおよびグループ範囲を表
示します。

show ipv6 pim group-range
[ip-prefix]vrf vrf-name | all

例：
switch(config)# show ipv6 pim
group-range

ステップ 3   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保

存します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   
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SSM の設定
Source-SpecificMulticast（SSM）は、マルチキャスト送信元にデータを要求する受信者に対して、
接続された DR上のソフトウェアが対象の送信元への Shortest Path Tree（SPT;最短パスツリー）
を構築するマルチキャスト配信モードです。

IPv4ネットワーク上のホストから、送信元を特定してマルチキャストデータを要求するには、こ
のホストおよびこのホストの DRで、IGMPv3が実行されている必要があります。 SSMモードで
インターフェイスにPIMを設定する場合は、IGMPv3をイネーブルにするのが一般的です。 IGMPv1
または IGMPv2を実行しているホストでは、SSM変換を使用して、グループの送信元へのマッピ
ングを設定できます。詳細については、「IGMPの設定」および「MLDの設定」を参照してくだ
さい。

コマンドラインに値を指定することにより、SSMで使用するグループ範囲を設定できます。デ
フォルトでは、PIMの SSMグループ範囲は 232.0.0.0/8で、PIM6の SSMグループ範囲は FF3x/96
です。

match ipmulticastコマンドで、使用するグループプレフィックスを示すルートマップポリシー名
を指定できます。

デフォルトの SSMグループ範囲を使用する場合は、SSMグループ範囲の設定は不要です。（注）

SSM（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMがイネーブルになって
いることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

SSMモードで処理するグループ範囲を最大 4つ
まで設定します。match ipmulticastコマンドで、

[no] ip pim ssm range { ip-prefix |
none | route-mappolicy-name }

例：
switch(config)# ip pim ssm range
239.128.1.0/24

ステップ 2   

使用するグループプレフィックスを示すルート

マップポリシー名を指定できます。デフォルト

の範囲は 232.0.0.0/8です。キーワード noneを
指定すると、すべてのグループ範囲が削除され

ます。
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目的コマンドまたはアクション

noオプションを指定すると、SSM範囲から指定
のプレフィックスが削除されるか、ルートマッ例：

switch(config)# no ip pim ssm
range none

プポリシーが削除されます。キーワード none
を指定すると、SSM範囲はデフォルトの
232.0.0.0/8にリセットされます。

show ip pim group-range [ ip-prefix
] vrfvrf-name | all ]

ステップ 3   

例：
switch(config)# show ip pim
group-range

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存

します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

SSM（PIM6）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIM6がイネーブルになっ
ていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

SSMモードで処理するグループ範囲を最大 4
つまで設定します。 match ip multicastコマン

[no] ipv6 pim ssm range { ipv6-prefix
| none | route-mappolicy-name }

例：
switch(config)# ipv6 pim ssm
range FF30::0/32

ステップ 2   

ドで、使用するグループプレフィックスを示

すルートマップポリシー名を指定できます。

キーワード noneを指定すると、すべてのグ
ループ範囲が削除されます。デフォルトの範

囲は FF3x/96です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）PIM6モードおよびグループ範囲を表
示します。

show ipv6 pim group-range [
ipv6-prefix ] vrfvrf-name | all ]

ステップ 3   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保

存します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

マルチキャスト用 RPF ルートの設定
ユニキャストトラフィックパスを分岐させてマルチキャストデータを配信するには、マルチキャ

スト用 RPFルートを定義します。境界ルータにマルチキャスト用 RPFルートを定義すると、外
部ネットワークへの Reverse Path Forwarding（RPF）がイネーブルになります。

マルチキャストルートはトラフィック転送に直接使用されるわけではなく、RPFチェックのため
に使用されます。マルチキャスト用 RPFルートは再配布できません。

IPv6ではスタティックマルチキャストルートはサポートされていません。（注）

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入り

ます。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

RPF計算で使用するマルチキャスト用
RPFルートを設定します。ルートプリ

ip mroute{ip-addr mask | ip-prefix}
{next-hop | nh-prefix | interface}
[route-preference] [vrf vrf-name]

ステップ 2   

ファレンスは 1～ 255です。デフォル
トプリファレンスは 1です。

例：
switch(config)# ip mroute 192.0.2.33/1
224.0.0.0/1
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目的コマンドまたはアクション

（任意）設定済みのスタティックルー

トを表示します。

show ip static-route [multicast] [vrf
vrf-name]

例：
switch(config)# show ip static-route
multicast

ステップ 3   

（任意）コンフィギュレーションの変更

を保存します。

copy running-config startup-config [
ip-prefix ] vrfvrf-name | all ]

ステップ 4   

マルチキャストマルチパスのディセーブル化

デフォルトでは、使用可能な複数のECMPパスがある場合、マルチキャストのRPFインターフェ
イスが自動的に選択されます。自動選択をディセーブルにすると、マルチキャストに単一の RPF
インターフェイスを指定することができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

