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■■ 概要概要

■■ 主な目的主な目的

◇◇ シンプル且つセキュアなマルチキャストネットワークを構築したいシンプル且つセキュアなマルチキャストネットワークを構築したい
◇◇ 帯域を有効活用したネットワークを構築したい帯域を有効活用したネットワークを構築したい

IPカメラや動画コンテンツ、VoD(ビデオオンデマンド)など一つのコンテンツを複数クライアントで共有する
マルチキャストの利用が一般的となり、それに伴いマルチキャストルーティングの導入も増加しています。
多く利用されているPIM-SMでは、ランデブーポイント(RP)の決定や配信経路の設計など設計が複雑になりが
ちですが、既知の送信元サーバが少数の場合、ランデブーポイントを利用せずに受信端末は直接送信元サーバ
を指定してマルチキャスト配信を受信するほうが効率的です。また、送信元サーバを特定することでセキュリ
ティを高めることも可能です。

PIM-SSMはPIM-SMを拡張したプロトコルでIGMPv3やMLDv2と併用して利用されます。IGMPv3に対応した
受信端末は送信元サーバを特定した受信要求を利用することで、ランデブーポイントを意識しないマルチキャ
ストルーティングネットワークを構築することが可能となります。多くのローカルマルチキャスト環境では送
信元サーバは既知であることが多いため、ランデブーポイントを利用せず直接送信元サーバを指定することで
効率的にマルチキャスト配信を行うことが可能です。また、送信元サーバを指定することで、不明なサーバか
らのマルチキャスト配信の受信を防ぐことができ、セキュリティを高めることにつながります。

本資料では、x610シリーズにおける LD-VCS 4台構成とSBx908におけるVCS 2台構成との組み合わせにより
ユニキャスト通信に対するOSPF経路/回線冗長のみならず、マルチキャスト通信に対する PIM-SSM経路/回線
冗長 やランデブーポイント(RP) の冗長を実現し、全てのアプリケーションに対する信頼性・耐久性の向上が
可能となります。
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※.SBx908、x900シリーズ、x600シリーズは
ファームウェアバージョン5.4.2より
PIM-SSMをサポート



2Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

VLAN VLAN VLAN VLAN 40404040

VLAN 11VLAN 11VLAN 11VLAN 11
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■■ 構築のポイント構築のポイント

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク
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■■ x610 LDx610 LD--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x610-vcs
!

access-list standard ssm-ix1 permit 232.255.255.151/32
access-list standard ssm-ix2 permit 232.255.255.152/32
access-list standard ssm-ix3 permit 232.255.255.153/32
access-list standard ssm-ix4 permit 232.255.255.154/32
access-list standard ssm-ix5 permit 232.255.255.155/32
access-list standard ssm1 permit 232.1.1.100/32
access-list standard ssm2 permit 232.1.1.101/32
!

log host 192.168.100.10
log host 192.168.100.10 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm pim vcs
snmp-server group admins priv read atkkview write atkkview notify atkkview
snmp-server view atkkview 1.3.6.1 included
snmp-server user atkk admins encrypted auth sha 0xXXXXX priv des 0xXXXXX
snmp-server host 192.168.100.10 version 3 priv atkk
!

stack virtual-mac
stack 1 priority 10
stack 2 priority 20
stack 3 priority 30
stack 4 priority 40
!

ip multicast-routing
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

SSM-Mapping用ACLの設定を行います。
PIM-SSM環境でマルチキャストパケッ
トを受信するときは送信元IPアドレス
を明示的に指定する必要があるため、
マルチキャスト受信端末は基本的に
IGMPv3を使用します。
受信端末がIGMPv1/v2しか使用できな
い場合はSSM-Mappingを設定し、マ
ルチキャストグループと送信元IPアド
レスの関係をスタティックに設定する
ことでマルチキャストパケットを受信
できるようになります。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。タイムゾーンはNTPを使
用して時刻を自動的に調整するために
必要なパラメータです。

マルチキャストルーティングを有効に
設定します。

VCSの設定を行います。
ここではバーチャルMACアドレスと各
メンバーのプライオリティーを設定し
ています。
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■■ x610 LDx610 LD--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!

vlan database
vlan 11-13,220 state enable

!

