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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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PIM 設定の前提条件
次に、PIM および PIM スタブ ルーティングを設定するための前提条件を示します。
• PIM スタブ ルーティングを設定する前に、スタブ ルータと中央のルータの両方に IP マルチ
キャスト ルーティングが設定されている必要があります。さらに、スタブ ルータのアップ
リンク インターフェイスに PIM モード（デンス モード、スパース モード、または スパース
- デンス モード）が設定されている必要があります。
• PIM スタブ ルーティングを設定する前に、スイッチに Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
（EIGRP）スタブ ルーティングまたは Open Shortest Path First（OSPF）スタブ ルーティング
のいずれかを設定する必要があります。PIM スタブ ルータは、ディストリビューション ルー
タ間の伝送トラフィックのルーティングは行いません。ユニキャスト（EIGRP）スタブルー
ティングではこの動作が強制されます。PIM スタブ ルータの動作を支援するためにユニキャ
スト スタブ ルーティングを設定する必要があります。

（注）

EIGRP または OSPF の設定については、『Catalyst 3850 Routing Configuration
Guide, Release 3SE』を参照してください。

PIM 設定の制約事項
次に、PIM を設定する際の制約事項を示します。
• PIM
◦ PIM は、LAN Base フィーチャ セットを実行している場合はサポートされません。
◦ 双方向 PIM はサポートされていません。
• PIM スタブ ルーティング
◦ IP Services イメージには、完全なマルチキャスト ルーティングが含まれます。
◦ PIM スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、ユーザに対する IP トラフィッ
クの唯一の許容ルートは、PIM スタブ ルーティングを設定しているスイッチ経由です。
◦ 冗長 PIM スタブ ルータ トポロジーはサポートされません。PIM スタブ機能では、非冗
長アクセス ルータ トポロジーだけがサポートされます。
◦ 直接接続されたマルチキャスト（IGMP）レシーバおよび送信元だけが、レイヤ 2 アク
セス ドメインで許可されます。アクセス ドメインでは、PIM プロトコルはサポートさ
れません。
◦ IP Base および IP Services の機能セットを実行している場合は、PIM スタブ ルーティン
グがサポートされます。
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Auto-RP の制約事項
次に、Auto-RP の設定に関する制約事項を示します（ネットワーク設定で使用する場合）。
• Auto-RP は、LAN Base フィーチャ セットを実行している場合はサポートされません。
• PIM をスパース モードまたはデンス モードに設定し、Auto-RP を設定しない場合は、RP を
手動で設定する必要があります。
• ルーテッド インターフェイスが SM に設定されていると、すべてのデバイスが自動 RP グルー
プの手動 RP アドレスによって設定されている場合も、自動 RP を使用できます。
• ルーテッド インターフェイスが SM で設定され、ip pim autorp listener グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを入力する場合、すべてのデバイスが Auto-RP グループの手動 RP
アドレスを使用して設定されていなくても、Auto-RP は引き続き使用できます。

Auto-RP および BSR の設定に関する制約事項
次に、Auto-RP および BSR の設定に関する制約事項を示します（ネットワーク設定で使用する場
合）。
• 使用しているネットワークがすべて Cisco ルータおよびマルチレイヤ スイッチである場合
は、Auto-RP または BSR のいずれかを使用できます。
• ネットワークに他社製のルータがある場合は、BSR を使用する必要があります。
• Cisco PIMv1 および PIMv2 ルータとマルチレイヤ スイッチ、および他社製のルータがある場
合は、自動 RP と BSR の両方を使用する必要があります。ネットワークに他のベンダー製の
ルータが含まれる場合には、シスコの PIMv2 デバイス上に自動 RP マッピング エージェント
と BSR を設定します。BSR と他社製の PIMv2 デバイス間のパス上に、PIMv1 デバイスが配
置されていないことを確認してください。

（注）

PIMv2 は 2 つの方法で使用できます。1 つはバージョン 2 をネットワーク内で
排他的に使用する方法、もう 1 つは PIM バージョンの混在環境を採用してバー
ジョン 2 に移行する方法です。

• ブートストラップ メッセージはホップ単位で送信されるため、PIMv1 デバイスの場合、これ
らのメッセージはネットワーク内の一部のルータおよびマルチレイヤ スイッチに到達しませ
ん。このため、ネットワーク内に PIMv1 デバイスがあり、Cisco ルータおよびマルチレイヤ
スイッチだけが存在する場合は、Auto-RP を使用してください。
• ネットワーク内に他社製のルータが存在する場合は、Cisco PIMv2 ルータまたはマルチレイ
ヤ スイッチに Auto-RP マッピング エージェントおよび BSR を設定します。BSR と他社製の
PIMv2 ルータ間のパス上に、PIMv1 デバイスが配置されていないことを確認してください。
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• シスコ PIMv1 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと他社製の PIMv2 ルータを相互運用させ
る場合は、Auto-RP と BSR の両方が必要です。シスコ PIMv2 デバイスを、自動 RP マッピン
グ エージェントと BSR の両方に設定してください。

PIM に関する情報
Protocol-Independent Multicast（PIM）はプロトコルに依存しません。ユニキャスト ルーティング
テーブルを読み込むために使用されるユニキャスト ルーティング プロトコルに関係なく、この
テーブルの情報を使用してマルチキャスト転送を実行します。マルチキャストルーティングテー
ブルは個別に維持されません。
PIM は、EIGRP、OSPF、BGP、またはスタティック ルートを含め、ユニキャスト ルーティング
テーブルへの読み込みに使用されるどのユニキャスト ルーティング プロトコルでも利用できま
す。PIM は、このユニキャスト ルーティング情報を使用してマルチキャスト転送機能を実行する
ので、IP プロトコルに依存していません。PIM はマルチキャスト ルーティング テーブルと呼ばれ
ていますが、実際には完全に独立したマルチキャスト ルーティング テーブルを作成する代わり
に、ユニキャスト ルーティング テーブルを使用して リバース パス フォワーディング（RPF）
チェック機能を実行します。PIM は、他のルーティング プロトコルが行うような、ルータ間での
マルチキャスト ルーティング アップデートの送受信は行いません。
PIM は、RFC 4601 『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification』で
定義されています。次に示す Internet Engineering Task Force（IETF）インターネット ドラフトを参
照してください。
• 『Protocol Independent Multicast (PIM): Motivation and Architecture』
• 『Protocol Independent Multicast (PIM), Dense Mode Protocol Specification』
• 『Protocol Independent Multicast (PIM), Sparse Mode Protocol Specification』
• 『draft-ietf-idmr-igmp-v2-06.txt, Internet Group Management Protocol, Version 2』
• 『draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt, PIM Version 2 Dense Mode』

PIM のバージョン
PIMv2 は、PIMv1 と比べて次の点が改善されています。
• マルチキャスト グループごとに、複数のバックアップ ランデブー ポイント（RP）を持つア
クティブな RP が 1 つ存在します。この単一の RP で、PIMv1 内の同じグループにアクティブ
な RP が複数ある場合と同様の処理を行います。
• ブートストラップ ルータ（BSP）は耐障害性のある、自動化された RP ディスカバリ メカニ
ズム、および配信機能を提供します。これらの機能により、ルータおよびマルチレイヤ ス
イッチはグループ/RP マッピングを動的に取得できます。
• スパース モード（SM）およびデンス モード（DM）は、インターフェイスではなく、グルー
プに関するプロパティです。
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（注）

SM または DM のいずれか一方だけでなく、SM-DM（スパース/デンス モー
ド）を使用してください。

• PIM の Join メッセージおよびプルーニング メッセージを使用すると、複数のアドレス ファ
ミリを柔軟に符号化できます。
• 現在以降の機能オプションを符号化するため、クエリー パケットではなく、より柔軟な hello
パケット形式が使用されています。
• RP に送信される登録メッセージが、境界ルータによって送信されるか、あるいは指定ルータ
によって送信されるかを指定します。
• PIM パケットは IGMP パケット内に格納されず、独立したパケットとして処理されます。

PIMv1 および PIMv2 の相互運用性
スイッチ上でのマルチキャスト ルーティングの設定ミスを回避するには、ここに記載する情報を
確認してください。
シスコの PIMv2 実装を使用すると、バージョン 1 とバージョン 2 間での相互運用性および変換が
可能となります。ただし、若干の問題が発生する場合もあります。
PIMv2 に差分的にアップグレードできます。PIM バージョン 1 および 2 を、1 つのネットワーク
内の異なるルータおよびマルチレイヤスイッチに設定できます。内部的には、共有メディアネッ
トワーク上のすべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチで同じ PIM バージョンを実行する必要
があります。したがって、PIMv2 デバイスが PIMv1 デバイスを検出した場合は、バージョン 1 デ
バイスがシャットダウンするかアップグレードされるまで、バージョン 2 デバイスはバージョン
1 にダウングレードされます。
PIMv2 は BSR を使用して各グループ プレフィックスの RP 設定情報を検出し、PIM ドメイン内の
すべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチにアナウンスします。自動 RP 機能を組み合わせる
ことにより、PIMv2 BSR と同じ作業を PIMv1 で実行できます。ただし、自動 RP は PIMv1 から独
立している、スタンドアロンのシスコ独自のプロトコルで、PIMv2 は IETF 標準の追跡プロトコル
です。