マルチキャストマルチパスをディセーブ

ルにします。

ip multicast multipath none

例：
switch(config)# ip multicast
multipath none

ステップ 2   

マルチパスルートをクリアし、マルチ

キャストマルチパス抑制をアクティブに

します。

clear ip mroute * vrf vrf-name

例：
switch(config)# clear ip mroute *

ステップ 3   

RP 情報配信を制御するルートマップの設定
ルートマップは、一部の RP設定のミスや悪意のある攻撃に対する保護機能を提供します。ルー
トマップを使用できるコマンドについては、「メッセージフィルタリングの設定」を参照してく

ださい。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティングコンフィギュレーションガイド
   OL-25789-02-J 53

PIM および PIM6 の設定
RP 情報配信を制御するルートマップの設定



ルートマップを設定すると、ネットワーク全体について RP情報の配信を制御できます。各クラ
イアントルータで発信元の BSRまたはマッピングエージェントを指定したり、各 BSRおよび
マッピングエージェントで、アドバタイズされる（発信元の）候補 RPのリストを指定したりで
きるため、目的の情報だけが配信されるようになります。

詳細については、「BSRの設定」および「Auto-RPの設定」を参照してください。

ルートマップに影響を与えるコマンドは、match ipv6 multicastだけです。（注）

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMまたは PIM6がイネー
ブルになっていることを確認してください。

RP 情報配信を制御するルートマップ（PIM）の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

ルートマップコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

route-map map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：
switch(config)# route-map ASM_only
permit 10
switch(config-route-map)#

ステップ 2   

このコンフィギュレーションモー

ドでは、permitキーワードを使用
します。

（注）

例：
switch(config)# route-map Bidir_only
permit 10
switch(config-route-map)#

指定したグループ、RP、およびRPタイプを
関連付けます。ユーザはRPのタイプ（ASM

match ipmulticast {{rp ip-address [rp-type
rp-type]} {{group-range {gadrr_start to
gadrr_end} | {group ip-prefix}} {source
source-ip-address}

ステップ 3   

または Bidir）を指定できます。例で示すと
おり、このコンフィギュレーションモード

例：
switch(config-route-map)# match ip
multicast group 224.0.0.0/4 rp
0.0.0.0/0 rp-type ASM

では、グループおよびRPを指定する必要が
あります。
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目的コマンドまたはアクション

BSR RP、Auto-RP、およびスタ
ティックRPでは、group-rangeキー
ワードは使用できません。このコ

マンドは、permitと denyの両方を
許可します。一部のmatchmaskコ
マンドは、permitまたは denyを許
可しません。

（注）

例：
switch(config-route-map)# match ip
multicast group 224.0.0.0/4 rp
0.0.0.0/0 rp-type Bdir

（任意）設定済みのルートマップを表示し

ます。

show route-map

例：
switch(config-route-map)# show
route-map

ステップ 4   

（任意）設定済みのルートマップを表示し

ます。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-route-map)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

RP 情報配信を制御するルートマップ（PIM6）の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

ルートマップコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

route-map map-name [permit | deny]
[sequence-number]

例：
switch(config)# route-map ASM_only
permit 10
switch(config-route-map)#

ステップ 2   

このコンフィギュレーションモー

ドでは、permitキーワードを使用
します。

（注）

例：
switch(config)# route-map Bidir_only
permit 10
switch(config-route-map)#
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目的コマンドまたはアクション

指定したグループ、RP、およびRPタイプを
関連付けます。ユーザはRPのタイプ（ASM

match ipv6 multicast {{rp ip-address
[rp-type rp-type]} {{group-range
{gadrr_start to gadrr_end} | {group
ip-prefix}} {source source-ip-address}

ステップ 3   

またはBidir）を指定できます。例で示すと
おり、このコンフィギュレーションモード

例：
switch(config-route-map)# match ip
multicast group 224.0.0.0/4 rp
0.0.0.0/0 rp-type ASM

では、グループおよびRPを指定する必要が
あります。

BSR RP、Auto-RP、およびスタ
ティックRPでは、group-rangeキー
ワードは使用できません。このコ

マンドは、permitと denyの両方を
許可します。一部のmatchmaskコ
マンドは、permitまたは denyを許
可しません。

（注）

例：
switch(config-route-map)# match ip
multicast group 224.0.0.0/4 rp
0.0.0.0/0 rp-type Bdir

（任意）設定済みのルートマップを表示し

ます。

show route-map

例：
switch(config-route-map)# show
route-map

ステップ 4   

（任意）設定済みのルートマップを表示し

ます。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-route-map)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

メッセージフィルタリングの設定

rp-candidate-policyでのプレフィックスの照合では、プレフィックスが c-rpによるアドバタイズ
の内容と比較して完全に一致する必要があります。部分一致は許容されません。

