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PIM について
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。

Cisco NX-OSは、IPv4ネットワーク（PIM）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は、ルータ上で同時に実行するように設定できます。 PIMのグローバルパラメータを
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使用すると、ランデブーポイント（RP）、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、および指定ルータ
（DR）のプライオリティ設定を実行できます。

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。

PIM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、次のツリー配信モードで処理
するマルチキャストグループアドレスの範囲を設定できます。

• 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。

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。

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。
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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。

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。

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
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•デバイスに RPを手動で設定する場合

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
ることがあります。 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）

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して導入さ
れ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CiscoRP-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。

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。

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。
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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。

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

登録メッセージの送信元 IP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
ではない場合に、登録メッセージの送信元 IPアドレスを設定するには、ip pim register-sourceコ
マンドを使用します。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。

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。
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指定ルータ

PIMの ASM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指定ルータ（DR）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。

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インターフェイスをMRIBの OIFリストに追加しますが、MFIBの
OIFリストには追加しません。

（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。

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。

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。
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PIM グレースフルリスタート
Protocol Independent Multicast（PIM）のグレースフルリスタートは、ルートプロセッサ（RP）ス
イッチオーバー後のマルチキャストルート（mroute）のコンバージェンスを向上するマルチキャ
ストハイアベイラビリティ（HA）の拡張です。 PIMのグレースフルリスタート機能では、RP
スイッチオーバー時に、インターフェイス上の PIMネイバーに、このインターフェイスをリバー
スパス転送（RPF）インターフェイスとして使用するすべての (*, G)および (S, G)状態に対する
PIM Joinメッセージの送信をトリガーするためのメカニズムとして生成 ID（GenID）の値（RFC
4601で規定）を使用します。このメカニズムにより、PIMネイバーでは、新しくアクティブに
なった RP上でこれらの状態を即座に再確立できます。

生成 ID
生成 ID（GenID）は、インターフェイスでProtocol IndependentMulticast（PIM）転送が開始または
再開されるたびに生成し直される、ランダムに生成された 32ビット値です。 PIM helloメッセー
ジ内の GenID値を処理するために、PIMネイバーでは、RFC 4601に準拠する PIMを実装した
Ciscoソフトウェアを実行している必要があります。

RFC 4601に準拠しておらず、PIM helloメッセージ内のGenIDの差異を処理できない PIMネイ
バーは GenIDを無視します。

（注）
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PIM グレースフルリスタート動作
この図は、PIMグレースフルリスタート機能をサポートするデバイスのルートプロセッサ（RP）
のスイッチオーバー後に実行される動作を示します。

図 3：RP スイッチオーバー中の PIM グレースフルリスタート動作

PIMグレースフルリスタート動作は次のとおりです。

•安定した状態で、PIMネイバーは定期的に PIMハローメッセージをやりとりします。

•アクティブ RPは、マルチキャストルート（mroute）の状態をリフレッシュするために PIM
joinを定期的に受信します。

•アクティブ RPに障害が発生すると、スタンバイ RPが代わって新しいアクティブ RPになり
ます。

•新しいアクティブ RPは生成 ID（GenID）値を変更して、PIMハローメッセージで新しい
GenIDを隣接する PIMネイバーに送信します。

•新しい GenIDを持つインターフェイスで PIM helloメッセージを受信する隣接 PIMネイバー
は、このインターフェイスを RPFインターフェイスとして使用するすべての (*, G)および
(S, G) mrouteに PIMグレースフルリスタートを送信します。

•これらの mroute状態は、新しくアクティブになった RP上でただちに再確立されます。
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PIM のグレースフルリスタートおよびマルチキャストトラフィックフロー
PIMネイバーのマルチキャストトラフィックフローは、マルチキャストトラフィックで PIMグ
レースフルリスタートPIMのサポートを検出するか、デフォルトのPIMhello保持時間間隔内に、
障害が発生した RPノードからの PIM helloメッセージを検出した場合に影響を受けません。障害
が発生した RPのマルチキャストトラフィックフローは、Non-Stop Forwarding（NSF）対応かど
うかに影響されません。