（注）

したがって、PIMv2 の使用を推奨します。BSR 機能は、Cisco ルータおよびマルチレイヤ ス
イッチ上の Auto-RP と相互運用します。
PIMv2 デバイスを PIMv1 デバイスと相互運用させる場合は、自動 RP を事前に導入しておく必要
があります。自動 RP マッピング エージェントでもある PIMv2 BSR は、自動 RP で選択された RP
を自動的にアドバタイズします。つまり、自動 RP によって、グループ内のルータまたはマルチ
レイヤ スイッチごとに 1 つの RP が設定されます。ドメイン内のルータおよびスイッチの中には、
複数の RP を選択するために PIMv2 ハッシュ機能を使用しないものもあります。
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PIMv1 と PIMv2 が混在する領域内の DM グループは、特殊な設定を行わなくても自動的に相互運
用します。
PIMv1 の自動 RP 機能は PIMv2 RP 機能と相互運用するため、PIMv1 と PIMv2 が混在する領域内
に SM グループを設定できます。すべての PIMv2 デバイスで PIMv1 を使用できますが、RP を
PIMv2 にアップグレードすることを推奨します。PIMv2 への移行を簡単に行うには、以下を推奨
します。
• 領域全体で Auto-RP を使用します。
• 領域全体でスパース - デンス モードを設定します。
自動 RP がまだ PIMv1 領域に設定されていない場合は、自動 RP を設定してください。

PIM のモード
PIM は DM、SM、または PIM SM-DM のいずれかのモードで動作します。PIM DM-SM では、ス
パース グループとデンス グループの両方が同時に処理されます。

PIM DM
PIM DM では、送信元ベースのマルチキャスト配信ツリーが構築されます。DM の場合、PIM DM
のルータまたはマルチレイヤスイッチは、他のすべてのルータまたはマルチレイヤスイッチで常
にグループ宛てのマルチキャスト パケットが転送されると想定しています。直接接続されたメン
バーまたは PIM ネイバーが存在しない場合、PIM DM デバイスがマルチキャスト パケットを受信
すると、プルーニングメッセージが送信元に送信され、不要なマルチキャストトラフィックが停
止されます。このプルーニング済みブランチ上のこのルータまたはスイッチでは、後続のマルチ
キャスト パケットがフラッディングしません。レシーバを含まないブランチが配信ツリーからプ
ルーニングされ、レシーバを含むブランチだけが存続するためです。
プルーニング済みのツリー内ブランチのレシーバがマルチキャスト グループに新規に加入する
と、PIM DM デバイスは新しいレシーバを検出し、配信ツリーの送信元方向にすぐに接合メッセー
ジを送信します。アップストリームの PIM DM デバイスが接合メッセージを受信すると、受信し
たデバイスは接合メッセージが着信したインターフェイスをすぐにフォワーディング ステートに
し、マルチキャスト トラフィックのレシーバへの転送を開始します。

PIM-SM
PIM-SM は共有ツリーおよび Shortest-Path-Trees（SPT）を使用し、マルチキャスト トラフィック
をネットワーク内のマルチキャスト レシーバーに配信します。PIM SM の場合、ルータまたはマ
ルチレイヤ スイッチは、トラフィックに関する明示的な要求（Join メッセージ）がないかぎり、
他のルータまたはスイッチではグループ宛てのマルチキャスト パケットが転送されないと想定し
ます。IGMP を使用してホストがマルチキャスト グループに加入すると、直接接続された PIM-SM
デバイスは、ランデブー ポイント（RP）と呼ばれるルートに向けて PIM Join メッセージを送信し
ます。この Join メッセージはルートに向かってルータを順次移動しながら、共有ツリーのブラン
チを作成します。
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RP はマルチキャスト レシーバーを追跡します。また、送信元の先頭ホップ ルータ（指定ルータ
[DR]）から受信した登録メッセージを使用して送信元を登録し、送信元からレシーバへの共有ツ
リー パスを完成させます。共有ツリーを使用する場合、送信元は RP にトラフィックを送信し、
これらのトラフィックをすべてのレシーバーに到達させるようにする必要があります。
マルチキャスト グループ トラフィックをプルーニングする場合は、プルーニング メッセージが
配信ツリーの上方向に送信されます。この結果、明示的な Join メッセージによって作成された共
有ツリーまたは SPT のブランチが不要になった場合、これらを解除が可能となります。
PIM 対応インターフェイスの数がハードウェアの能力を超え、SPT しきい値が infinity に設定され
た PIM-SM がイネーブルになっている場合、スイッチは一部の直接接続されたインターフェイス
に対し、マルチキャスト ルーティング テーブルに（ソース、グループ（S、G））エントリが存
在していなければそのテーブルにエントリを作成しません。スイッチは、これらのインターフェ
イスからのトラフィックを正しく転送しない場合もあります。

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）
Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）は、PIM SM を使用する場合のドメイン間送信元検出
に使用されます。各 PIM 管理ドメインには独自の RP があります。あるドメイン内の RP が他の
ドメイン内の RP に新しい送信元を信号で伝えるために、MSDP が使用されます。
MSDP が設定されている状態で、あるドメイン内の RP が新しい送信元の PIM 登録メッセージを
受信すると、その RP は、新しい Source-Active（SA）メッセージを他のドメイン内のすべての
MSDP ピアに送信します。それぞれの中間 MSDP ピアは、この SA メッセージを発信側の RP から
離してフラッディングします。MSDP ピアは、この SA メッセージを自身の MSDP sa-cache にイン
ストールします。他のドメイン内の RP が SA メッセージに記述されているグループへの加入要求
を持っている場合（空でない発信インターフェイス リストで (*,G) エントリが存在することで示
される）、そのグループはドメインの対象となり、RP から送信元方向に (S,G) Join メッセージが
送信されます。

PIM スタブ ルーティング
PIM スタブ ルーティング機能は、すべてのスイッチ ソフトウェア イメージで使用でき、エンド
ユーザの近くにルーテッド トラフィックを移動することでリソースの使用状況を低減させます。
PIM スタブ ルーティング機能は、ディストリビューション レイヤとアクセス レイヤの間のマル
チキャスト ルーティングをサポートします。サポート対象の PIM インターフェイスは、アップリ
ンク PIM インターフェイスと PIM パッシブ インターフェイスの 2 種類です。PIM パッシブ モー
ドに設定されているルーテッド インターフェイスは、PIM 制御トラフィックの通過も転送も行い
ません。通過させたり転送したりするのは IGMP トラフィックだけです。
PIM スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、ユーザに対する IP トラフィックの唯一の
許容ルートは、PIM スタブ ルーティングを設定しているスイッチ経由です。PIM 受動インター
フェイスは、VLAN などのレイヤ 2 アクセス ドメイン、または他のレイヤ 2 デバイスに接続され
ているインターフェイスに接続されます。直接接続されたマルチキャスト（IGMP）レシーバおよ
び送信元だけが、レイヤ 2 アクセス ドメインで許可されます。PIM 受動インターフェイスは、受
信した PIM 制御パケットを送信または処理しません。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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PIM スタブ ルーティングを使用しているときは、IP マルチキャスト ルーティングを使用し、ス
イッチだけを PIM スタブ ルータとして設定するように、分散ルータおよびリモート ルータを設
定する必要があります。スイッチは分散ルータ間の伝送トラフィックをルーティングしません。
スイッチのルーテッド アップリンク ポートも設定する必要があります。SVI の場合は、スイッチ
のアップリンク ポートを使用できません。SVI アップリンク ポートの PIM が必要な場合は、IP
Services フィーチャ セットにアップグレードする必要があります。
また、PIM スタブ ルーティングをスイッチに設定するときは、EIGRP スタブ ルーティングも設定
する必要があります。この手順については、『Catalyst 3850 IP Routing Configuration Guide』を参
照してください。
冗長 PIM スタブ ルータ トポロジーはサポートされません。単一のアクセス ドメインにマルチキャ
スト トラフィックを転送している複数の PIM ルータがある場合、冗長トポロジーが存在します。
PIM メッセージはブロックされ、PIM 資産および指定ルータ検出メカニズムは、PIM 受動インター
フェイスでサポートされません。PIM スタブ機能では、非冗長アクセス ルータ トポロジーだけが
サポートされます。非冗長トポロジーを使用することで、PIM 受動インターフェイスはそのアク
セス ドメインで唯一のインターフェイスおよび指定ルータであると想定します。
次の図では、スイッチ A ルーテッド アップリンク ポート 25 がルータに接続され、PIM スタブ
ルーティングが VLAN 100 インターフェイスとホスト 3 でイネーブルになっています。この設定
により、直接接続されたホストはマルチキャスト発信元 200.1.1.3 からトラフィックを受信できま
す。
図 1：PIM スタブ ルータ設定