（注）

次の表に、PIMおよび PIM6でのメッセージフィルタリングの設定方法を示します。

表 7：PIM および PIM6 でのメッセージフィルタリング

説明メッセージの種類

デバイスにグローバルに適用

ネイバーのステート変更を通知する Syslogメッセージをイネーブルに
します。デフォルトでは無効になっています。

ネイバーの変更の記録
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説明メッセージの種類

ルートマップポリシーに基づく、PIMRegisterメッセージのフィルタリ
ングをイネーブルにします。2 match ip[v6] multicastコマンドで、グ
ループアドレスまたはグループと送信元アドレスを指定できます。こ

のポリシーは、RPとして動作するルータに適用されます。デフォルト
ではこの機能がディセーブルになっているため、PIMRegisterメッセー
ジのフィルタリングは行われません。

PIM Registerポリシー

ルートマップポリシー 1に基づく、BSR候補 RPメッセージのフィル
タリングをイネーブルにします。match ip[v6] multicastコマンドで、
RP、グループアドレス、およびタイプ（Bidirまたは ASM）を指定で
きます。このコマンドは、BSRの選定対象のルータで使用できます。
デフォルトでは、BSRメッセージはフィルタリングされません。

BSR候補 RPポリシー

ルートマップポリシー 1に基づく、BSRクライアントルータによる
BSRメッセージのフィルタリングをイネーブルにします。match ip[v6]
multicastコマンドで、BSR送信元アドレスを指定できます。このコマ
ンドは、BSRメッセージを受信するクライアントルータで使用できま
す。デフォルトでは、BSRメッセージはフィルタリングされません。

BSRポリシー

ルートマップポリシー 1に基づく、Auto-RPマッピングエージェント
による Auto-RP Announceメッセージのフィルタリングをイネーブルに
します。match ipmulticastコマンドで、RP、グループアドレス、およ
びタイプ（BidirまたはASM）を指定できます。このコマンドは、マッ
ピングエージェントで使用できます。デフォルトでは、Auto-RPメッ
セージはフィルタリングされません。

PIM6は、Auto-RP方式をサポートしていませ
ん。

（注）

Auto-RP候補 RPポリ
シー

ルートマップポリシー1に基づく、クライアントルータによるAuto-RP
Discoveryメッセージのフィルタリングをイネーブルにします。match
ip multicastコマンドで、マッピングエージェント送信元アドレスを指
定できます。このコマンドは、Discoveryメッセージを受信するクライ
アントルータで使用できます。デフォルトでは、Auto-RPメッセージ
はフィルタリングされません。

PIM6は、Auto-RP方式をサポートしていませ
ん。

（注）

Auto-RPマッピング
エージェントポリシー

デバイスの各インターフェイスに適用
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説明メッセージの種類

ルートマップポリシー 1に基づく、Join/Pruneメッセージのフィルタリ
ングをイネーブルにします。match ip[v6]multicastコマンドで、グルー
プ、グループと送信元、またはグループと RPアドレスを指定できま
す。デフォルトでは、Join/Pruneメッセージはフィルタリングされませ
ん。

Join/Pruneポリシー

2
ルートマップポリシーの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

次のコマンドでは、ルートマップをフィルタリングポリシーとして使用できます（各ステートメ

ントについて permitまたは denyのいずれか）。

• jp-policyでは (S,G)、(*,G)、または (RP,G)を使用できます

• register-policyでは (S,G)または (*,G)を使用できます

• igmp report-policyでは (*,G)または (S,G)を使用できます

• state-limit reserver-policyでは (*,G)または (S,G)を使用できます

• auto-rp rp-candidate-policyでは (RP,G)を使用できます

• bsr rp-candidate-policyでは (RP,G)を使用できます

• autorp mapping-agent policyでは (S)を使用できます

• bsr bsr-policyでは (S)を使用できます

次のコマンドでは、ルートマップアクション（permitまたは deny）が無視された場合に、ルー
トマップをコンテナとして使用できます。

• ip pim rp-address route mapでは Gのみを使用できます

• ip pim ssm-range route mapでは Gのみを使用できます。

• ip igmp static-oif route mapでは (S,G)、(*,G)、(S,G-range)、(*,G-range)を使用できます。

• ip igmp join-group route mapでは (S,G)、(*,G)、(S,G-range)、(*,G-range)を使用できます。

メッセージフィルタリング（PIM）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMがイネーブルになって
いることを確認してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）ネイバーのステート変更を通知する Syslog
メッセージをイネーブルにします。デフォルトでは

ディセーブルになっています。

ip pim log-neighbor-changes

例：
switch(config)# ip pim
log-neighbor-changes

ステップ 2   

（任意）ルートマップポリシーに基づく、PIMRegister
メッセージのフィルタリングをイネーブルにします。

ip pim register-policy
policy-name

例：
switch(config)# ip pim
register-policy
my_register_policy

ステップ 3   

match ipmulticastコマンドで、グループアドレスまた
はグループと送信元アドレスを指定できます。

（任意）ルートマップポリシーに基づく、BSR候補
RPメッセージのフィルタリングをイネーブルにしま

ip pim bsr rp-candidate-policy
policy-name

例：
switch(config)# ip pim bsr
rp-candidate-policy
my_bsr_rp_candidate_policy

ステップ 4   

す。match ip multicastコマンドで、RP、グループア
ドレス、およびタイプ（BidirまたはASM）を指定で
きます。このコマンドは、BSRの選定対象のルータ
で使用できます。デフォルトでは、BSRメッセージ
はフィルタリングされません。