デフォルトの PIM hello保持時間間隔は PIM hello期間の 3.5倍です。デフォルト値の 30秒の
よりも小さい値でPIMhello間隔を設定すると、マルチキャストハイアベイラビリティ（HA）
動作が設計どおりに機能しないことがあります。

注意

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 9000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』を参照してください。

PIM のライセンス要件
ライセンス要件製品

PIM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、『CiscoNX-OSLicensing
Guide』を参照してください。

Cisco
NX-OS

PIM の前提条件
PIMの前提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 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 に関する注意事項と制限事項
PIMに関する注意事項および制限事項は次のとおりです。
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•ほとんどの Cisco Nexusデバイスでは、RPF障害トラフィックはドロップされ、PIMアサー
トを発生するために非常に低レートで CPUに送信されます。 Cisco Nexus 9000シリーズス
イッチの場合、RPF障害のトラフィックは、マルチキャスト送信元を学習するために、常に
CPUにコピーされます。

•ほとんどの Cisco Nexusデバイスのファーストホップソース検出では、ファーストホップか
らのトラフィックは送信元サブネットチェックに基づいて検出され、送信元がローカルサ

ブネットに属する場合に限り、マルチキャストパケットが CPUにコピーされます。 Cisco
Nexus 9000シリーズスイッチではローカル送信元を検出できないため、マルチキャストパ
ケットは、ローカルマルチキャスト送信元を学習するためにスーパーバイザに送信されま

す。

• Cisco NX-OS PIMは、PIMデンスモードのすべてのバージョンおよび PIMスパースモード
のバージョン 1と相互運用しません。

•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。

•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。

• 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。

デフォルト設定
次の表に、PIMパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：PIM 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

ディセーブルログネイバーの変更

ディセーブルAuto-RPメッセージアクション
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デフォルトパラメータ

ディセーブルBSRメッセージアクション

ディセーブルPIMスパースモード

0DR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 の設定
インターフェイスごとに PIMを設定できます。

Cisco NX-OSは、PIMスパースモードバージョン 2のみをサポートします。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）。

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

Cisco Nexus 9000 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リリー
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説明RP 設定の必要性マルチキャスト配信モード

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 の設定作業
次の手順では、PIMを設定します。

1 各マルチキャスト配信モードで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 PIMをイネーブルにします。

3 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、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。

4 メッセージフィルタリングを設定します。

次に、PIMの設定に使用される CLIコマンドを示します。（注）

• PIMのコンフィギュレーションコマンドは ip pimで始まります。

•表示コマンドは show ip pim。

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）

PIM 機能のイネーブル化
PIMコマンドにアクセスするには、PIM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。
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手順

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：
switch# configure terminal
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   

（任意）

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 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピー

します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

PIM 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 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メッセージの待ち受け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。

Auto-RPメッセージア
クション

BSRメッセージの待ち受け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
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説明パラメータ

IPv4 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をイネーブルにします。PIMスパースモード

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。

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、『CiscoNexus9000SeriesNX-OS
Verified Scalability Guide』を参照してください。

（注）

hello間隔
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説明パラメータ

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。

ドメイン境界

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 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 9000 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

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：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）

Auto-RPメッセージの待ち受けまたは転送をイネー
ブルにします。デフォルトではこれらの機能がディ

ip pim auto-rp {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、Auto-RPメッセージの
受信または転送は行われません。

（任意）

BSRメッセージの待ち受けまたは転送をイネーブル
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、BSRメッセージの受信また
は転送は行われません。
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目的コマンドまたはアクション

（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 4   

（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。ホールドダウン

[ip | ipv4] routing multicast
holddown holddown-period

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

ステップ 5   

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）

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 6   

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

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

ステップ 7   

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 8   

（任意）

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

ip pim dr-priority priority

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

ステップ 9   

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（クリ

ip pim hello-authentication
ah-md5 auth-key

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

ステップ 10   

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 11   

最小値は 1ミリ秒で
す。

（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、ブートストラッ

ip pim border

例：
switch(config-if)# ip pim
border

ステップ 12   

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、ブートストラッ

ip pim neighbor-policy
policy-name

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

ステップ 13   

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。

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も設
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

ワーク管理者のみが行うことを推奨しま

す。

（注）

（任意）

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

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

ステップ 14   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 15   
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ASM の設定
Any Source Multicast（ASM）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。

