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PIM デンスモードステートリフレッシュの前提条件
• PIMデンスモードステートリフレッシュ機能を設定するには、その前にインターフェイス
上で PIMデンスモードをイネーブルにしておく必要があります。

PIM デンスモードステートリフレッシュの制約事項
• PIMデンスモードネットワーク内のすべてのルータは、ステートリフレッシュ制御メッセー
ジを処理して転送するためには、PIMデンスモードステートリフレッシュ機能をサポート
しているソフトウェアリリースを実行する必要があります。

•ステートリフレッシュ制御メッセージの発信間隔は、同じ LAN上のすべての PIMルータで
同じである必要があります。具体的には、LANに直接接続されている各ルータインターフェ
イスに同じ発信間隔を設定する必要があります。
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PIM デンスモードステートリフレッシュについて

PIM デンスモードステートリフレッシュの概要
PIMデンスモードステートリフレッシュ機能は、PIMバージョン 2マルチキャストルーティン
グアーキテクチャの拡張機能です。

PIMデンスモードは、フラッディング/プルーニング原則で動作するソースベースのマルチキャ
スト配信ツリーを構築します。ソースからのマルチキャストパケットは、PIMデンスモードネッ
トワークのすべてのエリアにフラッディングされます。マルチキャストグループメンバまたは

PIMネイバーに直接接続されていない PIMルータは、マルチキャストパケットを受信すると、
ソースベースの配信ツリーをバックアップするプルーニングメッセージをパケットのソースに向

けて送信します。その結果、後続のマルチキャストパケットは、配信ツリーのプルーニング済み

ブランチにはフラッディングされません。ところが、PIMデンスモードでのプルーニングされた
ステートは、およそ 3分間ごとにタイムアウトし、PIMデンスモードネットワーク全体が、マル
チキャストパケットとプルーニングメッセージで再フラッディングされます。PIMデンスモー
ドネットワーク全体の望ましくないトラフィックの再フラッディングは、ネットワーク帯域幅を

消費します。

PIMデンスモードステートリフレッシュ機能は、定期的に制御メッセージをソースベースの配
信ツリーの下流へと転送することにより、PIMデンスモードのプルーニングされたステートをタ
イムアウトしないように維持します。制御メッセージによって、配信ツリー内の各ルータの発信

インターフェイスのプルーニング状態が更新されます。

PIM デンスモードステートリフレッシュの利点
PIMデンスモードステートリフレッシュ機能は、PIMデンスモードでのプルーニングされたス
テートをタイムアウトしないようにします。これは、PIMデンスモードネットワークのプルーニ
ングされたブランチへの不要なマルチキャストトラフィックの再フラッディングを大幅に低減す

ることにより、ネットワーク帯域幅を節約します。また、この機能によって、PIMデンスモード
マルチキャストネットワーク内の PIMルータは、デフォルトの 3分間のステートリフレッシュ
タイムアウト期間の前に、トポロジの変更（マルチキャストグループに参加する送信元またはマ

ルチキャストグループから脱退した送信元）を認証することができます。

PIM デンスモードステートリフレッシュの設定方法

PIM デンスモードステートリフレッシュの設定
PIMデンスモードステートリフレッシュ機能を有効にするための設定作業はありません。デフォ
ルトでは、PIMデンスモードステートリフレッシュ機能をサポートするCisco IOSXEソフトウェ
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アリリースを実行するすべての PIMルータが、ステートリフレッシュ制御メッセージを自動的
に処理し、転送します。

PIMルータ上でのステートリフレッシュ制御メッセージの処理と転送をディセーブルにするに
は、ip pim state-refresh disable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。無効
になっているステートリフレッシュを再度有効にするには、no ip pim state-refresh disable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。

ステートリフレッシュ制御メッセージの発生はデフォルトで無効になっています。PIMルータ上
の制御メッセージの発生を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで始めて、

次のコマンドを使用します。

目的コマンド（Command）

インターフェイスを指定し、ルータをインター

フェイスコンフィギュレーションモードにし

ます。

Router(config)# interface type number

PIMデンスモードステートリフレッシュ制御
メッセージの発生を設定します。必要に応じ

て、interval引数を使用して、制御メッセージ間
の秒数を設定できます。デフォルトインターバ

ルは 60秒です。指定できる間隔の範囲は 1～
100秒です。

Router(config-if)# ip pim state-refresh
origination-interval [interval]

PIM デンスモードステートリフレッシュの設定
PIMデンスモードステートリフレッシュ機能が正しく設定されているかを確認するには、show
ip pim interface [type number] detailおよび show ip pim neighbor [interface]コマンドを使用します。
次の show ip pim interface [type number] detailコマンドの出力は、ステートリフレッシュ制御メッ
セージの処理、転送、および発信が有効になっていることを示します。

Router# show ip pim interface fastethernet 0/1/0 detail
FastEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.8.1/24
Multicast switching:process
Multicast packets in/out:0/0
Multicast boundary:not set
Multicast TTL threshold:0
PIM:enabled
PIM version:2, mode:dense
PIM DR:172.16.8.1 (this system)
PIM neighbor count:0
PIM Hello/Query interval:30 seconds