（任意）ルートマップポリシーに基づく、BSRクラ
イアントルータによる BSRメッセージのフィルタリ

ip pim bsr bsr-policy
policy-name

例：
switch(config)# ip pim bsr
bsr-policy my_bsr_policy

ステップ 5   

ングをイネーブルにします。match ip multicastコマン
ドで、BSR送信元アドレスを指定できます。このコ
マンドは、BSRメッセージを受信するクライアント
ルータで使用できます。デフォルトでは、BSRメッ
セージはフィルタリングされません。

（任意）ルートマップポリシーに基づく、Auto-RP
マッピングエージェントによる Auto-RP Announce

ip pim auto-rp
rp-candidate-policypolicy-name

例：
switch(config)# ip pim
auto-rp rp-candidate-policy
my_auto_rp_candidate_policy

ステップ 6   

メッセージのフィルタリングをイネーブルにします。

match ip multicastコマンドで、RP、グループアドレ
ス、およびタイプ（BidirまたはASM）を指定できま
す。このコマンドは、マッピングエージェントで使

用できます。デフォルトでは、Auto-RPメッセージ
はフィルタリングされません。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ルートマップポリシーに基づく、クライア

ントルータによる Auto-RP Discoveryメッセージの
ip pim auto-rp
mapping-agent-policy
policy-name

ステップ 7   

フィルタリングをイネーブルにします。match ip

例：
switch(config)# ip pim
auto-rp mapping-agent-policy
my_auto_rp_mapping_policy

multicastコマンドで、マッピングエージェント送信
元アドレスを指定できます。このコマンドは、

Discoveryメッセージを受信するクライアントルータ
で使用できます。デフォルトでは、Auto-RPメッセー
ジはフィルタリングされません。

指定したインターフェイスでインターフェイスモー

ドを開始します。

interface interface

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 8   

（任意）ルートマップポリシーに基づく、Join/Prune
メッセージのフィルタリングをイネーブルにします。

ip pim jp-policy policy-name[in
| out]

例：
switch(config-if)# ip pim
jp-policy my_jp_policy

ステップ 9   

match ip multicastコマンドで、グループ、グループと
送信元、またはグループとRPアドレスを指定できま
す。デフォルトでは、Join/Pruneメッセージはフィル
タリングされません。

CiscoNX-OSRelease 4.2(3)以降では、このコマンドは
着信方向と発信方向の両方でメッセージをフィルタリ

ングします。

（任意）PIMコンフィギュレーションコマンドを表
示します。

show run pim

例：
switch(config-if)# show run
pim

ステッ

プ 10   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。

copy running-config
startup-config interval

例：
switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステッ

プ 11   

メッセージフィルタリング（PIM6）の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIM6がイネーブルになっ
ていることを確認してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）ネイバーのステート変更を通知する Syslog
メッセージをイネーブルにします。デフォルトでは

ディセーブルになっています。

ipv6 pim log-neighbor-changes

例：
switch(config)# ipv6 pim
log-neighbor-changes

ステップ 2   

（任意）ルートマップポリシーに基づく、PIM
Registerメッセージのフィルタリングをイネーブル

ipv6 pim register-policy
policy-name

例：
switch(config)# ipv6 pim
register-policy
my_register_policy

ステップ 3   

にします。 match ipv6 multicastコマンドで、グルー
プアドレスまたはグループと送信元アドレスを指定

できます。デフォルトでは無効になっています。

（任意）ルートマップポリシーに基づく、BSR候補
RPメッセージのフィルタリングをイネーブルにし

ipv6 pimbsr rp-candidate-policy
policy-name

例：
switch(config)# ipv6 pim bsr
rp-candidate-policy
my_bsr_rp_candidate_policy

ステップ 4   

ます。match ipv6 multicastコマンドで、RP、グルー
プアドレス、およびタイプ（Bidirまたは ASM）を
指定できます。このコマンドは、BSRの選定対象の
ルータで使用できます。デフォルトでは、BSRメッ
セージはフィルタリングされません。

（任意）ルートマップポリシーに基づく、BSRクラ
イアントルータによる BSRメッセージのフィルタ

ipv6 pim bsr bsr-policy
policy-name

例：
switch(config)# ipv6 pim bsr
bsr-policy my_bsr_policy

ステップ 5   

リングをイネーブルにします。match ipv6 multicast
コマンドで、BSR送信元アドレスを指定できます。
このコマンドは、BSRメッセージを受信するクライ
アントルータで使用できます。デフォルトでは、

BSRメッセージはフィルタリングされません。

指定したインターフェイスでインターフェイスモー

ドを開始します。

interface interface

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1
switch(config-if)#

ステップ 6   

（任意）ルートマップポリシーに基づく、Join/Prune
メッセージのフィルタリングをイネーブルにしま

ipv6 pim jp-policy policy-name[in
| out]