ip igmp ssm-map static ssm1 192.168.50.100
ip igmp ssm-map static ssm2 192.168.50.101
ip igmp ssm-map static ssm-ix1 192.168.110.151
ip igmp ssm-map static ssm-ix2 192.168.110.152
ip igmp ssm-map static ssm-ix3 192.168.110.153
ip igmp ssm-map static ssm-ix4 192.168.110.154
ip igmp ssm-map static ssm-ix5 192.168.110.155
!

ip pim ssm default
!

interface port1.0.49
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.0.1-2.0.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 220
snmp trap link-status

!
interface port2.0.49
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 1
snmp trap link-status

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

初期値ではRSTPが有効です。本構成
例ではRSTPは使用していませんので、
無効化します。

必要なVLANを作成します。

先ほど設定したSSM-Mapping用ACLを
指定してSSM-Mappingを設定します。
これで、ACLで設定したマルチキャス
トアドレスとのマルチキャストの送信
元IPアドレスが紐付けられ、IGMPv3
を用いなくてもPIM-SSM環境でマルチ
キャストパケットを受信できるように
なります。

PIM-SSMで用いるマルチキャストアド
レスの範囲を設定します。
「default」を指定した場合は、
232.0.0.0/8がPIM-SSM用マルチキャ
ストアドレスとしてアサインされます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーション、SNMPリンク
Trapを設定します。
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■■ x610 LDx610 LD--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

interface port3.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 12
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port3.0.5
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 13
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port4.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 12
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port4.0.5
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 13
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!

interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11

!
interface sa2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 12

!
interface sa3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 13

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

リンクアグリゲーションインタフェー
スのVLANは自動的に設定されます。
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■■ x610 LDx610 LD--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface vlan11
ip address 192.168.11.252/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan12
ip address 192.168.12.252/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan13
ip address 192.168.13.252/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan220
ip address 192.168.220.252/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!

router ospf
ospf router-id 0.0.0.10
network 192.168.11.0/24 area 0.0.0.0
network 192.168.12.0/24 area 0.0.0.0
network 192.168.13.0/24 area 0.0.0.0
redistribute connected

!

ntp server 192.168.100.10
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

VLANインタフェースにIPアドレスと
IGMPv3、PIM-SMの設定をします。
PIM-SSMはPIM-SMの拡張プロトコルで
あるため、PIM-SMを使用していない場合
でもPIM-SMの設定が必要となります。

PIM-SSMではPIM-SMやPIM-DMと同
様にユニキャストルーティング情報を
利用してマルチキャストルーティング
を実現しています。
ここではユニキャストルーティングプ
ロトコルとしてOSPFを設定していま
す。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期できるように設定します。
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■■ SBx908 VCS SBx908 VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx908-vcs
!

access-list standard ssm-ix1 permit 232.255.255.151/32
access-list standard ssm-ix2 permit 232.255.255.152/32
access-list standard ssm-ix3 permit 232.255.255.153/32
access-list standard ssm-ix4 permit 232.255.255.154/32
access-list standard ssm-ix5 permit 232.255.255.155/32
access-list standard ssm1 permit 232.1.1.100/32
access-list standard ssm2 permit 232.1.1.101/32
!

log host 192.168.100.10
log host 192.168.100.10 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm pim vcs
snmp-server group admins priv read atkkview write atkkview notify atkkview
snmp-server view atkkview 1.3.6.1 included
snmp-server user atkk admins encrypted auth sha 0xXXXXX priv des 0xXXXXX
snmp-server host 192.168.100.10 version 3 priv atkk
!

stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 8
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 10
stack 2 priority 20
!

ip multicast-routing
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

SSM-Mapping用ACLの設定を行います。
PIM-SSM環境でマルチキャストパケッ
トを受信するときは送信元IPアドレス
を明示的に指定する必要があるため、
マルチキャスト受信端末は基本的に
IGMPv3を使用します。
受信端末がIGMPv1/v2しか使用できな
い場合はSSM-Mappingを設定し、マ
ルチキャストグループと送信元IPアド
レスの関係をスタティックに設定する
ことでマルチキャストパケットを受信
できるようになります。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。タイムゾーンはNTPを使
用して時刻を自動的に調整するために
必要なパラメータです。

マルチキャストルーティングを有効に
設定します。

VCSの設定を行います。
ここではバーチャルMACアドレスと各
メンバーのプライオリティーを設定し
ています。
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■■ SBx908 VCS SBx908 VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!