関連トピック
PIM スタブ ルーティングのイネーブル化（CLI）, （15 ページ）
例：PIM スタブ ルーティングのイネーブル化, （44 ページ）

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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IGMP ヘルパー
PIM スタブ ルーティングはルーティングされたトラフィックをエンド ユーザの近くに移動させ、
ネットワーク トラフィックを軽減します。また、スタブ ルータ（スイッチ）に IGMP ヘルパー機
能を設定してトラフィックを軽減させることもできます。
ip igmp helper help-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してスタブ
ルータ（スイッチ）を設定すると、スイッチによるネクストホップ インターフェイスへのレポー
ト送信をイネーブルにできます。ダウンストリーム ルータに直接接続されていないホストはアッ
プストリームネットワークの送信元マルチキャストグループに加入できます。この機能が設定さ
れていると、マルチキャスト ストリームへの加入を求めるホストからの IGMP パケットはアップ
ストリームのネクストホップ デバイスに転送されます。アップストリームのセントラル ルータ
は、ヘルパー IGMP レポートまたは leave を受信すると、そのグループの発信インターフェイス
リストからインターフェイスの追加または削除を行います。
ip igmp helper-address コマンドの構文および使用方法の詳細については、『IP Multicast Command
Reference, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)』を参照してください。

Auto-RP
PIM-SM プロトコルには、ネットワーク内にランデブー ポイント（RP）が存在している必要があ
ります。RP は、マルチキャスト データのソースとレシーバの接点として機能します。スタティッ
ク RP 設定を使用する場合、設定はマルチ キャスト ネットワーク内のすべてのルータに適用する
必要があります。このプロセスを自動化するために、Auto-RP プロトコルが考案されました。
この独自の機能により、ネットワーク内のルータまたはマルチレイヤ スイッチごとに RP 情報を
手動で設定する必要がなくなります。自動 RP を機能させるには、Cisco ルータまたはマルチレイ
ヤ スイッチをマッピング エージェントとして設定します。マッピング エージェントは IP マルチ
キャストを使用して、候補 RP アナウンスメントを受信する候補 RP として設定可能なネットワー
ク内のルータまたはスイッチを取得します。候補 RP はマルチキャスト RP アナウンス メッセージ
を特定のグループまたはグループ範囲に定期的に送信し、それらが使用可能であることをアナウ
ンスします。
マッピング エージェントはこれらの候補 RP アナウンスメントを受信し、この情報を使用して、
グループ/RP マッピング キャッシュにエントリを作成します。受信されたグループ/RP 範囲に対
して複数の候補 RP が RP アナウンスメントを送信した場合でも、この範囲には 1 つのマッピング
キャッシュ エントリだけが作成されます。RP アナウンス メッセージ着信時に、マッピング エー
ジェントは IP アドレスが最大のルータまたはスイッチをアクティブ RP として選択し、この RP
アドレスをグループ/RP マッピング キャッシュ内に保存します。
マッピング エージェントは、グループ/RP マッピング キャッシュの内容を定期的にマルチキャス
トします。このため、すべてのルータおよびスイッチで、サポート対象のグループに使用される
RP が自動的に検出されます。ルータまたはスイッチが RP ディスカバリ メッセージの受信に失敗
し、グループ/RP マッピング情報が期限切れになると、ルータまたはスイッチは、ip pim rp-address
グローバル コンフィギュレーション コマンドによって定義された、静的に設定された RP に変更
されます。静的に設定された RP が存在しない場合、ルータまたはスイッチはグループの動作を
DM に変更します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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複数の RP がさまざまなグループ範囲として、または互いのホット バックアップとして機能しま
す。
関連トピック
新規インターネットワークでの Auto-RP の設定（CLI）, （21 ページ）
例：Auto-RP の設定, （45 ページ）

Auto-RP の利点
Auto-RP は IP マルチキャストを使用し、グループ/RP マッピングを PIM ネットワーク内のすべて
のシスコ ルータおよびマルチレイヤ スイッチ に自動配信します。Auto-RP には次の利点がありま
す。
• ネットワーク内で複数の RP を使用し、複数のグループ範囲を処理する作業が簡単になりま
す。
• 複数の RP 間で負荷を分散し、グループに加入するホストの場所に従って RP を配置できま
す。
• PIM ネットワーク内のすべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチ で矛盾が発生しなくな
り、手動による RP 設定が不要になります。この結果、接続問題を引き起こす要因が取り除
かれます。

PIMv2 ブートストラップ ルータ
PIMv2 ブートストラップ ルータ（BSR）は、グループ/RP マッピング情報をネットワーク内のす
べての PIM ルータおよびマルチレイヤ スイッチ に配信する別の方法です。これにより、ネット
ワーク内のルータまたは スイッチ ごとに RP 情報を手動で設定する必要がなくなります。ただ
し、BSR は IP マルチキャストを使用してグループ/RP マッピング情報を配信する代わりに、特殊
な BSR メッセージをホップ単位でフラッディングしてマッピング情報を配信します。
BSR は、BSR として機能するように設定されたドメイン内の一連の候補ルータおよび スイッチ
から選択されます。選択メカニズムは、ブリッジングされた LAN で使用されるルートブリッジ選
択メカニズムと類似しています。BSR の選択メカニズムの基準は、ネットワークを経由してホッ
プ単位で送信される BSR メッセージに格納されている、デバイスの BSR プライオリティです。
各 BSR デバイスは BSR メッセージを調べ、自身の BSR プライオリティよりも BSR プライオリ
ティが同等以上で、BSR IP アドレスが大きなメッセージだけを、すべてのインターフェイスから
転送します。この方法によって、BSR が選択されます。
選択された BSR によって、TTL 値が 1 である BSR メッセージが送信されます。隣接する PIMv2
ルータまたはマルチレイヤ スイッチ は BSR メッセージを受信し、TTL 値が 1 である他のすべて
のインターフェイス（BSRメッセージの着信インターフェイスを除く）にマルチキャストします。
この方法で、BSR メッセージは PIM ドメイン内をホップ単位で移動します。BSR メッセージには
現在の BSR の IP アドレスが格納されているため、候補 RP はフラッディング メカニズムを使用
し、どのデバイスが選択された BSR であるかを自動的に学習します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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候補 RP は候補 RP アドバタイズメントを送信し、対象となるグループ範囲を BSR に指示します。
この情報は、ローカルな候補 RP キャッシュに格納されます。BSR はドメイン内の他のすべての
PIM デバイスに、BSR メッセージ内のこのキャッシュの内容を定期的にアドバタイズします。こ
れらのメッセージはネットワークをホップ単位で移動し、すべてのルータおよびスイッチに送信
されます。BSR メッセージ内の RP 情報は、ローカルの RP キャッシュに格納されます。すべての
ルータおよび スイッチ には一般的な RP ハッシュ アルゴリズムが使用されるため、指定されたグ
ループには同じ RP が選択されます。
関連トピック
候補 BSR の設定（CLI）, （34 ページ）
例：候補 BSR の設定, （47 ページ）

PIM ドメイン境界
IP マルチキャストの普及に伴い、PIMv2 ドメインと別の PIMv2 ドメインが境界を挟んで隣接する
場合が増えています。2 つのドメインは同じ RP、BSR、候補 RP、候補 BSR のセットを共有して
いないことが多いため、PIMv2 BSR メッセージがドメインの内外に流れないようにする必要があ
ります。メッセージのドメイン境界通過を許可すると、通常の BSR 選択メカニズムに悪影響が及
んだり、境界に位置するすべてのドメインで単一の BSR が選択されたり、候補 RP アドバタイズ
メントが混在し、間違ったドメイン内で RP が選択されたりします。

マルチキャスト転送および逆経路チェック
ユニキャスト ルーティングの場合、ルータおよびマルチレイヤ スイッチは、送信元から IP パケッ
トの宛先アドレス フィールドに IP アドレスが格納されている宛先ホストへ、ネットワーク内の単
一のパスに沿ってトラフィックを送信します。パス上の各ルータおよびスイッチはユニキャスト
ルーティング テーブル内の宛先アドレスを参照し、指定されたインターフェイスを経由して、宛
先方向のネクスト ホップへパケットを転送します。そのあと、パケット内の宛先 IP アドレスを使
用して、ユニキャスト転送判断を行います。
マルチキャスティングの場合、送信元は IP パケットの宛先アドレス フィールドに格納された、マ
ルチキャスト グループ アドレスで表されるホストの任意のグループにトラフィックを送信しま
す。着信マルチキャスト パケットの転送またはドロップを決定するため、ルータまたはマルチレ
イヤ スイッチは、パケットに対する Reverse Path Forwarding（RPF）チェックを以下のように使用
します。
1 ルータまたはマルチレイヤ スイッチは着信したマルチキャスト パケットの送信元アドレスを
調べ、逆経路上のインターフェイスに着信したパケットを送信元に戻すかどうかを決定しま
す。
2 パケットが送信元に逆戻りするインターフェイスに着信した場合、RPF チェックは成功し、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（ルータのすべてのインターフェイ
スとは限りません）にパケットが転送されます。
3 RPF チェックに失敗した場合、パケットは廃棄されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-30686-01-J