例：
switch(config-if)# ipv6 pim
jp-policy my_jp_policy

ステップ 7   

す。match ipv6 multicastコマンドで、グループ、グ
ループと送信元、またはグループと RPアドレスを
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目的コマンドまたはアクション

指定できます。デフォルトでは、Join/Pruneメッセー
ジはフィルタリングされません。

Cisco NX-OS Release 4.2(3)以降では、このコマンド
は着信方向と発信方向の両方でメッセージをフィル

タリングします。

（任意）PIM6コンフィギュレーションコマンドを
表示します。

show run pim6

例：
switch(config-if)# show run
pim6

ステップ 8   

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。

copy running-config
startup-config interval

例：
switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

PIM プロセスおよび PIM6 プロセスの再起動
PIMプロセスおよびPIM6プロセスを再起動し、オプションとして、すべてのルートをフラッシュ
することができます。デフォルトでは、ルートはフラッシュされません。

フラッシュされたルートは、Multicast Routing Information Base（MRIBとM6RIB）およびMulticast
Forwarding Information Base（MFIBとM6FIB）から削除されます。

PIMまたは PIM6を再起動すると、次の処理が実行されます。

• PIMデータベースが削除されます。

• MRIBおよびMFIBは影響を受けず、トラフィックは引き続き転送されます。

•マルチキャストルートの所有権がMRIB経由で検証されます。

•ネイバーから定期的に送信される PIM Joinメッセージおよび Pruneメッセージを使用して、
データベースにデータが再度読み込まれます。

PIM プロセス（PIM）の再起動

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIMがイネーブルになって
いることを確認してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

PIMプロセスを再起動します。restart pim

例：
switch# restart pim

ステップ 1   

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2   

PIMプロセスの再起動時に、ルートを削
除します。デフォルトでは、ルートはフ

ラッシュされません。

ip pim flush-routes

例：
switch(config)# ip pim flush-routes

ステップ 3   

（任意）flush-routesコマンドを含む、PIM
実行コンフィギュレーション情報を表示

します。

show running-configuration pim

例：
switch(config)# show
running-configuration pim

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションの変更

を保存します。

copy running-config startup-config
policy-name

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

PIM6 プロセスの再起動

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、および PIM6がイネーブルになっ
ていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

PIMプロセスを再起動します。restart pim6

例：
switch# restart pim

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 2   

PIM6プロセスの再起動時に、ルートを削
除します。デフォルトでは、ルートはフ

ラッシュされません。

ipv6 pim flush-routes

例：
switch(config)# ipv6 pim
flush-routes

ステップ 3   

（任意）flush-routesコマンドを含む、
PIM6実行コンフィギュレーション情報を
表示します。

show running-configuration pim6

例：
switch(config)# show
running-configuration pim6

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションの変更

を保存します。

copy running-config startup-config
policy-name

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

VRF モードでの PIM の BFD の設定

PIMの BFDは、VRFまたはインターフェイスごとに設定できます。（注）

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、PIMまたは PIM6がイネーブルに
なっていること、および BFDがイネーブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

VRFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

vrf context vrf-name

例：
switch# vrf convrf-name
text test
switch(config-vrf)#

ステップ 2   

指定した VRFの BFDをイネーブルにします。ip pim bfd

例：
switch(config-vrf)# ip pim bfd

ステップ 3   

コンフィギュレーションモードで ip
pimbfdコマンドを入力して、VRFの
BFDをイネーブルにすることもでき
ます。

（注）

VRFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

インターフェイスモードでの PIM の BFD の設定

はじめる前に

Enterprise Servicesライセンスがインストールされていること、PIMまたは PIM6がイネーブルに
なっていること、および BFDがイネーブルになっていることを確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入りま

す。

config t Example:

例：
switch(config)# interface ethernet
7/40
switch(config-if)#

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface interface-type

例：
switch(config)# interface ethernet
7/40
switch(config-if)#

ステップ 2   

指定したインターフェイスのBFDをイネー
ブルにします。 VRFの BFDをイネーブル

config tip pim bfd instance

例：
switch(config-if)# ip pim bfd
instance

ステップ 3   

にするかどうかに関係なく、RIMインター
フェイスの BFDをイネーブルまたはディ
セーブルにすることができます。
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目的コマンドまたはアクション

VRFまたは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ます。

exit

例：
switch(config)# exit

ステップ 4   

（任意）PIM実行コンフィギュレーション
情報を表示します。

show running-configuration pim

例：
switch(config)# show
running-configuration pim

ステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションの変更を

保存します。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

PIM および PIM6 の設定の確認
PIMおよび PIM6の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。 PIMコマンドで
は show ipという形式を、PIM6コマンドでは show ipv6という形式を使用します。

説明コマンド

IPまたは IPv6マルチキャストルーティングテーブルを表示し
ます。

show ip [v6] mroute {source
group | group [source]} [vrf
vrf-name | all]

