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マルチキャスト境界向け SSM チャネルベースフィルタ
リングの前提条件

IPマルチキャストをデバイスで有効にするには、『IP Multicast: PIM Configuration Guide』の
「Configuring Basic IP Multicast」モジュールに記載されているタスクを使用します。
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マルチキャスト境界向け SSM チャネルベースフィルタ
リング機能について

マルチキャスト境界のルール

マルチキャスト境界のための SSMチャネルベースフィルタリング機能は、ip multicast boundary
コマンドを拡張して、コントロールプレーンフィルタリングをサポートします。複数のipmulticast
boundaryコマンドをインターフェイスに適用できます。

次のルールで、ipmulticastboundaryコマンドは制御されます。

• 1つのインターフェイスに設定できるのは、inおよび outキーワードの一方のインスタンス
です。

• inおよび outキーワードは、標準アクセスリストまたは拡張アクセスリストに使用できま
す。

• filter-autorpキーワードまたは noキーワードを使用する場合、標準のアクセスリストだけが
許可されます。

•コマンドの最大 3つのインスタンスが 1つのインターフェイスで許可されます。inの 1つの
インスタンス、outの 1つのインスタンス、および filter-autorpまたは noキーワードの 1つ
のインスタンスです。

•コマンドの複数のインスタンスを使用すると、フィルタリングは累積的になります。キー
ワードなしの境界ステートメントが、inキーワードが含まれる境界ステートメントと存在す
る場合、両方のアクセスリストが in方向に適用され、どちらか一方での一致で十分です。

•コマンドのすべてのインスタンスは、制御トラフィックおよびデータプレーントラフィッ
クの両方に適用されます。

•拡張アクセスリストのプロトコル情報は解析され、一貫性の再利用とフィルタリングが許可
されます。アクセスリストがすべてのプロトコルの（S,G）トラフィックをフィルタリング
する場合、（S,G）オペレーションは、キーワードについて記述されたすべての条件で拡張
アクセスリストによってフィルタリングされます。

マルチキャスト境界向け SSM チャネルベースフィルタリングの利点
•この機能によって、送信元インターフェイスでの入力が可能になります。

•アクセス制御機能は、SSMおよび Any Source Multicast（ASM）の場合と同じです。
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マルチキャスト境界向け SSM チャネルベースフィルタ
リングの設定方法

マルチキャスト境界の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

標準または拡張のアクセスリストを設

定します。

ipaccess-list{standard|extended}
access-list-name

例：

Device(config)# ip access-list 101

ステップ 3   

指定された ipホストトラフィックを許
可します。

permit protocol host address host address

例：

Device(config-ext-nacl)# permit ip
host 181.1.2.201 host 232.1.1.11

ステップ 4   

指定されたマルチキャスト ipグループ
および送信元トラフィックを拒否しま

す。

deny protocol host address host address

例：

Device(config-acl-nacl)# deny ip host
181.1.2.203 host 232.1.1.1

ステップ 5   

指定されたホストおよび送信元トラ

フィックを許可および拒否します。

必要に応じて、ステップ4またはステッ
プ 5を繰り返します。

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードをイネーブルにします。

interface type interface-number
port-number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 2/3/0

ステップ 7   

マルチキャスト境界を設定します。

filter-autorpキーワードは、
拡張アクセスリストをサポー

トしていません。

（注）

ipmulticastboundary access-list-name
[in|out | filter-autorp]

例：

Device(config-if)# ip multicast
boundary acc_grp1 out

ステップ 8   

マルチキャスト境界向け SSM チャネルベースフィルタ
リングの設定例

トラフィックを許可および拒否するマルチキャスト境界の設定例

次の例では、(181.1.2.201, 232.1.1.1)および (181.1.2.202, 232.1.1.1)への発信トラフィックを許可し、
他のすべての (S,G)を拒否します。

configure terminal
ip access-list extended acc_grp1
permit ip host 0.0.0.0 232.1.1.1 0.0.0.255
permit ip host 181.1.2.201 host 232.1.1.1
permit udp host 181.1.2.202 host 232.1.1.1
permit ip host 181.1.2.202 host 232.1.1.1
deny igmp host 181.2.3.303 host 232.1.1.1
interface gigabitethernet 2/3/0
ip multicast boundary acc_grp1 out

トラフィックを許可するマルチキャスト境界の設定例

次の例では、(192.168.2.201, 232.1.1.5)および (192.168.2.202, 232.1.1.5)への発信トラフィックを許
可します。

configure terminal
ip access-list extended acc_grp6
permit ip host 0.0.0.0 232.1.1.1 5.0.0.255
deny udp host 192.168.2.201 host 232.1.1.5
permit ip host 192.168.2.201 host 232.1.1.5
deny pim host 192.168.2.201 host 232.1.1.5
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permit ip host 192.168.2.202 host 232.1.1.5
deny igmp host 192.2.3.303 host 232.1.1.1
interface gigabitethernet 2/3/0
ip multicast boundary acc_grp6 out

トラフィックを拒否するマルチキャスト境界の設定例

次に、候補 RPでアナウンスされるグループ範囲を拒否する例を示します。グループ範囲が拒否
されるため、pim auto-rpマッピングは作成されません。

configure terminal
ip access-list standard acc_grp10
deny 225.0.0.0 0.255.255.255
permit any
access-list extended acc_grp12
permit pim host 181.1.2.201 host 232.1.1.8
deny udp host 181.1.2.201 host 232.1.1.8
permit pim host 181.1.2.203 0.0.0.255 host 227.7.7.7
permit ip host 0.0.0.0 host 227.7.7.7
permit ip 181.1.2.203 0.0.0.255 host 227.7.7.7
permit ip host 181.1.2.201 host 232.1.1.7
ip access-list extended acc_grp13
deny ip host 181.1.2.201 host 232.1.1.8
permit ip any any
interface gigabitethernet 2/3/0
ip multicast boundary acc_grp10 filter-autorp
ip multicast boundary acc_grp12 out
ip multicast boundary acc_grp13 in

IP マルチキャストの最適化：マルチキャスト向け SSM
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料

関連資料

参照先関連項目

Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)
の「IPマルチキャストルーティングのコマン
ド」の項を参照してください。

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。

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

MIB リンクMIB

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

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

この機能がサポートする新しいMIBまたは変
更されたMIBはありません。また、この機能
で変更された既存規格のサポートはありませ

ん。

テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、ProductAlert Tool（FieldNotice
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。

IP マルチキャストの最適化：マルチキャスト向け SSM
チャネルベースフィルタリングの機能情報

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

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

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

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよび Ciscoソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 1：IP マルチキャストの最適化：マルチキャスト向け SSM チャネルベースフィルタリングの機能情報

機能情報リリース機能名（Feature Name）

マルチキャスト境界のための SSMチャネル
ベースフィルタリング機能は、ip multicast
boundaryコマンドを拡張して、コントロール
プレーンフィルタリングをサポートします。

複数のipmulticast boundaryコマンドをインター
フェイスに適用できます。

この機能は、次のプラットフォームに実装され

ていました。

• Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチ

Cisco IOS XE Everest
16.5.1a

IPマルチキャストの最
適化：マルチキャスト

向けSSMチャネルベー
スフィルタリング
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