mls qos enable
access-list 3002 permit proto 89 any any
access-list 3004 permit proto 103 any any
!
class-map OSPF
match access-group 3002

!
class-map PIM
match access-group 3004

!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806

!
class-map TaggedARP
match eth-format ethii-tagged protocol 0806

!
policy-map CtrlPkts
class default
class OSPF
set queue 6

class PIM
set queue 6

class UntaggedARP
set queue 6

class TaggedARP
set queue 6

!

vlan database
vlan 11,40 state enable

!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

初期値ではRSTPが有効です。本構成
例ではRSTPは使用していませんので、
無効化します。

必要なVLANを作成します。

機器のCPU負荷が高くなってしまった
ときでも正常に機能が動作するように
ARPパケットやルーティングプロトコ
ルのパケットを優先的に処理する
QoS(優先制御) の設定を行います。
QoS機能を有効化後、 ARPパケット
やルーティングプロトコルのパケット
をACL、class-mapで定義します。
ARPのmatch条件はタグ付きとタグな
しの2種類をそれぞれ定義する必要が
ありますのでご注意下さい。
最後に作成したpolicy-mapを束ねて
class-mapとして定義し、2番目に優先
度の高いqueue6を設定します。
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■■ SBx908 VCS SBx908 VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

ip igmp ssm-map static ssm1 192.168.50.100
ip igmp ssm-map static ssm2 192.168.50.101
ip igmp ssm-map static ssm-ix1 192.168.110.151
ip igmp ssm-map static ssm-ix2 192.168.110.152
ip igmp ssm-map static ssm-ix3 192.168.110.153
ip igmp ssm-map static ssm-ix4 192.168.110.154
ip igmp ssm-map static ssm-ix5 192.168.110.155
!

ip pim ssm default
!

interface port1.2.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port1.3.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.2.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.3.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
static-channel-group 1
snmp trap link-status

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

先ほど設定したSSM-Mapping用ACLを
指定してSSM-Mappingを設定します。
これで、ACLで設定したマルチキャス
トアドレスとのマルチキャストの送信
元IPアドレスが紐付けられ、IGMPv3
を用いなくてもPIM-SSM環境でマルチ
キャストパケットを受信できるように
なります。

PIM-SSMで用いるマルチキャストアド
レスの範囲を設定します。
「default」を指定した場合は、
232.0.0.0/8がPIM-SSM用マルチキャ
ストアドレスとしてアサインされます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーション、QoS、SNMPリ
ンクTrapを設定します。
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■■ SBx908 VCS SBx908 VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
service-policy input CtrlPkts

!
interface sa2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
service-policy input CtrlPkts

!

interface vlan11
ip address 192.168.11.253/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan40
ip address 192.168.40.253/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!

router ospf
ospf router-id 0.0.0.8
network 192.168.11.0/24 area 0.0.0.0
network 192.168.40.0/24 area 0.0.0.0

!

ntp server 192.168.100.10
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

リンクアグリゲーションインタフェー
スにQoSを設定します。VLANは自動
的に設定されます。

PIM-SSMではPIM-SMやPIM-DMと同
様にユニキャストルーティング情報を
利用してマルチキャストルーティング
を実現しています。
ここではユニキャストルーティングプ
ロトコルとしてOSPFを設定していま
す。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期できるように設定します。

VLANインタフェースにIPアドレスと
IGMPv3、PIM-SMの設定をします。
PIM-SSMはPIM-SMの拡張プロトコルで
あるため、PIM-SMを使用していない場合
でもPIM-SMの設定が必要となります。
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■■ x600x600 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600
!

access-list standard ssm-ix1 permit 232.255.255.151/32
access-list standard ssm-ix2 permit 232.255.255.152/32
access-list standard ssm-ix3 permit 232.255.255.153/32
access-list standard ssm-ix4 permit 232.255.255.154/32
access-list standard ssm-ix5 permit 232.255.255.155/32
access-list standard ssm1 permit 232.1.1.100/32
access-list standard ssm2 permit 232.1.1.101/32
!

log host 192.168.100.10
log host 192.168.100.10 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm pim vcs
snmp-server group admins priv read atkkview write atkkview notify atkkview
snmp-server view atkkview 1.3.6.1 included
snmp-server user atkk admins encrypted auth sha 0xXXXXX priv des 0xXXXXX
snmp-server host 192.168.100.10 version 3 priv atkk
!

ip multicast-routing
!