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。

ip pim rp-addressコマンドは、次の機能を追加して拡張されました。

•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）

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

スタティック RP 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

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：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

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

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。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。

この例では、指定したグループ範囲にPIMASM
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、PIMRP情報を
表示します。

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

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

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

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

Cisco Nexus 9000 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リリー
ス 6.x    

21

PIM の設定
ASM の設定



説明引数

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。この値の範囲は 0～ 32であり、デフォルトは 30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

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

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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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、すべてのブートストラップルータ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。

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。

BSR 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

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：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

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

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

ステップ 3   

れる送信元 IPアドレスは、インターフェイス
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目的コマンドまたはアクション

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

の IP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）

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

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

ステップ 4   

り、デフォルト値は 192です。インターバル

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

は 1～ 65,535秒であり、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）

この例では、ASM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 [ip-prefix |
vrf vrf-name]

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

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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。

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）。

   Cisco Nexus 9000 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リ
リース 6.x

24

PIM の設定
ASM の設定



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

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。

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。

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

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

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。
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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。

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。

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。

Auto RP 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

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：
switch# configure terminal
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メッセージで使用さ

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

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

ステップ 2   

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

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

ステップ 3   

バルは60秒です。デフォルトでは、ASMの
候補 RPが作成されます。

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）

この例では、ASM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 | vrf
vrf-name]

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

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーしま

す。

copy running-config startup-config

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

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：
switch# configure terminal
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。
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目的コマンドまたはアクション

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

例：
switch(config)# ip pim sparse-mode

ステップ 4   

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。各コ

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 5   

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 6   

アドレスを使用してステップ5を繰
り返します。

（任意）

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。各コ

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

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

ステップ 7   

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。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   

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 ipmulticast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。
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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。

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）

ASM 専用の共有ツリーの設定

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

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：
switch# configure terminal
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ん。
ip pim use-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   

match ipmulticast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]

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

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   
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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

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：
switch# configure terminal
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。ルートプリファレ

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

ステップ 2   

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

（任意） 設定されているスタティック

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）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピー

します。

copy running-config startup-configステップ 4   
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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

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：
switch# configure terminal
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

にするか、デフォルトの (S/RP G)ベースの
ipmulticastmultipath {none | s-g-hash
next-hop-based}

例：
switch(config)# ip multicast
multipath none

ステップ 2   

ハッシュの代わりに (S, G, Nexthop)に基づい
てハッシュを開始します。

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 *

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。

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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RP 情報配信を制御するルートマップの設定

手順

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：
switch# configure terminal
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   

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

match ip 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   

（ASM）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方式では、グルー

プおよび RPを指定する必要があります。
例：
switch(config-route-map)# match ip
multicast group 224.0.0.0/4 rp
0.0.0.0/0 rp-type ASM

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または denyを許
可します。一部の match maskコマ
ンドは、permitまたは denyを許可
しません。

（注）

（任意）

設定された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）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   
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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 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

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 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。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、PIM Register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に基づいてルータが BSR候補 RPメッセージを
フィルタリングできるようにします。match ipコマンドで、RP、グルー
プアドレスを指定できます。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。

Auto-RP候補 RPポリ
シー
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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、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。

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

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。match ip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 9000 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コマンドでは (S,G)、(*,G)、または (RP,G)を使用できます。

• register-policyコマンドでは (S,G)または (*,G)を使用できます。

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

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

• auto-rp rp-candidate-policyコマンドでは (RP,G)を使用できます。

• bsr rp-candidate-policyコマンドでは (RP,G)を使用できます。

• autorp mapping-agent policyコマンドでは (S)を使用できます。

• bsr bsr-policyコマンドでは (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コマンドでは Gのみを使用できます。

• ip igmp static-oif route mapコマンドでは (S,G)、(*,G)、(S,G-range)、(*,G-range)を使用できま
す。

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

手順

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：
switch# configure terminal
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、PIM Register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いてルータがBSR候補
RPメッセージをフィルタリングできるようにしま