11

PIM の設定
マルチキャスト転送および逆経路チェック

DVMRP など一部のマルチキャスト ルーティング プロトコルでは、マルチキャスト ルーティング
テーブルは個別に維持され、RPF チェックに使用されます。ただし、PIM では RPF チェックを実
行するためにユニキャスト ルーティング テーブルが使用されます。

（注）

スイッチでは DVMRP はサポートされません。

次の図は、送信元 151.10.3.21 からマルチキャスト パケットを受け取るポート 2 を示しています。
次の図は、送信元へのリバース パスのポートは、ポート 2 ではなく、ポート 1 であることを示し
ています。RPF チェックに失敗したため、マルチレイヤ スイッチはパケットを廃棄します。送信
元 151.10.3.21 からの別のマルチキャスト パケットは、ポート 1 に着信します。ルーティング テー
ブルにより、このポートは送信元への逆経路上にあることがわかります。RPF チェックに合格し
たため、スイッチはパケットを発信ポート リスト内のすべてのポートに転送します。
図 2：RPF チェック

表 1：RPF チェックのルーティング テーブル例

ネットワーク

ポート

151.10.0.0/16

ギガビット イーサネット 1/0/1

198.14.32.0/32

ギガビット イーサネット 1/0/3

204.1.16.0/24

ギガビット イーサネット 1/0/4

PIM はソース ツリーと RP でルーティングされた共有ツリーを使用して、データグラムを転送し
ます。RPF チェックは、それぞれ異なる方法で実行されます。
• PIM ルータまたはマルチレイヤ スイッチがソース ツリー ステートである場合（つまり（S,
G）エントリがマルチキャスト ルーティング テーブル内にある場合）、マルチキャスト パ
ケットの送信元の IP アドレスに対して RPF チェックが実行されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
チ）
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• PIM ルータまたはマルチレイヤ スイッチが共有ツリー ステートである場合（およびソース
ツリー ステートが明示されていない場合）、（メンバがグループに加入している場合は既知
である）RP アドレスについて RPF チェックが実行されます。
PIM SM は RPF 参照機能を使用し、加入およびプルーニング メッセージを送信する必要があるか
どうかを決定します。
• （S, G）join（送信元ツリー ステート）は送信元に向けて送信されます。
• （*,G）Join メッセージ（共有ツリー ステート）は RP に向け送信されます。
DVMRP およびデンス モードの PIM ではソース ツリーだけが使用され、RPF が使用されます。

（注）

スイッチでは DVMRP はサポートされません。

PIM 共有ツリーおよびソース ツリー
デフォルトでは、グループのメンバーで受信されるデータは、RP でルーティングされた単一の
データ配信ツリーを経由して、送信側からグループに送られます。
次の図に、このタイプの共有配信ツリーを示します。送信側からのデータは、RP に配信され、そ
の共有ツリーに加入しているグループ メンバに配布されます。
図 3：共有ツリーおよびソース ツリー（最短パスツリー）

データ レートによって保証されている場合は、送信元でルーティングされるデータ配信ツリー
を、共有ツリーのリーフ ルータ（ダウンストリーム接続がないルータ）で使用できます。このタ
イプの配信ツリーは、SPT または送信元ツリーと呼ばれます。デフォルトでは、ソフトウェアが
送信元から最初のデータ パケットを受信すると、ソース ツリーにスイッチします。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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共有ツリーから送信元ツリーへの移動プロセスは、次のとおりです。
1 レシーバがグループに加入します。リーフ ルータ C は Join メッセージを RP に向けて送信し
ます。
2 RP はルータ C とのリンクを発信インターフェイス リストに格納します。
3 送信元がデータを送信します。ルータ A はデータをカプセル化して登録メッセージに格納し、
RP に送信します。
4 RP はデータをルータ C に向けて共有ツリーの下方向に転送し、送信元に向けて Join メッセー
ジを送信します。この時点で、データはルータ C に 2 回着信する可能性があります（カプセル
化されたデータ、およびネイティブ状態のデータ）。
5 データがネイティブ状態（カプセル化されていない状態）で着信すると、RP は登録停止メッ
セージをルータ A に送信します。
6 デフォルトでは、最初のデータ パケット受信時に、ルータ C が Join メッセージを送信元に送
信するよう要求します。
7 ルータ C が（S, G）でデータを受信すると、ルータ C は共有ツリーの上位方向にある送信元に
prune メッセージを送信します。
8 RP が（S, G）の発信インターフェイスからルータ C へのリンクを削除します。RP は送信元に
向けてプルーニング メッセージを送信します。
送信元および RP に join および prune メッセージが送信されます。これらのメッセージはホップ単
位で送信され、送信元または RP へのパス上にある各 PIM デバイスで処理されます。register およ
び register-stop メッセージは、ホップバイホップで送信されません。これらのメッセージは、送信
元に直接接続されている指定ルータによって送信され、グループの RP によって受信されます。
グループへ送信する複数の送信元で、共有ツリーが使用されます。共有ツリー上に存在するよう
に、PIM デバイスを設定できます。
最初のデータ パケットがラスト ホップ ルータに着信すると、共有ツリーからソース ツリーへと
変更されます。この変更は、ip pim spt-threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用して設定したしきい値によって異なります。
SPT には共有ツリーよりも多くのメモリが必要ですが、遅延が短縮されます。SPT の使用を延期
することもできます。リーフ ルータを SPT にすぐ移動せず、トラフィックがしきい値に最初に到
達したあとで移動するように指定できます。
PIM リーフ ルータが、指定グループの SPT に加入する時期を設定できます。送信元の送信速度が
指定速度（キロビット/秒）以上の場合、マルチレイヤ スイッチは PIM Join メッセージを送信元
に向けて送信し、送信元ツリー（SPT）を構築します。送信元からのトラフィック速度がしきい
値を下回ると、リーフルータは共有ツリーに再び切り替わり、プルーニングメッセージを送信元
に送信します。
SPT しきい値を適用するグループを指定するには、グループ リスト（標準アクセス リスト）を使
用します。値 0 を指定する場合、またはグループ リストを使用しない場合、しきい値はすべての
グループに適用されます。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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PIM ルーティングのデフォルト設定
次の表に、スイッチの PIM ルーティングのデフォルト設定を示します。
表 2：マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

マルチキャスト ルーティング

すべてのインターフェイスでディセーブル

PIM のバージョン

バージョン 2

PIM モード

モードは未定義

PIM スタブ ルーティング

未設定

PIM RP アドレス

未設定

PIM ドメイン境界

ディセーブル

PIM マルチキャスト境界

なし。

候補 BSR

ディセーブル

候補 RP

ディセーブル

SPT しきい値レート

0 kb/s

PIM ルータ クエリー メッセージ インターバル

30 秒

PIM の設定方法
PIM スタブ ルーティングのイネーブル化（CLI）
この手順は任意です。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

PIM スタブ ルーティングをイネーブルにするインター
フェイスを指定し、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。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力して設定された物理ポー
トです。また、インターフェイスの IP PIM ス
パース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとしてインターフェイ
スを IGMP スタティック グループに加入させる
必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して作成された
VLAN インターフェイスです。また、VLAN 上
で IP PIM スパース - デンス モードをイネーブル
にして、静的に接続されたメンバーとしてVLAN
を IGMP スタティック グループに加入させ、
VLAN、IGMP スタティック グループ、および物
理インターフェイスで IGMP スヌーピングをイ
ネーブルにする必要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り
当てる必要があります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

ip pim passive

インターフェイスに PIM スタブ機能を設定します。

例：
Device(config-if)# ip pim
passive

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip pim interface

（任意）各インターフェイスで有効になっている PIM
スタブを表示します。

例：
Device# show ip pim
interface

ステップ 7

show ip igmp groups detail

（任意）特定のマルチキャスト送信元グループに参加
した対象クライアントを表示します。

例：
Device# show ip igmp
groups detail

ステップ 8

show ip mroute

（任意）IP マルチキャスト ルーティング テーブルを
表示します。

例：
Device# show ip mroute

ステップ 9

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 10

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config
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関連トピック
PIM スタブ ルーティング, （7 ページ）
例：PIM スタブ ルーティングのイネーブル化, （44 ページ）

