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概要

このドキュメントでは、マルチキャストおよびマルチキャスト対応有線ネットワークとの通信用
に、Wireless LAN Controller（WLC）および Lightweight アクセス ポイント（LAP）を設定する
方法に関する設定例を示します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

AP および Cisco WLCs の設定の基本的な知識。●

有線ネットワークの基本的なルーティングおよびマルチキャストを設定する方法のナレッジ
。

●

使用するコンポーネント



このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

ファームウェア リリース 8.5 を実行する Cisco 3504 WLC●

Cisco 3702 シリーズ ラップ●

Intel （R）デュアル バンド ワイヤレス AC 8265 アダプタとの Microsoft Windows 10 無線ク
ライアント

●

Cisco IOS ® ソフトウェア リリース 12.2(18)を実行する Cisco 6500 スイッチ●

Cisco IOS ソフトウェア リリース 16.3.7 を実行する 2 つの Cisco 3650 シリーズ スイッチ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

Wireless LAN Controller（WLC）でのマルチキャスト

ネットワークがマルチキャストするパケットをサポートする場合コントローラ使用 CAPWAP 上
のマルチキャスト パケットをすべてまたは複数のアクセス ポイントに同時に転送するためマルチ
キャスト 方式を設定できます。 コントローラでは、次の 2 つのモードでマルチキャストを実行
します。

ユニキャスト モード-このモードでは、コントローラ ユニキャスト コントローラに関連付け
られる各 AP への各マルチキャスト パケット。 このモードが非能率的でが、マルチキャスト
をサポートしないネットワークで必要となるかもしれません。

●

マルチキャスト モード-このモードでは、コントローラは CAPWAP マルチキャスト グルー
プにマルチキャスト パケットを送信します。 この方法では、コントローラ プロセッサのオ
ーバーヘッドが軽減され、パケット レプリケーションの作業はネットワークに移されます。
これは、ユニキャストを使った方法より、はるかに効率的です。 AP および WLC 使用すると
きマルチキャスト ルーティングのために異なる VLAN/Subnet を WLC から AP へダウンリン
ク CAPWAP マルチキャスト パケットを転送することをサポートすること配線された側で必
須です。

●

マルチキャスト モードを有効に し、コントローラが無線LAN からマルチキャスト パケットを受
信するとき、コントローラは CAPWAP を使用してパケットをカプセル化し、グループ アドレス
CAPWAP マルチキャストにパケットを転送します。 コントローラはマルチキャスト パケットを
送信 するために管理インターフェイスを常に使用します。 マルチキャスト グループのアクセス
ポイントはパケットを受信し、クライアント レシーブ マルチキャスト トラフィック インターフ
ェイスにマップされるすべての BSSIDs にそれを転送します。 アクセス ポイント観点から、マ
ルチキャストはすべての SSID へブロードキャストのようです。

異なる WLC のブロードキャスト動作

デフォルトで、WLC はブロードキャスト 転送が有効に ならなければ ブロードキャストパケット
を転送しません（Upnp トラフィックのような）。 ブロードキャストを有効にするには、WLC
CLI から次のコマンドを発行します。

config network broadcast enable

または GUI とそれを有効に して下さい:



WLC でマルチキャストがつかなくても、設定されるブロードキャストはマルチキャスト モード
を使用します。 マルチキャストを有効にしていない場合、GUI では、IP アドレスおよびモードを
設定できないためです。 従って、マルチキャスト モードがユニキャストであり、ブロードキャス
トがつけば、これはモード ブロードキャスト使用です（ブロードキャストトラフィックは各 AP
への WLC およびユニキャストで複製されます）。 マルチキャスト モードにマルチキャストを設
定し、マルチキャスト アドレスを指定した場合、ブロードキャストではこのモードが使用されま
す（マルチキャスト グループを介して各ブロードキャスト パケットを AP に送信）。

注: リリース 7.5 まで、CAPWAP マルチキャストに使用したポート番号は 12224 です。 リ
リース 7.6 から前に、CAPWAP に使用するポート番号は 5247 に変更されます。

AAA Override を含むマルチキャストは、Wireless LAN Controller リリース 4.2 以降でサポートさ
れています。 マルチキャストで AAA Override を機能させるには、コントローラ上で IGMP スヌ
ーピングを有効にする必要があります。

WLC での IGMP スヌーピング

IGMP Snooping は WLC でよりよくマルチキャスト パケットを送信するためにサポートされます
。 この機能が有効になっている場合、コントローラは IGMP レポートをクライアントから収集し
て処理し、レイヤ 3 マルチキャスト アドレスと VLAN 番号をチェックした後に IGMP レポート
から一意なマルチキャスト グループ ID（MGID）を作成し、その IGMP レポートをインフラスト
ラクチャ スイッチへ送信します。 コントローラから送信されるレポートの送信元アドレスには、
コントローラでレポートをクライアントから受信したインターフェイスのアドレスが使用されま
す。