各 RPの Designated Forwarder（DF）情報をインターフェイス別
に表示します。

show ip [v6] pim df [vrf vrf-name
| all]

学習済みまたは設定済みのグループ範囲およびモードを表示し

ます。同様の情報に関し、show ippimrpコマンドも参照してく
ださい。

show ip [v6] pim group-range
[vrf vrf-name | all]

情報をインターフェイス別に表示します。show ip [v6] pim interface
[interface | brief] [vrf vrf-name |
all]

ネイバーをインターフェイス別に表示します。show ip [v6] pim neighbor [vrf
vrf-name | all]

OIFリスト内のすべてのインターフェイスを表示します。show ip [v6] pim oif-list group
[source] [vrf vrf-name | all]
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説明コマンド

各マルチキャストルートの情報を表示します。指定した (S, G)
に対して、PIM Joinメッセージを受信したインターフェイスな
どを表示できます。

show ip [v6] pim route {source
group | group [source]} [vrf
vrf-name | all]

ソフトウェアの既知の Rendezvous Point（RP;ランデブーポイン
ト）およびその学習方法と、それらのグループ範囲を表示しま

す。同様の情報に関し、show ip pim group-rangeコマンドも参
照してください。

show ip [v6] pim rp [vrf
vrf-name | all]

ブートストラップルータ（BSP）RPハッシュ情報を表示しま
す。 RPハッシュの詳細については、RFC 5059を参照してくだ
さい。

show ip [v6] pim rp-hash [vrf
vrf-name | all]

実行コンフィギュレーション情報を表示します。show running-configuration
pim[6]

スタートアップコンフィギュレーション情報を表示します。show startup-configuration
pim[6]

各 VRFの情報を表示します。show ip [v6] pim vrf [vrf-name |
all] [detail]

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast
Routing Command Reference』を参照してください。

統計情報の表示
次に、PIMおよび PIM6の統計情報を、表示およびクリアするためのコマンドについて説明しま
す。

PIM および PIM6 の統計情報の表示
次の表に、PIMおよび PIM6の統計情報とメモリ使用状況を表示するコマンドを示します。 PIM
コマンドでは show ipという形式を、PIM6コマンドでは show ipv6という形式を使用します。

説明コマンド

Register、RP、および Join/Pruneメッセージのポ
リシーについて、ポリシー統計情報を表示しま

す。

show ip [v6] pim policy statistics
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説明コマンド

グローバル統計情報を表示します。PIMがvPC
モードの場合は、vPC統計情報を表示します。

show ip [v6] pim statistics [vrf vrf-name | all]

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSMulticast
Routing Command Reference』を参照してください。

PIM および PIM6 の統計情報のクリア
PIMおよび PIM6の統計情報をクリアするには、次の表に示す各種コマンドを使用します。 PIM
コマンドでは show ipという形式を、PIM6コマンドでは show ipv6という形式を使用します。

説明コマンド

指定したインターフェイスのカウンタをクリア

します。

clear ip [v6] pim interface statistics interface

Register、RP、および Join/Pruneメッセージのポ
リシーについて、ポリシーカウンタをクリアし

ます。

clear ip [v6] pim policy statistics

PIMプロセスで使用されるグローバルカウンタ
をクリアします。

clear ip [v6] pim statistics [vrf vrf-name | all]

PIM の設定例

その他の設定例については、「1つの PIMドメイン内の複数の RP」を参照してください。（注）

ここでは、さまざまなデータ配信モードおよび RP選択方式を使用し、PIMを設定する方法につ
いて説明します。

SSM の設定例
SSMモードで PIMを設定するには、PIMドメイン内の各ルータで、次の手順を実行します。

1 ドメインに参加させるインターフェイスで PIMスパースモードパラメータを設定します。す
べてのインターフェイスで PIMをイネーブルにすることを推奨します。

switch# config t
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switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip pim sparse-mode

2 SSMをサポートする IGMPのパラメータを設定します。「IGMPの設定」を参照してくださ
い。通常は、SSMをサポートするために、PIMインターフェイスに IGMPv3を設定します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip igmp version 3

3 デフォルト範囲を使用しない場合は、SSM範囲を設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim ssm range 239.128.1.0/24

4 メッセージフィルタリングを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim log-neighbor-changes

次に、PIM SSMモードの設定例を示します。

config t
interface ethernet 2/1
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
exit

ip pim ssm range 239.128.1.0/24
ip pim log-neighbor-changes

BSR の設定例
BSRメカニズムを使用して ASMモードで PIMを設定するには、PIMドメイン内の各ルータで、
次の手順を実行します。

1 ドメインに参加させるインターフェイスで PIMスパースモードパラメータを設定します。す
べてのインターフェイスで PIMをイネーブルにすることを推奨します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip pim sparse-mode

2 ルータが BSRメッセージの受信と転送を行うかどうかを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim bsr forward listen

3 BSRとして動作させるルータのそれぞれに、BSRパラメータを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim bsr-candidate ethernet 2/1 hash-len 30