ランデブー ポイントの設定
インターフェイスがスパース - デンス モードで、グループをスパース グループとして扱う場合に
は、ランデブー ポイント（RP）を設定する必要があります。次の方法を使用できます。
• RP をマルチキャスト グループに手動で割り当てる
• PIMv1 から独立した、以下を含むスタンドアロンとしてのシスコ独自のプロトコル
• 新規インターネットワークでの自動 RP の設定
• 既存のスパースモード クラウドへの自動 RP の追加
• 問題のある RP への Join メッセージの送信禁止
• 着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング
• Internet Engineering Task Force（IETF）の標準追跡プロトコルの使用（PIMv2 BSR の設定を含
む）

（注）

動作中の PIM バージョン、およびネットワーク内のルータ タイプに応じて、自動 RP、BSR、
またはこれらを組み合わせて使用できます。ネットワーク内の異なるバージョンの PIM を利
用する方法については、PIMv1 および PIMv2 の相互運用性, （5 ページ）を参照してくださ
い。

マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て（CLI）
ダイナミック メカニズム（自動 RP や BSR など）を使用してグループのランデブー ポイント
（RP）を取得する場合、RP を手動で割り当てる必要はありません。
マルチキャストトラフィックの送信側は、送信元の先頭ホップルータ（指定ルータ）から受信し
て RP に転送される登録メッセージを通し、自身の存在をアナウンスします。マルチキャスト パ
ケットの受信側は RP を使用し、マルチキャスト グループに加入します。この場合は、明示的な
Join メッセージが使用されます。

（注）

RP はマルチキャスト グループのメンバーではなく、マルチキャスト送信元およびグループ メ
ンバーの合流地点として機能します。
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アクセス リストで定義される複数のグループに、単一の RP を設定できます。グループに RP が設
定されていない場合、マルチレイヤスイッチはデンスとしてグループに応答し、デンスモードの
PIM 技術を使用します。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 1 enable

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 configureterminal

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 ip pim rp-address
ip-address
[access-list-number]
[override]
例：
Device(config)# ip pim
rp-address
10.1.1.1 20 override

PIM RP のアドレスを設定します。
デフォルトで、PIM RP アドレスは設定されていません。
すべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチ（RP を含
む）で、RP の IP アドレスを設定する必要があります。
グループにRPが設定されていない場合、スイッ
チは PIM DM 技術を使用し、グループをデンス
として処理します。
1 台の PIM デバイスを、複数のグループの RP にできま
す。1 つの PIM ドメイン内で一度に使用できる RP アドレ
スは、1 つだけです。アクセス リスト条件により、デバ
イスがどのグループの RP であるかを指定します。
（注）

• ip-address には、RP のユニキャスト アドレスをドッ
ト付き 10 進表記で入力します。
• （任意）access-list-number を指定する場合は、1 ～
99 の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。ア
クセス リストが設定されていない場合は、すべての
グループに RP が使用されます。
• （任意）override キーワードを指定すると、このコ
マンドによって設定された RP と、自動 RP または
BSR で取得された RP との間に矛盾が生じた場合に、
このコマンドによって設定された RP が優先されま
す。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 4 access-list access-list-number 標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
{deny | permit} source
け実行します。
[source-wildcard]
• access-list-number には、ステップ 2 で指定したアク
セス リスト番号を入力します。
例：
Device(config)#
access-list 25
permit 10.5.0.1
255.224.0.0

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレスを入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力
します。無視するビット位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在します。

ステップ 5 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config
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新規インターネットワークでの Auto-RP の設定（CLI）
新規インターネットワーク内に自動 RP を設定している場合は、すべてのインターフェイスが
SM-DM に設定されるため、デフォルトの RP は不要です。

（注）

PIM ルータをローカル グループの RP として設定する場合は、次の手順のステップ 3 を省略し
ます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 show running-config
例：
Device# show
running-config

ステップ 3 configureterminal

すべての PIM デバイス上でデフォルトの RP が設定されて
いること、および RP が SM ネットワーク内にあることを
確認します。RP は、ip pim rp-address グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドによって設定済みです。
SM-DM 環境の場合、このステップは不要で
す。
選択された RP は接続が良好で、ネットワークで使用可能
となる必要があります。この RP は、グローバル グループ
（224.x.x.x やその他のグローバル グループなど）に対し
て使用されます。この RP で処理されるグループ アドレス
範囲は再設定しないでください。自動 RP によって動的に
検出された RP は、静的に設定された RP よりも優先され
ます。ローカル グループ用に 2 番めの RP を使用すること
もできます。
（注）

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 4 ip pim send-rp-announce
interface-idscope
ttlgroup-list
access-list-numberinterval
seconds

別の PIM デバイスをローカル グループの候補 RP として
設定します。
• interface-id には、RP アドレスを識別するインター
フェイス タイプおよび番号を入力します。有効なイ
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
例：
Device(config)# ip pim
send-rp-announce
gigabitethernet
1/0/5 scope 20
group-list 10 interval
120

ンターフェイスは、物理ポート、ポート チャネル、
VLAN などです。
• scope ttl には、ホップの TTL 値を指定します。RP ア
ナウンスメッセージがネットワーク内のすべてのマッ
ピング エージェントに到達するように、十分な大き
さのホップ数を入力します。デフォルト設定はあり
ません。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。
• group-list access-list-number を指定する場合は、1 ～
99 の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。ア
クセス リストが設定されていない場合は、すべての
グループに RP が使用されます。
• interval seconds には、アナウンスメント メッセージ
を送信する頻度を指定します。デフォルトは 60 秒で
す。指定できる範囲は 1 ～ 16383 です。

ステップ 5 access-list
access-list-number {deny |
permit} source
[source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
け実行します。
• access-list-number には、ステップ 3 で指定したアクセ
ス リスト番号を入力します。

例：
Device(config)#
access-list 10 permit
10.10.0.0

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレス範囲を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力し
ます。無視するビット位置には 1 を設定します。
（注）

ステップ 6 ip pim send-rp-discovery
scope ttl
例：
Device(config)# ip pim
send-rp-discovery scope

アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗
黙の拒否ステートメントが常に存在することに
注意してください。

接続が中断される可能性がないスイッチを検索し、RPマッ
ピング エージェントの役割を割り当てます。
scope ttl には、ホップの TTL 値を指定し、RP ディスカバ
リ パケットを制限します。ホップ数内にあるすべてのデ
バイスは、送信元デバイスから自動 RP ディスカバリ メッ
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
50

ステップ 7 end

セージを受信します。これらのメッセージは他のデバイス
に対し、矛盾（グループ/RP 範囲の重なりなど）を回避す
るために使用されるグループ/RP マッピングを通知しま
す。デフォルト設定はありません。指定できる範囲は 1 ～
255 です。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 9 show ip pim rp mapping

関連するマルチキャスト ルーティング エントリとともに
保管されているアクティブな RP を表示します。

例：
Device# show ip pim rp
mapping

ステッ
プ 10

show ip pim rp

ルーティング テーブルに保管されている情報を表示しま
す。

例：
Device# show ip pim rp

ステッ
プ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
Auto-RP, （9 ページ）
例：Auto-RP の設定, （45 ページ）
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既存のスパース モード クラウドへの Auto-RP の追加（CLI）
ここでは、最初に自動 RP を既存の SM クラウドに導入し、既存のマルチキャスト インフラスト
ラクチャができるだけ破壊されないようにする方法について説明します。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 show running-config
例：
Device# show
running-config

ステップ 3 configureterminal

すべての PIM デバイス上でデフォルトの RP が設定されて
いること、および RP が SM ネットワーク内にあることを
確認します。RP は、ip pim rp-address グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドによって設定済みです。
SM-DM 環境の場合、このステップは不要で
す。
選択された RP は接続が良好で、ネットワークで使用可能
となる必要があります。この RP は、グローバル グループ
（224.x.x.x やその他のグローバル グループなど）に対して
使用されます。この RP で処理されるグループ アドレス範
囲は再設定しないでください。自動 RP によって動的に検
出された RP は、静的に設定された RP よりも優先されま
す。ローカル グループ用に 2 番めの RP を使用することも
できます。
（注）

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 4 ip pim send-rp-announce 別の PIM デバイスをローカル グループの候補 RP として設
interface-idscope
定します。
ttlgroup-list
• interface-id には、RP アドレスを識別するインターフェ
access-list-numberinterval
seconds
イスタイプおよび番号を入力します。有効なインター
フェイスは、物理ポート、ポート チャネル、VLAN
例：
などです。
Device(config)# ip pim
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
send-rp-announce
gigabitethernet
1/0/5 scope 20
group-list 10 interval
120

• scope ttl には、ホップの TTL 値を指定します。RP ア
ナウンスメッセージがネットワーク内のすべてのマッ
ピング エージェントに到達するように、十分な大き
さのホップ数を入力します。デフォルト設定はありま
せん。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。
• group-list access-list-number を指定する場合は、1 ～
99 の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。アク
セス リストが設定されていない場合は、すべてのグ
ループに RP が使用されます。
• interval seconds には、アナウンスメント メッセージ
を送信する頻度を指定します。デフォルトは 60 秒で
す。指定できる範囲は 1 ～ 16383 です。