PIM State-Refresh processing:enabled
PIM State-Refresh origination:enabled, interval:60 seconds

PIM NBMA mode:disabled
PIM ATM multipoint signalling:disabled
PIM domain border:disabled

Multicast Tagswitching:disabled
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次の show ip pim neighbor [interface]コマンド出力のModeフィールドに表示されている Sは、ネ
イバーの PIMデンスモードステートリフレッシュ機能が設定されていることを示します。

Router# show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Priority/Mode
172.16.5.1 Ethernet1/1 00:09:03/00:01:41 v2 1 / B S

PIM DM ステートリフレッシュのモニタリングと維持
以下に、debug ip pim特権 EXECコマンドをマルチキャストグループ 239.0.0.1に設定した後に
PIMルータで送受信されるPIMデンスモードステートリフレッシュ制御メッセージを示します。

Router# debug ip pim 239.0.0.1
*Mar 1 00:25:10.416:PIM:Originating refresh message for
(172.16.8.3,239.0.0.1)
*Mar 1 00:25:10.416:PIM:Send SR on GigabitEthernet1/1/0 for (172.16.8.3,239.0.0.1)
TTL=9

show ip mrouteコマンドが表示する次の出力は、GigabitEthernetインターフェイス 1/0/0およびマ
ルチキャストグループ 239.0.0.1に得られたプルーニングタイマーの変更です。（次の出力は、
debug ip pim特権 EXECコマンドがルータにすでに設定されていると仮定しています）。show ip
mrouteコマンドからの最初の出力では、プルーニングタイマーは00:02:06と示しています。この
デバッグメッセージは、PIMデンスモードステートリフレッシュ制御メッセージがイーサネッ
トインターフェイス 1/0で送受信され、他の PIMデンスモードステートリフレッシュルータが
検出されたことを示します。show ip mrouteコマンドからの 2番目の出力では、プルーニングタ
イマーが 00:02:55にリセットされています。

Router# show ip mroute 239.0.0.1
(172.16.8.3, 239.0.0.1), 00:09:50/00:02:06, flags:PT
Incoming interface:GigabitEthernet1/1/0, RPF nbr 172.16.5.2
Outgoing interface list:
GigabitEthernet1/0/0, Prune/Dense, 00:09:43/00:02:06
Router#
*Mar 1 00:32:06.657:PIM:SR on iif from 172.16.5.2 orig 172.16.8.1 for
(172.16.8.3,239.0.0.1)
*Mar 1 00:32:06.661: flags:prune-indicator
*Mar 1 00:32:06.661:PIM:Cached metric is [0/0]
*Mar 1 00:32:06.661:PIM:Keep RPF nbr 172.16.5.2
*Mar 1 00:32:06.661:PIM:Send SR on Ethernet1/0 for (172.16.8.3,239.0.0.1)
TTL=8
*Mar 1 00:32:06.661: flags:prune-indicator
Router# show ip mroute 239.0.0.1
(172.16.8.3, 239.0.0.1), 00:10:01/00:02:55, flags:PT
Incoming interface:GigabitEthernet1/1/0, RPF nbr 172.16.5.2
Outgoing interface list:
GigabitEthernet1/0/0, Prune/Dense, 00:09:55/00:02:55
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PIM デンスモードステートリフレッシュの設定例

PIM デンスモードステートリフレッシュ制御メッセージの発信、処
理、および転送の例

次に、ファストイーサネットインターフェイス 0/1/0でPIMデンスモードステートリフレッシュ
制御メッセージを 60秒ごとに発信、処理および転送している PIMルータの例を示します。

ip multicast-routing distributed
interface FastEthernet0/1/0
ip address 172.16.8.1 255.255.255.0
ip pim state-refresh origination-interval 60
ip pim dense-mode

PIM デンスモードステートリフレッシュ制御メッセージの処理およ
び転送の例

次に、ファストイーサネットインターフェイス 1/1/0でPIMデンスモードステートリフレッシュ
制御メッセージを処理および転送しているだけの PIMルータの例を示します。

ip multicast-routing
interface FastEthernet1/1/0
ip address 172.16.7.3 255.255.255.0
ip pim dense-mode

IP マルチキャストの最適化：PIM デンスモードステート
リフレッシュに関するその他の関連資料

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：PIM デンスモードステート
リフレッシュの機能情報

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：PIM デンスモードステートリフレッシュの機能情報

機能情報リリース機能名（Feature Name）

PIMデンスモードステートリフレッシュ機能
は、PIMバージョン2マルチキャストルーティ
ングアーキテクチャの拡張機能です。PIMデ
ンスモードは、フラッディング/プルーニング
原則で動作するソースベースのマルチキャス

ト配信ツリーを構築します。ソースからのマル

チキャストパケットは、PIMデンスモード
ネットワークのすべてのエリアにフラッディン

グされます。

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：PIMデンスモー
ドステートリフレッ

シュ
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