4 候補 RPとして動作させるルータのそれぞれに、RPパラメータを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim rp-candidate ethernet 2/1 group-list 239.0.0.0/24

5 メッセージフィルタリングを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim log-neighbor-changes
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次に、BSRメカニズムを使用して PIM ASMモードを設定し、同一のルータに BSRと RPを設定
する場合の例を示します。

config t
interface ethernet 2/1
ip pim sparse-mode
exit

ip pim bsr forward listen
ip pim bsr-candidate ethernet 2/1 hash-len 30
ip pim rp-candidate ethernet 2/1 group-list 239.0.0.0/24
ip pim log-neighbor-changes

Auto-RP の設定例
Auto-RPメカニズムを使用して Bidirモードで PIMを設定するには、PIMドメイン内の各ルータ
で、次の手順を実行します。

1 ドメインに参加させるインターフェイスで PIMスパースモードパラメータを設定します。す
べてのインターフェイスで PIMをイネーブルにすることを推奨します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip pim sparse-mode

2 ルータが Auto-RPメッセージの受信と転送を行うかどうかを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim auto-rp forward listen

3 マッピングエージェントとして動作させるルータのそれぞれに、マッピングエージェントパ

ラメータを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim auto-rp mapping-agent ethernet 2/1

4 候補 RPとして動作させるルータのそれぞれに、RPパラメータを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim auto-rp rp-candidate ethernet 2/1 group-list 239.0.0.0/24 bidir

5 メッセージフィルタリングを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim log-neighbor-changes

次に、Auto-RPメカニズムを使用してPIMBidirモードを設定し、同一のルータにマッピングエー
ジェントと RPを設定する場合の例を示します。

config t
interface ethernet 2/1
ip pim sparse-mode
exit

ip pim auto-rp listen
ip pim auto-rp forward
ip pim auto-rp mapping-agent ethernet 2/1
ip pim auto-rp rp-candidate ethernet 2/1 group-list 239.0.0.0/24 bidir
ip pim log-neighbor-changes
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PIM Anycast RP の設定例
PIM Anycast-RP方式を使用して ASMモードを設定するには、PIMドメイン内の各ルータで、次
の手順を実行します。

1 ドメインに参加させるインターフェイスで PIMスパースモードパラメータを設定します。す
べてのインターフェイスで PIMをイネーブルにすることを推奨します。
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip pim sparse-mode

2 Anycast-RPセット内のすべてのルータに適用する RPアドレスを設定します。
switch# config t
switch(config)# interface loopback 0
switch(config-if)# ip address 192.0.2.3/32

3 Anycast-RPセットに加える各ルータで、その Anycast-RPセットに属するルータ間で通信に使
用するアドレスを指定し、ループバックを設定します。

switch# config t
switch(config)# interface loopback 1
switch(config-if)# ip address 192.0.2.31/32

4 Anycast-RPセットに加える各ルータについて、Anycast-RPパラメータとして Anycast-RPの IP
アドレスを指定します。同じ作業を、Anycast-RPの各 IPアドレスで繰り返します。この例で
は、2つの Anycast-RPを指定しています。
switch# config t
switch(config)# ip pim anycast-rp 192.0.2.3 193.0.2.31
switch(config)# ip pim anycast-rp 192.0.2.3 193.0.2.32

5 メッセージフィルタリングを設定します。

switch# config t
switch(config)# ip pim log-neighbor-changes

次に、2つの Anycast-RPを使用し、PIM ASMモードを設定する場合の例を示します。
config t
interface ethernet 2/1
ip pim sparse-mode
exit
interface loopback 0
ip address 192.0.2.3/32
exit
ip pim anycast-rp 192.0.2.3 192.0.2.31
ip pim anycast-rp 192.0.2.3 192.0.2.32
ip pim log-neighbor-changes

Prefix-Based および Route-Map-Based の設定

ip prefix-list plist11 seq 10 deny 231.129.128.0/17
ip prefix-list plist11 seq 20 deny 231.129.0.0/16
ip prefix-list plist11 seq 30 deny 231.128.0.0/9
ip prefix-list plist11 seq 40 permit 231.0.0.0/8

ip prefix-list plist22 seq 10 deny 231.129.128.0/17
ip prefix-list plist22 seq 20 deny 231.129.0.0/16
ip prefix-list plist22 seq 30 permit 231.128.0.0/9
ip prefix-list plist22 seq 40 deny 231.0.0.0/8

ip prefix-list plist33 seq 10 deny 231.129.128.0/17
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ip prefix-list plist33 seq 20 permit 231.129.0.0/16
ip prefix-list plist33 seq 30 deny 231.128.0.0/9
ip prefix-list plist33 seq 40 deny 231.0.0.0/8

ip pim rp-address 21.21.0.11 prefix-list plist11
ip pim rp-address 21.21.0.22 prefix-list plist22
ip pim rp-address 21.21.0.33 prefix-list plist33
route-map rmap11 deny 10
match ip multicast group 231.129.128.0/17
route-map rmap11 deny 20
match ip multicast group 231.129.0.0/16
route-map rmap11 deny 30
match ip multicast group 231.128.0.0/9
route-map rmap11 permit 40
match ip multicast group 231.0.0.0/8