ステップ 5 access-list
access-list-number {deny |
permit} source
[source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だけ
実行します。
• access-list-number には、ステップ 3 で指定したアクセ
ス リスト番号を入力します。

例：
Device(config)#
access-list 10
permit 224.0.0.0
15.255.255.255

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレス範囲を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力し
ます。無視するビット位置には 1 を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 6 ip pim send-rp-discovery
scope ttl
例：
Device(config)# ip pim
send-rp-discovery scope
50

接続が中断される可能性がないスイッチを検索し、RPマッ
ピング エージェントの役割を割り当てます。
scope ttl には、ホップの TTL 値を指定し、RP ディスカバ
リ パケットを制限します。ホップ数内にあるすべてのデバ
イスは、送信元デバイスから自動 RP ディスカバリ メッ
セージを受信します。これらのメッセージは他のデバイス
に対し、矛盾（グループ/RP 範囲の重なりなど）を回避す
るために使用されるグループ/RPマッピングを通知します。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
デフォルト設定はありません。指定できる範囲は 1 ～ 255
です。
（注）

ステップ 7 end

RP マッピング エージェントとして設定されたス
イッチを削除するには、no ip pim
send-rp-discovery グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 9 show ip pim rp mapping

関連するマルチキャスト ルーティング エントリとともに
保管されているアクティブな RP を表示します。

例：
Device#
show ip pim rp mapping

ステッ
プ 10

show ip pim rp

ルーティング テーブルに保管されている情報を表示しま
す。

例：
Device# show ip pim rp

ステッ
プ 11

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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問題のある RP への Join メッセージの送信禁止（CLI）
ip pim accept-rp コマンドがネットワーク全体に設定されているかどうかを判別するには、show
running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。ip pim accept-rp コマンドが設定されていない
デバイスがある場合は、後でこの問題を解決できます。ルータまたはマルチレイヤ スイッチが ip
pim accept-rp コマンドによってすでに設定されている場合は、このコマンドを再入力し、新規に
アドバタイズされる RP を許可する必要があります。
自動 RP によってアドバタイズされるすべての RP を許可し、他のすべての RP をデフォルトで拒
否するには、ip pim accept-rp auto-rp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。
この手順は任意です。
関連トピック
例：問題のある RP への Join メッセージの送信禁止, （46 ページ）

着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング（CLI）
マッピングエージェントにコンフィギュレーションコマンドを追加すると、故意に不正設定され
たルータが候補 RP として動作し問題を引き起こさないようにできます。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 1 enable

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2 configureterminal

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3 ip pim rp-announce-filter 着信 RP アナウンスメント メッセージをフィルタリング
rp-list
します。
access-list-numbergroup-list
ネットワーク内のマッピング エージェントごとに、この
access-list-number
コマンドを入力します。このコマンドを使用しないと、

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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コマンドまたはアクショ
ン
例：
Device(config)# ip pim
rp-announce-filter
rp-list 10 group-list 14

目的
すべての着信 RP アナウンスメント メッセージがデフォ
ルトで許可されます。
rp-list access-list-number の場合は、候補の RP アドレスの
アクセス リストが、許可される場合には、group-list
access-list-number 変数で指定されているグループ範囲で受
け入れられるように設定します。この変数を省略すると、
すべてのマルチキャスト グループにフィルタが適用され
ます。
複数のマッピングエージェントを使用する場合は、グルー
プ/RP マッピング情報に矛盾が生じないようにするため、
すべてのマッピング エージェント間でフィルタを統一す
る必要があります。

ステップ 4 access-list access-list-number 標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
{deny | permit} source
け実行します。
[source-wildcard]
• access-list-number には、ステップ 2 で指定したアク
セス リスト番号を入力します。
例：
Device(config)#
access-list 10 permit
10.8.1.0 255.255.224.0

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセス
を拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを許可します。
• どのルータおよびマルチレイヤ スイッチからの候補
RP アナウンスメント（rp-list アクセス コントロール
リスト（ACL））がマッピング エージェントによっ
て許可されるかを指定するアクセス リストを作成し
ます。
• 許可または拒否するマルチキャスト グループの範囲
を指定するアクセス リスト（グループリスト ACL）
を作成します。
• source には、RP が使用されるマルチキャスト グルー
プのアドレス範囲を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用される
ワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入
力します。無視するビット位置には1を設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在します。
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コマンドまたはアクショ
ン
ステップ 5 end

目的
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6 show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
例：着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング, （46 ページ）

PIMv2 BSR の設定
PIMv2 BSR を設定するプロセスには、次のオプションの作業が含まれることがあります。
• PIM ドメイン境界の定義
• IP マルチキャスト境界の定義
• 候補 BSR の設定
• 候補 RP の設定

PIM ドメイン境界の定義（CLI）
PIM ドメイン境界を設定するには、次の手順を実行します。この手順は任意です。

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッチ）
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Device(config)#
interface
gigabitethernet 1/0/1

設定するインターフェイスを指定して、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要がありま
す。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デンス
モードをイネーブルにして、静的に接続されたメン
バーとしてインターフェイスを IGMP スタティック
グループに加入させる必要があります。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN イ
ンターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM スパー
ス - デンス モードをイネーブルにして、静的に接続
されたメンバーとして VLAN を IGMP スタティック
グループに加入させ、VLAN、IGMP スタティック グ
ループ、および物理インターフェイスで IGMP スヌー
ピングをイネーブルにする必要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当てる
必要があります。

ステップ 4

ip pim bsr-border
例：
Device(config-if)# ip

PIM ドメイン用の PIM ブートストラップ メッセージ境界
を定義します。
境界に位置する他の PIM ドメインに接続されているイン
ターフェイスごとに、このコマンドを入力します。このコ

統合プラットフォーム コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE 3.3SE（Catalyst 3850 スイッ
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
pim bsr-border

マンドを実行すると、スイッチは、このインターフェイス
上で PIMv2 BSR メッセージを送受信しないように指示さ
れます。
（注）

ステップ 5

end

PIM 境界を削除するには、 no ip pim bsr-border
インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

IP マルチキャスト境界の定義（CLI）
自動 RP メッセージが PIM ドメインに入らないようにする場合は、マルチキャスト境界を定義し
ます。自動 RP 情報を伝達する 224.0.1.39 および 224.0.1.40 宛てのパケットを拒否するアクセス リ
ストを作成します。
この手順は任意です。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを
入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

access-list
access-list-numberdeny
source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だ
け実行します。
• access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。

例：
Device(config)#
access-list 12 deny
224.0.1.39
access-list 12 deny
224.0.1.40

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセ
スを拒否します。
• source には、自動 RP 情報を伝達するマルチキャス
ト アドレス 224.0.1.39 および 224.0.1.40 を入力しま
す。
• （任意）source-wildcard には、source に適用される
ワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入
力します。無視するビット位置には 1 を設定しま
す。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否
ステートメントが常に存在します。

ステップ 4

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

設定するインターフェイスを指定して、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があり
ます。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ンコマンドを入力して設定された物理ポートです。
また、インターフェイスの IP PIM スパース - デン
ス モードをイネーブルにして、静的に接続された
メンバーとしてインターフェイスを IGMP スタ
ティック グループに加入させる必要があります。
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コマンドまたはアクション 目的
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静的
に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP スタ
ティック グループに加入させ、VLAN、IGMP スタ
ティック グループ、および物理インターフェイス
で IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要があ
ります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当て
る必要があります。
ステップ 5

ip multicast boundary
access-list-number

ステップ 2 で作成したアクセス リストを指定し、境界を
設定します。

例：
Device(config-if)# ip
multicast boundary 12

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 7

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 8

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存
します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
例：Auto-RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界の定義, （45 ページ）
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候補 BSR の設定（CLI）
候補 BSR を、1 つまたは複数設定できます。候補 BSR として機能するデバイスは、他のデバイス
と正しく接続され、ネットワークのバックボーン部分に配置されている必要があります。
この手順は任意です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip pim bsr-candidate
候補 BSR となるようにスイッチを設定します。
interface-id hash-mask-length
• interface-id には、スイッチを候補 BSR に設定す
[priority]
るときに BSR アドレスの取得元となるスイッチ
上のインターフェイスを入力します。このイン
例：
ターフェイスは PIM を使用してイネーブルにす
Device(config)# ip pim
る必要があります。有効なインターフェイスは、
bsr-candidate
gigabitethernet 1/0/3 28
物理ポート、ポート チャネル、VLAN などです。
100

• hash-mask-length には、ハッシュ機能を呼び出す
前にグループ アドレスとの AND 条件となるマス
ク長（最大 32 ビット）を指定します。ハッシュ
元が同じであるすべてのグループは、同じ RP に
対応します。たとえば、マスク長が 24 の場合、
グループ アドレスの最初の 24 ビットだけが使用
されます。
• （任意）priority を指定する場合は、0 ～ 255 の番
号を入力します。プライオリティが大きな BSR
が優先されます。このプライオリティ値が同じで
ある場合は、大きな IP アドレスを持つデバイス
が BSR として選択されます。デフォルトは 0 で
す。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 5