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 ipmulticastコマンドで、RP、グループア
ドレスを指定できます。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ングをイ

ip pimbsr bsr-policy policy-name

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

ステップ 5   

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。
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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、Auto-RPマッピン
グエージェントによるAuto-RPAnnounceメッセージ

ip pim auto-rp
rp-candidate-policy policy-name

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

ステップ 6   

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。

（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-RPDiscoveryメッセージのフィルタリ

ip pim auto-rp
mapping-agent-policy
policy-name

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

ステップ 7   

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。

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。match

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

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

ステップ 9   

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。

（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）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 11   
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PIM プロセスの再起動
PIM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 InformationBase（MRIB）およびMulticast Forwarding
Information Base（MFIB）から削除されます。

PIM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。

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   

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：
switch# configure terminal
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示します。

show running-configuration pim

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

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

VRFまたはインターフェイスを使用して PIMの双方向フォワーディング検出（BFD）を設定
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

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：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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 context test
switch(config-vrf)#

ステップ 2   

指定された VRFで 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
pim bfdコマンドを入力して、VRF
インスタンス上のBFDをイネーブル
にすることもできます。

（注）
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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

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：
switch# configure terminal
switch(config)#

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をイネーブルに

ip pim bfd instance

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

ステップ 3   

するかどうかに関係なく、PIM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。

（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-if)# show
running-configuration pim

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

PIM の設定の確認
PIM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。
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説明コマンド

IP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 mroute

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 pim df [vrf vrf-name]

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

報については、show ippim
rpコマンドを参照してく
ださい。

show ip pim group-range [vrf vrf-name]

情報をインターフェイス別

に表示します。

show ip pim interface [interface | brief] [vrf vrf-name]

ネイバーをインターフェイ

ス別に表示します。

show ip pim neighbor [vrf vrf-name]

発信インターフェイス

（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 pim oif-list group [source] [vrf vrf-name]

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 pim route [source group | group [source]][vrf vrf-name]

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。同様の情報について

は、show ip pim
group-rangeコマンドを参
照してください。

show ip pim rp [vrf vrf-name]
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説明コマンド

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 pim rp-hash group-address

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

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

各 VRFの情報を表示しま
す。

show ip pim vrf [vrf-name | all] [detail]

統計情報の表示
次に、PIM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 の統計情報の表示
これらのコマンドを使用すると、PIMの統計情報とメモリ使用状況を表示できます。

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 pim policy statistics

グローバル統計情報を表示します。show ip pim statistics [vrf vrf-name]

PIM の統計情報のクリア
これらのコマンドを使用すると、PIM統計情報をクリアできます。
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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 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 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 pim statistics [vrf vrf-name]

PIM の設定例
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。

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# configure terminal
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# configure terminal
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# configure terminal
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# configure terminal
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# configure terminal

   Cisco Nexus 9000 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リ
リース 6.x

42

PIM の設定
PIM の設定例



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

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。

configure terminal
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

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# configure terminal
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# configure terminal
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# configure terminal
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# configure terminal
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# configure terminal
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。
configure terminal
interface ethernet 2/1
ip pim sparse-mode
exit
interface loopback 0
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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
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 172.21.0.11 prefix-list plist11
ip pim rp-address 172.21.0.22 prefix-list plist22
ip pim rp-address 172.21.0.33 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 172.21.0.11 route-map rmap11
ip pim rp-address 172.21.0.22 route-map rmap22
ip pim rp-address 172.21.0.33 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
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BSR RP policy: None
Auto-RP Announce policy: None
Auto-RP Discovery policy: None

RP: 172.21.0.11, (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: 172.21.0.22, (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: 172.21.0.33, (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: 10.165.20.1
Outgoing interface list: (count: 1)
loopback1, uptime: 00:07:20, igmp

(*, 231.128.1.1/32), uptime: 00:14:27, igmp pim ip
Incoming interface: Ethernet2/1, RPF nbr: 10.165.20.1
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: 10.165.20.1
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: 10.0.0.1
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: 10.0.0.1
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
231.0.0.0/8 ASM 172.21.0.11 -
231.128.0.0/9 ASM 172.21.0.22 -
231.129.0.0/16 ASM 172.21.0.33 -
231.129.128.0/17 Unknown - -

関連資料

参照先関連項目

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing
Configuration Guide』

VRFの設定
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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。

MIB
MIB リンクMIB

サポートされている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。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/
Nexus9000MIBSupportList.html

PIMに関連したMIB
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