route-map rmap22 deny 10
match ip multicast group 231.129.128.0/17
route-map rmap22 deny 20
match ip multicast group 231.129.0.0/16
route-map rmap22 permit 30
match ip multicast group 231.128.0.0/9
route-map rmap22 deny 40
match ip multicast group 231.0.0.0/8

route-map rmap33 deny 10
match ip multicast group 231.129.128.0/17
route-map rmap33 permit 20
match ip multicast group 231.129.0.0/16
route-map rmap33 deny 30
match ip multicast group 231.128.0.0/9
route-map rmap33 deny 40
match ip multicast group 231.0.0.0/8

ip pim rp-address 21.21.0.11 route-map rmap11
ip pim rp-address 21.21.0.22 route-map rmap22
ip pim rp-address 21.21.0.33 route-map rmap33

出力

dc3rtg-d2(config-if)# show ip pim rp
PIM RP Status Information for VRF "default"
BSR disabled
Auto-RP disabled
BSR RP Candidate policy: None
BSR RP policy: None
Auto-RP Announce policy: None
Auto-RP Discovery policy: None

RP: 21.21.0.11, (0), uptime: 00:12:36, expires: never,
priority: 0, RP-source: (local), group-map: rmap11, group ranges:

231.0.0.0/8 231.128.0.0/9 (deny)
231.129.0.0/16 (deny) 231.129.128.0/17 (deny)

RP: 21.21.0.22, (0), uptime: 00:12:36, expires: never,
priority: 0, RP-source: (local), group-map: rmap22, group ranges:

231.0.0.0/8 (deny) 231.128.0.0/9
231.129.0.0/16 (deny) 231.129.128.0/17 (deny)

RP: 21.21.0.33, (0), uptime: 00:12:36, expires: never,
priority: 0, RP-source: (local), group-map: rmap33, group ranges:

231.0.0.0/8 (deny) 231.128.0.0/9 (deny)
231.129.0.0/16 231.129.128.0/17 (deny)

dc3rtg-d2(config-if)# show ip mroute
IP Multicast Routing Table for VRF "default"

(*, 231.1.1.1/32), uptime: 00:07:20, igmp pim ip
Incoming interface: Ethernet2/1, RPF nbr: 1.1.0.1
Outgoing interface list: (count: 1)
loopback1, uptime: 00:07:20, igmp
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(*, 231.128.1.1/32), uptime: 00:14:27, igmp pim ip
Incoming interface: Ethernet2/1, RPF nbr: 1.1.0.1
Outgoing interface list: (count: 1)
loopback1, uptime: 00:14:27, igmp

(*, 231.129.1.1/32), uptime: 00:14:25, igmp pim ip
Incoming interface: Ethernet2/1, RPF nbr: 1.1.0.1
Outgoing interface list: (count: 1)
loopback1, uptime: 00:14:25, igmp

(*, 231.129.128.1/32), uptime: 00:14:26, igmp pim ip
Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0
Outgoing interface list: (count: 1)
loopback1, uptime: 00:14:26, igmp

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 1d20h, pim ip
Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0
Outgoing interface list: (count: 0)

dc3rtg-d2(config-if)# show ip pim group-range
PIM Group-Range Configuration for VRF "default"
Group-range Mode RP-address Shared-tree-only range
232.0.0.0/8 SSM - -
231.0.0.0/8 ASM 21.21.0.11 -
231.128.0.0/9 ASM 21.21.0.22 -
231.129.0.0/16 ASM 21.21.0.33 -
231.129.128.0/17 Unknown - -

関連資料

参照先関連項目

『CiscoNexus 7000 Series NX-OSVirtual Device Context
Configuration Guide, Release 4.2』

VDC

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing
Command Reference』

CLIコマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide, Release 6.x』

VRFおよびポリシーベースルーティング
の設定

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準また

は変更された標準はありません。また、既

存の標準のサポートは変更されていませ

ん。
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MIB
MIB リンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次のURL
にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• IPMCAST-MIB

• PIM MIB：Cisco Nexus 7000シリーズ
デバイスの Cisco Release 5.2(1)以降

PIM と PIM6 の機能履歴
機能情報リリース機能名

登録メッセージの IP送信元アドレスの
設定のサポート。

5.2(1)pim register-sourceコマン
ドのサポート。

BFDは IPv4の PIMに対してサポートさ
れています。

5.0(2)PIM（IPv4）に対するBFD
サポート

Nexus 7000シリーズデバイス対応の
Cisco NX-OSソフトウェアは、vPC上の
PIMSSMまたはBIDRをサポートしませ
ん。 Cisco NX-OSソフトウェアは、vPC
上の PIM ASMを完全にサポートしま
す。

show ip pim statisticsコマンドで vPC統
計を表示します。

4.1(3)vPC
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