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show
running-config

ステップ 6

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

関連トピック
PIMv2 ブートストラップ ルータ, （10 ページ）
例：候補 BSR の設定, （47 ページ）

候補 RP の設定（CLI）
候補 RP を、1 つまたは複数設定できます。BSR と同様、RP は他のデバイスと正しく接続され、
ネットワークのバックボーン部分に配置されている必要があります。RP は IP マルチキャスト ア
ドレス空間全体、またはその一部を処理します。候補 RP は候補 RP アドバタイズを BSR に送信
します。
この手順は任意です。

はじめる前に
RP となるデバイスを決定するときは、次の可能性を考慮してください。
• 自動 RP だけが使用されている Cisco ルータおよびマルチレイヤ スイッチで構成されるネッ
トワークでは、すべてのデバイスを RP として設定できます。
• シスコの PIMv2 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと、他のベンダーのルータだけで構成
されるネットワークでは、すべてのデバイスを RP として使用できます。
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• シスコの PIMv1 ルータ、PIMv2 ルータ、および他のベンダーのルータで構成されるネット
ワークでは、シスコ PIMv2 ルータおよびマルチレイヤ スイッチを RP として設定できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip pim rp-candidate interface-id 候補 RP となるようにスイッチを設定します。
[group-list access-list-number]
• interface-id には、対応する IP アドレスが候補 RP
例：
Device(config)# ip pim
rp-candidate gigabitethernet
1/0/5 group-list 10

アドレスとしてアドバタイズされるインターフェ
イスを指定します。有効なインターフェイスは、
物理ポート、ポート チャネル、VLAN などで
す。
• （任意）group-list access-list-number を指定する
場合は、1 ～ 99 の IP 標準アクセス リスト番号
を入力します。group-list を指定しない場合は、
スイッチがすべてのグループの候補 RP となり
ます。

ステップ 4

access-list access-list-number
{deny | permit} source
[source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回
数だけ実行します。
• access-list-number には、ステップ 2 で指定した

例：
Device(config)# access-list
10 permit 239.0.0.0
0.255.255.255

アクセス リスト番号を入力します。
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。permit キーワードは、条件
が一致した場合にアクセスを許可します。
• source には、パケットの送信元であるネットワー
クまたはホストの番号を入力します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用され
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表
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コマンドまたはアクション

目的
記で入力します。無視するビット位置には 1 を
設定します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の
拒否ステートメントが常に存在します。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

関連トピック
例：候補 RP の設定, （47 ページ）

PIM 最短パス ツリーの使用の延期（CLI）
マルチキャスト ルーティングが送信元ツリーから最短パスツリーに切り替わる前に到達する必要
があるトラフィック レートしきい値を設定するには、次の手順を実行します。
この手順は任意です。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

access-list access-list-number
{deny | permit} source
[source-wildcard]
例：
Device(config)# access-list
16 permit 225.0.0.0
0.255.255.255

標準アクセス リストを作成します。
• access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。
• deny キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。
• permit キーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを許可します。
• source には、しきい値が適用されるマルチキャス
ト グループを指定します。
• （任意）source-wildcard には、source に適用され
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記
で入力します。無視するビット位置には 1 を設定
します。
アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒
否ステートメントが常に存在します。

ステップ 4

ip pim spt-threshold {kbps |
infinity} [group-list
access-list-number]

最短パスツリー（SPT）に移行するまでに到達する必
要があるしきい値を指定します。
• kbps を指定する場合は、トラフィック レートを

例：
Device(config)# ip pim
spt-threshold
infinity group-list 16

キロビット/秒で指定します。デフォルト値は 0
キロビット/秒です。
（注）

有効範囲は 0 ～ 4294967 ですが、スイッ
チ ハードウェアの制限により、0 キロ
ビット/秒以外は無効です。

• infinity を指定すると、指定されたグループのす
べての送信元で共有ツリーが使用され、送信元ツ
リーに切り替わらなくなります。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）group-list access-list-number には、ステッ
プ 2 で作成したアクセス リストを指定します。
値 0 を指定する場合、またはグループ リストを
使用しない場合、しきい値はすべてのグループに
適用されます。

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show running-config

入力を確認します。

例：
Device# show running-config

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy running-config
startup-config

PIM ルータクエリー メッセージ間隔の変更（CLI）
PIM ルータおよびマルチレイヤ スイッチでは、各 LAN セグメント（サブネット）の指定ルータ
（DR）になるデバイスを検出するため、PIM ルータクエリー メッセージが送信されます。DR
は、直接接続された LAN 上のすべてのホストに IGMP ホストクエリー メッセージを送信します。
PIM DM 動作では、IGMPv1 が使用中の場合だけ、DR は意味を持ちます。IGMPv1 には IGMP ク
エリア選択プロセスがないため、選択された DR は IGMP クエリアとして機能します。PIM-SM 動
作では、マルチキャスト送信元に直接接続されたデバイスが DR になります。DR は PIM 登録メッ
セージを送信し、送信元からのマルチキャスト トラフィックを共有ツリーの下方向へ転送する必
要があることを RP に通知します。この場合、DR は最大の IP アドレスを持つデバイスです。
この手順は任意です。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード
を入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Device# configure
terminal

ステップ 3

interface interface-id
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

設定するインターフェイスを指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。
次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があ
ります。
• ルーテッド ポート：レイヤ 3 ポートとして no
switchport インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力して設定された物理ポートで
す。また、インターフェイスの IP PIM スパース デンス モードをイネーブルにして、静的に接続さ
れたメンバーとしてインターフェイスを IGMP ス
タティック グループに加入させる必要がありま
す。
• SVI：interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して作成された VLAN
インターフェイスです。また、VLAN 上で IP PIM
スパース - デンス モードをイネーブルにして、静
的に接続されたメンバーとして VLAN を IGMP ス
タティック グループに加入させ、VLAN、IGMP
スタティック グループ、および物理インターフェ
イスで IGMP スヌーピングをイネーブルにする必
要があります。
これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当
てる必要があります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

ip pim query-interval
seconds

スイッチが PIM ルータクエリー メッセージを送信する
頻度を設定します。

例：

デフォルトは 30 秒です。指定できる範囲は 1 ～ 65535
です。

Device(config-if)# ip pim
query-interval 45

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 6

show ip igmp interface
[interface-id]

入力を確認します。

例：
Device# show ip igmp
interface

ステップ 7

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
Device# copy
running-config
startup-config

PIM 情報のモニタリング
PIM 設定をモニタするには、次の表に記載された特権 EXEC コマンドを使用します。
表 3：PIM モニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip pim all-vrfs tunnel [tunnel tunnel_number すべての VRF を表示します。
| verbose]
show ip pim autorp

グローバル Auto-RP 情報を表示します。
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コマンド

目的

show ip pim boundary

インターフェイスに設定された、管理スコープ
IPv4 マルチキャスト境界によってフィルタリン
グされた mroute に関する情報を表示します。

show ip pim interface

Protocol Independent Multicast（PIM）のために
設定されているインターフェイスに関する情報
を表示します。

show ip pim neighbor

PIM ネイバー情報を表示します。

show ip pim rp[group-name | group-address]

スパース モードのマルチキャスト グループに
関連付けられた RP ルータを表示します。この
コマンドは、すべてのソフトウェア イメージで
使用できます。

show ip pim tunnel [tunnel | verbose]

Protocol Independent Multicast（PIM）トンネル
インターフェイスに関する情報を表示します。

show ip pim vrf { word { all-vrfs | autorp |
VPN ルーティング/転送インスタンスを表示し
boundary | bsr-router | interface | mdt | neighbor ます。
| rp | rp-hash | tunnel } }
show ip igmp groups detail

特定のマルチキャスト グループを結合した対象
クライアントを表示します。

RP マッピングおよび BSR 情報のモニタリング
次の表に示す特権 EXEC モードを使用して、グループ/RP マッピングの一貫性を確認します。
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表 4：RP マッピングのモニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip pim rp [ hostname または IP
address | mapping [ hostname または IP
address | elected | in-use ] | metric [
hostname または IP address ] ]

使用可能なすべての RP マッピングおよびメトリックを
表示します。これにより、（BSR または Auto-RP メカ
ニズムを通じて）スイッチがどのように RP を学習する
かがわかります。
• （任意）hostname を指定する場合は、RP を表示
するグループの IP 名を指定します。
• （任意）IP address を指定する場合は、RP を表示
するグループの IP アドレスを指定します。
• （任意）シスコ デバイスによって認識されている
（設定されている、または Auto-RP によって取得
されている）すべてのグループ/RP マッピングを
表示するには、mapping キーワードを使用しま
す。
• （任意）metric キーワードを使用して、RP RPF メ
トリックを表示します。

show ip pim rp-hash group

指定したグループに選択されている RP を表示します。
つまり、PIMv2 ルータまたはマルチレイヤ スイッチ上
で、PIMv1 システムで選択されている RP と同じ RP が
使用されていることを確認します。group には、RP 情
報を表示するグループ アドレスを入力します。