次に、コントローラは、AP 上のアクセス ポイント MGID テーブルを、クライアント MAC アド
レスで更新します。 特定のマルチキャスト グループに対するマルチキャスト トラフィックを受
信した場合、コントローラは、すべての AP にこのトラフィックを転送します。 ただし、この特
定の WLAN 上でマルチキャスト トラフィックを送信するのは、そのマルチキャスト グループを
リスニングしているかサブスクライブしているアクティブなクライアントが存在する AP のみに
なります。 IP パケットは、入力 VLAN および宛先マルチキャスト グループで一意の MGID を使
用して転送されます。 レイヤ 2 マルチキャスト パケットは、入力インターフェイスで一意の
MGID を使用して転送されます。

コントローラ サポートはリスナー ディスカバリ（MLD） IPv6 マルチキャストのための v1 スヌ
ーピングをマルチキャストします。 この機能はそれらを要求するクライアントに IPv6 マルチキ
ャスト フローを把握し、提供します。 IPv6 マルチキャストをサポートするために、グローバル
な マルチキャスト モードを有効に して下さい。



注: グローバル な マルチキャスト モードを無効に するとき、コントローラはまだルータ発
表のような IPv6 ICMP マルチキャスト メッセージを、転送し、IPv6 がはたらくことができ
るように DHCPv6 はこれらが必要となるように、懇願します。 その結果、コントローラの
グローバル な マルチキャスト モードを有効に することは ICMPv6 および DHCPv6 メッセ
ージに影響を与えません。 これらのメッセージはグローバル な マルチキャスト モードが
有効に なればかどうかにかかわらず常に転送されます。

IGMP Snooping が無効に なるとき、以下は本当です:

コントローラはアクセス ポイントにマルチキャスト データを送信 するときレイヤ2 MGID を
常に使用します。 作成される各インターフェイス 1 つのレイヤ2 MGID は割り当てられます
。 たとえば、管理インターフェイスに 0 の MGID があり、作成される最初のダイナミック
インターフェイス各々のダイナミック インターフェイスが作成されると同時に増分する 8 の
MGID は割り当てられます。

●

クライアントから IGMP パケットはルータに転送されます。 その結果、ルータ IGMP 表は最
後のレポーターとしてクライアントの IP アドレスとアップデートされます。

●

IGMP Snooping が有効に なるとき、以下は本当です:

コントローラはアクセス ポイントに送信 されるすべてのレイヤ3 マルチキャスト トラフィッ
クのためにレイヤ3 MGID を常に使用します。 すべてのレイヤ2 マルチキャスト トラフィッ
クに関しては、それはレイヤ2 MGID を使用し続けます。

●

無線クライアントからの IGMP レポート パケットはクライアントのためのクエリを生成する
コントローラによって消費されるか、または吸収されます。 ルータが IGMP クエリを送信し
た後、コントローラはマルチキャスト グループのためのリスナー IP アドレスとしてインタ
ーフェイス IP アドレスの IGMP レポートを送信します。 その結果、ルータ IGMP 表はマル
チキャスト リスナーとしてコントローラ IP アドレスとアップデートされます。

●

マルチキャスト グループの話を受信しているクライアントが 1 人のコントローラから別のも
のにローミングするとき、最初のコントローラは第 2 コントローラに受信クライアントのた
めのすべてのマルチキャスト グループ情報を送信します。 その結果、第 2 コントローラはす
ぐにクライアントのためのマルチキャスト グループ情報を作成できます。 第 2 コントローラ
はクライアントが受信していたすべてのマルチキャスト グループのためのネットワークに
IGMP レポートを送ります。 このクライアントへのマルチキャスト データのシームレス転送
のプロセス支援。

●

WLC IGMPv1 および v2 の大抵作業。 capwap マルチキャスト グループに加わる AP 使用
IGMPv2。 無線クライアントが igmpv3 レポートを送信するとき、有線ネットワークの方の
WLC によって igmpv2 として変換され、転送されます。 それ以来返事は IGMPv2 で期待さ
れます。 これは無線クライアントが WLC によってサポートされない IGMPv3 有線ネットワ
ーク IGMPV3 機能を使用できるが、ことを意味します。

●

注：
- MGIDs はコントローラ仕様です。 2 人の異なるコントローラの同じ VLAN から来る同じ
マルチキャスト グループ パケットは 2 MGIDs にマップすることができます。
-レイヤ2 マルチキャストが有効に なれば、単一 MGID はインターフェイスから来るすべて
のマルチキャスト アドレスに割り当てられます。
-コントローラ用の VLAN ごとにサポートされるマルチキャスト グループの最大数は 100 才
です。

ワイヤレス マルチキャスト ローミング



ワイヤレス環境のマルチキャスト クライアントでは、WLAN 内を移動するときのマルチキャスト
グループ メンバーシップの維持が大きな課題となります。 AP 間を移動するときにワイヤレス接
続がドロップすると、クライアントのマルチキャスト アプリケーションで中断が発生することが
あります。 グループ メンバーシップ情報の動的メンテナンスでは、Internet Group Management
Protocol（IGMP）が重要な役割を果たします。