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!

vlan database
vlan 10,12 state enable

!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

SSM-Mapping用ACLの設定を行います。
PIM-SSM環境でマルチキャストパケッ
トを受信するときは送信元IPアドレス
を明示的に指定する必要があるため、
マルチキャスト受信端末は基本的に
IGMPv3を使用します。
受信端末がIGMPv1/v2しか使用できな
い場合はSSM-Mappingを設定し、マ
ルチキャストグループと送信元IPアド
レスの関係をスタティックに設定する
ことでマルチキャストパケットを受信
できるようになります。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。タイムゾーンはNTPを使
用して時刻を自動的に調整するために
必要なパラメータです。

マルチキャストルーティングを有効に
設定します。

初期値ではRSTPが有効です。本構成
例ではRSTPは使用していませんので、
無効化します。

必要なVLANを作成します。
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■■ x600 x600 設定サンプル設定サンプル そのその22

ip igmp ssm-map static ssm1 192.168.50.100
ip igmp ssm-map static ssm2 192.168.50.101
ip igmp ssm-map static ssm-ix1 192.168.110.151
ip igmp ssm-map static ssm-ix2 192.168.110.152
ip igmp ssm-map static ssm-ix3 192.168.110.153
ip igmp ssm-map static ssm-ix4 192.168.110.154
ip igmp ssm-map static ssm-ix5 192.168.110.155
!

ip pim ssm default
!

interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 12
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.0.13-1.0.20
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status

!

interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 12

!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

先ほど設定したSSM-Mapping用ACLを
指定してSSM-Mappingを設定します。
これで、ACLで設定したマルチキャス
トアドレスとのマルチキャストの送信
元IPアドレスが紐付けられ、IGMPv3
を用いなくてもPIM-SSM環境でマルチ
キャストパケットを受信できるように
なります。

PIM-SSMで用いるマルチキャストアド
レスの範囲を設定します。
「default」を指定した場合は、
232.0.0.0/8がPIM-SSM用マルチキャ
ストアドレスとしてアサインされます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーション、SNMPリンク
Trapを設定します。

リンクアグリゲーションインタフェー
スにQoSを設定します。VLANは自動
的に設定されます。
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■■ x600 x600 設定サンプル設定サンプル そのその33

interface vlan10
ip address 192.168.10.251/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan12
ip address 192.168.12.251/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!

router ospf
ospf router-id 0.0.0.6
network 192.168.12.0/24 area 0.0.0.0
redistribute connected

!

ntp server 192.168.100.10
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

PIM-SSMではPIM-SMやPIM-DMと同
様にユニキャストルーティング情報を
利用してマルチキャストルーティング
を実現しています。
ここではユニキャストルーティングプ
ロトコルとしてOSPFを設定していま
す。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期できるように設定します。

VLANインタフェースにIPアドレスと
IGMPv3、PIM-SMの設定をします。
PIM-SSMはPIM-SMの拡張プロトコルで
あるため、PIM-SMを使用していない場合
でもPIM-SMの設定が必要となります。
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■■ x900 x900 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x900
!

access-list standard ssm-ix1 permit 232.255.255.151/32
access-list standard ssm-ix2 permit 232.255.255.152/32
access-list standard ssm-ix3 permit 232.255.255.153/32
access-list standard ssm-ix4 permit 232.255.255.154/32
access-list standard ssm-ix5 permit 232.255.255.155/32
access-list standard ssm1 permit 232.1.1.100/32
access-list standard ssm2 permit 232.1.1.101/32
!

log host 192.168.100.10
log host 192.168.100.10 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm pim vcs
snmp-server group admins priv read atkkview write atkkview notify atkkview
snmp-server view atkkview 1.3.6.1 included
snmp-server user atkk admins encrypted auth sha 0xXXXXX priv des 0xXXXXX
snmp-server host 192.168.100.10 version 3 priv atkk
!

ip multicast-routing
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

SSM-Mapping用ACLの設定を行います。
PIM-SSM環境でマルチキャストパケッ
トを受信するときは送信元IPアドレス
を明示的に指定する必要があるため、
マルチキャスト受信端末は基本的に
IGMPv3を使用します。
受信端末がIGMPv1/v2しか使用できな
い場合はSSM-Mappingを設定し、マ
ルチキャストグループと送信元IPアド
レスの関係をスタティックに設定する
ことでマルチキャストパケットを受信
できるようになります。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。タイムゾーンはNTPを使
用して時刻を自動的に調整するために
必要なパラメータです。