BSR の情報をモニタするには、次の表に示す特権 EXEC コマンドを使用します。
表 5：VTP モニタリング コマンド

コマンド

目的

show ip pim bsr

選択された BSR に関する情報を表示します。

show ip pim bsr-router

BSRv2 に関する情報を表示します。
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PIMv1およびPIMv2の相互運用性に関するトラブルシュー
ティング
PIMv1 および PIMv2 間の相互運用性に関する問題をデバッグするには、次の点を順にチェックし
ます。
1 show ip pim rp-hash 特権 EXEC コマンドを使用して RP マッピングを確認し、すべてのシステ
ムが同じグループの同じ RP に同意していることを確認します。
2 DR と RP の各バージョン間の相互運用性を確認し、RP が DR と適切に相互作用していること
を確認します（この場合は、登録停止に応答し、カプセル化が解除されたデータ パケットをレ
ジスタから転送します）。

PIM の設定例
例：PIM スタブ ルーティングのイネーブル化
次の例では、IP マルチキャスト ルーティングがイネーブルになっており、スイッチ A の PIM アッ
プリンク ポート 25 はルーテッド アップリンク ポートとして設定されています（spare-dense-mode
がイネーブル）。VLAN 100 インターフェイスとギガビット イーサネット ポート 20 で PIM スタ
ブ ルーティングがイネーブルに設定されています。
Device(config)# ip multicast-routing distributed
Device(config)# interface GigabitEthernet3/0/25
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan100
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet3/0/20
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface vlan100
Device(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet3/0/20
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim passive
Device(config-if)# end

関連トピック
PIM スタブ ルーティングのイネーブル化（CLI）, （15 ページ）
PIM スタブ ルーティング, （7 ページ）
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例：PIM スタブ ルーティングの確認
各インターフェイスの PIM スタブがイネーブルになっていることを確認するには、show ip pim
interfac 特権 EXEC コマンドを使用します。
Device# show ip pim interface
Address Interface Ver/ Nbr Query DR DR
Mode Count Intvl Prior
3.1.1.2 GigabitEthernet3/0/25 v2/SD 1 30 1 3.1.1.2
100.1.1.1 Vlan100 v2/P 0 30 1 100.1.1.1
10.1.1.1 GigabitEthernet3/0/20 v2/P 0 30 1 10.1.1.1

例：マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て
次に、マルチキャスト グループ 225.2.2.2 の場合だけ、RP のアドレスを 147.106.6.22 に設定する
例を示します。
Device(config)# access-list 1 permit 225.2.2.2 0.0.0.0
Device(config)# ip pim rp-address 147.106.6.22 1

例：Auto-RP の設定
次に、最大ホップ数が 31 であるすべての PIM 対応インターフェイスから RP アナウンスメントを
送信する例を示します。ポート 1 の IP アドレスが RP です。アクセス リスト 5 には、このスイッ
チが RP として機能するグループが記述されています。
Device(config)# ip pim send-rp-announce gigabitethernet1/0/1 scope 31 group-list 5
Device(config)# access-list 5 permit 224.0.0.0 15.255.255.255

関連トピック
新規インターネットワークでの Auto-RP の設定（CLI）, （21 ページ）
Auto-RP, （9 ページ）

例：Auto-RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界の定義
次に、自動 RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界のコンフィギュレーション例の一部を示し
ます。
Device(config)# access-list 1 deny 224.0.1.39
Device(config)# access-list 1 deny 224.0.1.40
Device(config)# access-list 1 permit all
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip multicast boundary 1
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関連トピック
IP マルチキャスト境界の定義（CLI）, （31 ページ）

例：着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング
次に、候補 RP アナウンスメントが不正な候補 RP から許可されないようにするために使用される
自動 RP マッピング エージェントの設定例を示します。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#

ip pim rp-announce-filter rp-list 10 group-list 20
access-list 10 permit host 172.16.5.1
access-list 10 permit host 172.16.2.1
access-list 20 deny 239.0.0.0 0.0.255.255
access-list 20 permit 224.0.0.0 15.255.255.255

マッピング エージェントは 2 つのデバイス（172.16.5.1 および 172.16.2.1）からの候補 RP アナウ
ンスだけを許可します。マッピング エージェントは 2 つのデバイスからの候補 RP アナウンスメ
ントのうち、グループ範囲が 224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 であるマルチキャスト グループ宛ての
アナウンスメントだけを許可します。マッピング エージェントは、ネットワーク内の他のデバイ
スからの候補 RP アナウンスメントを許可しません。さらに、候補 RP アナウンスメントが 239.0.0.0
～ 239.255.255.255 の範囲のグループに宛てたものである場合、マッピング エージェントは 172.16.5.1
または 172.16.2.1 からの候補 RP アナウンスメントを許可しません。この範囲は、管理の有効範囲
付きアドレス範囲です。
関連トピック
着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング（CLI）, （27 ページ）

例：問題のある RP への Join メッセージの送信禁止
すべてのインターフェイスがSMの場合はデフォルト設定のRPを使用し、既知のグループ224.0.1.39
および 224.0.1.40 をサポートします。自動 RP はこれら 2 つの既知のグループを使用し、RP マッ
ピング情報を収集、配信します。ip pim accept-rp auto-rp コマンドが設定されている場合は、RP
を許可する別の ip pim accept-rp コマンドを次のように設定してください。
Device(config)# ip pim accept-rp 172.10.20.1 1
Device(config)# access-list 1 permit 224.0.1.39
Device(config)# access-list 1 permit 224.0.1.40

関連トピック
問題のある RP への Join メッセージの送信禁止（CLI）, （27 ページ）
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例：候補 BSR の設定
次に、候補 BSR の設定例を示します。この例では、アドバタイズ済み BSR アドレスとしてポー
トの IP アドレス 172.21.24.18 を、hash-mask-length として 30 ビットを使用します。プライオリティ
は 10 です。
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# ip address 172.21.24.18 255.255.255.0
Device(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Device(config-if)# ip pim bsr-candidate gigabitethernet1/0/2 30 10

関連トピック
候補 BSR の設定（CLI）, （34 ページ）
PIMv2 ブートストラップ ルータ, （10 ページ）

例：候補 RP の設定
次に、スイッチが自身を候補 RP として PIM ドメイン内の BSR にアドバタイズするよう設定する
例を示します。標準アクセス リスト番号 4 により、ポートで識別されるアドレスを持つ RP に対
応するグループ プレフィックスが指定されます。この RP は、プレフィックスが 239 であるグルー
プを処理します。
Device(config)# ip pim rp-candidate gigabitethernet1/0/2 group-list 4
Device(config)# access-list 4 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

関連トピック
候補 RP の設定（CLI）, （35 ページ）

PIM の次の作業
次の設定を行えます。
• IGMP
• ワイヤレス マルチキャスト
• SSM
• IP マルチキャスト ルーティング
• サービス検出ゲートウェイ
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

PIM については、RFC 4601 および次に示す Internet Engineering
Task Force（IETF）インターネット ドラフトを参照してくださ
い。

• 『Protocol Independent
Multicast (PIM): Motivation
and Architecture』
• 『Protocol Independent
Multicast (PIM), Dense Mode
Protocol Specification』
• 『Protocol Independent
Multicast (PIM), Sparse
Mode Protocol
Specification』
• 『draft-ietf-idmr-igmp-v2-06.txt,
Internet Group Management
Protocol, Version 2』
• 『draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt,
PIM Version 2 Dense
Mode』

この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。 IP Multicast Routing Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)
Command Reference (Catalyst
9500 Series Switches)Command
Reference (Catalyst 9300 Series
Switches)
IGMP ヘルパー コマンドの構文および使用方法の詳細。

IP Multicast Routing Command
Reference (Catalyst 3850 Switches)

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）

IP Routing: Protocol-Independent
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Catalyst 3850
Switches)

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) スタブ ルー
ティング

IP Routing: EIGRP Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release 3SE
(Catalyst 3850 Switches)
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関連項目

マニュアル タイトル

Open Shortest Path First（OSPF）スタブ ルーティング

IP Routing: OSPF Configuration
Guide, Cisco IOS XE 3SE (Catalyst
3850 Switches)

プラットフォームに依存しない設定情報

• 『IP Multicast: PIM
Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE
（Catalyst 3850
Switches）』
• 『IP Multicast: IGMP
Configuration Guide, Cisco
IOS XE Release 3SE
（Catalyst 3850
Switches）』
• IP Multicast: Multicast
Optimization Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release
3SE（Catalyst 3850
Switches）

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 4601

『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode
(PIM-SM): Protocol Specification』
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

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

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

PIM の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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