マルチキャストルーティングを有効に
設定します。
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■■ x900 x900 設定サンプル設定サンプル そのその22

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!

mls qos enable
access-list 3002 permit proto 89 any any
access-list 3004 permit proto 103 any any
!
class-map OSPF
match access-group 3002

!
class-map PIM
match access-group 3004

!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806

!
class-map TaggedARP
match eth-format ethii-tagged protocol 0806

!
policy-map CtrlPkts
class default
class OSPF
set queue 6

class PIM
set queue 6

class UntaggedARP
set queue 6

class TaggedARP
set queue 6

!

vlan database
vlan 40,50,1000,1100 state enable

!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

初期値ではRSTPが有効です。本構成
例ではRSTPは使用していませんので、
無効化します。

必要なVLANを作成します。

機器のCPU負荷が高くなってしまった
ときでも正常に機能が動作するように
ARPパケットやルーティングプロトコ
ルのパケットを優先的に処理する
QoS(優先制御) の設定を行います。
QoS機能を有効化後、 ARPパケット
やルーティングプロトコルのパケット
をACL、class-mapで定義します。
ARPのmatch条件はタグ付きとタグな
しの2種類をそれぞれ定義する必要が
ありますのでご注意下さい。
最後に作成したpolicy-mapを束ねて
class-mapとして定義し、2番目に優先
度の高いqueue6を設定します。
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■■ x900 x900 設定サンプル設定サンプル そのその33

ip igmp ssm-map static ssm1 192.168.50.100
ip igmp ssm-map static ssm2 192.168.50.101
ip igmp ssm-map static ssm-ix1 192.168.110.151
ip igmp ssm-map static ssm-ix2 192.168.110.152
ip igmp ssm-map static ssm-ix3 192.168.110.153
ip igmp ssm-map static ssm-ix4 192.168.110.154
ip igmp ssm-map static ssm-ix5 192.168.110.155
!

ip pim ssm default
!

interface port1.0.13-1.0.16
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 50
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface port1.0.17-1.0.20
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1000
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface port1.0.21-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 1100
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface port1.1.1-1.1.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

先ほど設定したSSM-Mapping用ACLを
指定してSSM-Mappingを設定します。
これで、ACLで設定したマルチキャス
トアドレスとのマルチキャストの送信
元IPアドレスが紐付けられ、IGMPv3
を用いなくてもPIM-SSM環境でマルチ
キャストパケットを受信できるように
なります。

PIM-SSMで用いるマルチキャストアド
レスの範囲を設定します。
「default」を指定した場合は、
232.0.0.0/8がPIM-SSM用マルチキャ
ストアドレスとしてアサインされます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーション、QoS、SNMPリ
ンクTrapを設定します。
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■■ x900 x900 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
service-policy input CtrlPkts

!

interface vlan40
ip address 192.168.40.254/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan50
ip address 192.168.50.254/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan1000
ip address 192.168.100.254/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan1100
ip address 192.168.110.254/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!

router ospf
ospf router-id 0.0.0.7
network 192.168.40.0/24 area 0.0.0.0
redistribute connected

!

ntp server 192.168.100.10
!

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

ディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチディストリビューションスイッチ ATATATAT----x610 x610 x610 x610 シリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、ATATATAT----x600 x600 x600 x600 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

PIMPIMPIMPIM----SSMSSMSSMSSMマルチキャストマルチキャストマルチキャストマルチキャストネットワークネットワークネットワークネットワーク

Solution No. 10-06-01

リンクアグリゲーションインタフェー
スにQoSを設定します。VLANは自動
的に設定されます。

PIM-SSMではPIM-SMやPIM-DMと同
様にユニキャストルーティング情報を
利用してマルチキャストルーティング
を実現しています。
ここではユニキャストルーティングプ
ロトコルとしてOSPFを設定していま
す。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期できるように設定します。

VLANインタフェースにIPアドレスと
IGMPv3、PIM-SMの設定をします。
PIM-SSMはPIM-SMの拡張プロトコルで
あるため、PIM-SMを使用していない場合
でもPIM-SMの設定が必要となります。
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ご使用の際は製品に添付されたマニュアル

をお読みになり正しくご使用ください。
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