クライアントがネットワーク内を動き回るときのマルチキャスト セッションの動作を理解するに
は、IGMP の基本的な知識が重要です。 レイヤ 2 ローミングの場合、適切に設定されている外部
AP であればすでにそのマルチキャスト グループに属しており、トラフィックはネットワーク上
の別のアンカー ポイントにトンネリングされないため、セッションはそのまま維持されます。 レ
イヤ 3 ローミング環境では仕組みがもう少し複雑で、コントローラに設定したトンネリング モー
ドによって異なっており、ワイヤレス クライアントから送信された IGMP メッセージに影響する
ことがあります。 コントローラ上のデフォルトのモビリティ トンネリング モードは非同期です
。 つまり、クライアントへのリターン トラフィックはアンカー WLC に送信されてから、関連す
るクライアント接続のある外部 WLC に転送されます。 発信パケットは、外部 WLC インターフ
ェイスに向けて転送されます。 同期モビリティ トンネリング モードでは、着信と発信の両方の
トラフィックがアンカー コントローラまでトンネリングされます。

受信クライアントが別のサブネットのコントローラにローミングする場合リバースパス フィルタ
リング（RPF）チェックを避けるために、マルチキャスト パケットはクライアントの固定コント
ローラにトンネル伝送されます。 固定はインフラストラクチャ スイッチにそれからマルチキャス
ト パケットを転送します。

マルチキャスト モードを使用する場合の注意点

Ciscoワイヤレス無線ネットワーク ソリューションは特定の目的でいくつかの IP アドレス範
囲を使用し、マルチキャスト グループを設定するときこれらの範囲に留意するはずです:
224.0.0.255 による 224.0.0.0 -予約済みのリンク ローカル アドレス238.255.255.255 による
224.0.1.0 -グローバルに スコープ内のアドレス239.255.x.y /16 - Limited スコープ アドレスに
よる 239.0.0.0

●

コントローラのマルチキャスト モードを有効に するとき、またグループ アドレス CAPWAP
マルチキャストを設定して下さい。 AP は IGMP を使用している CAPWAP マルチキャスト
グループを定期講読します。

●

監視モード、スニファー モード、または不正な探知器モードの AP はグループ アドレス
CAPWAP マルチキャストに加入しません。

●

コントローラで設定される CAPWAP マルチキャスト グループは異なるコントローラ用の異
なるはずです。

●

CAPWAP AP は設定された必須データ レートの 1 つでマルチキャスト パケットを送信しま
す。 マルチキャスト帯が MAC 層で再送信されないので、セルのエッジのクライアントはそ
れらの損う受け取りに成功しかもしれません。 信頼できる受信が目標である場合、マルチキ
ャスト帯は低いデータ レートでより高い必須データ レートを無効に することによって、送
信する必要があります。 データ レート マルチキャスト帯のサポートが必要となる場合、セ
ルのサイズを縮め、すべてのより低いデータ レートを無効に するか、またはメディア スト
リームを使用することは役立つかもしれません。必要条件によっては、これらの処置をとる
ことができます:すばらしい信頼性を用いるマルチキャスト データを送信する必要があったら
、そして大きいマルチキャスト帯域幅のための必要がなかったら、ワイヤレス セルのエッジ
に達するには十分に低い単一 基本レートを設定して下さい。ある特定のスループットを実現
させるためにある特定のデータ レートでマルチキャスト データを送信する必要がある場合基
本レートでその比率を設定できます。 また nonmulticast クライアントのカバレッジのための
より低い基本レートを設定できます。設定 メディア ストリーム。

●



マルチキャスト モードはゲスト トンネリングのような intersubnet モビリティ イベントを渡
って動作しません。 しかしそれはレイヤ3 を渡ってローミングします動作します。

●

CAPWAP に関しては、コントローラは UDP 制御およびデータ ポート 5246 および 5247 に
送信されるマルチキャスト パケットをそれぞれ廃棄します。 従って、ネットワークのマルチ
キャスト アプリケーションとこれらのポート番号を使用しないことを考えたいと思うかもし
れません。 Cisco は推奨しまこの WLC プロトコル表で使用しないことをコントローラが使
用する UDP ポートですとしてリストされているマルチキャスト UDP ポートを。

●

Cisco はネットワークのアプリケーションを使用しないコントローラでグループ アドレス
CAPWAP マルチキャストで設定されるマルチキャスト アドレスをマルチキャストすること
を推奨します。

●

2504 WLC を on Cisco はたらかせるマルチキャストに関してはマルチキャスト IP アドレス
を設定しなければなりません。

●

マルチキャスト モードはサポートされなかった on Cisco 屈曲 7500 シリーズ WLCs ではな
いです。

●

IGMP および MLD スヌーピングはサポートされなかった on Cisco 屈曲 7510 WLCs ではな
いです。

●

Cisco 8510 WLCs に関しては: IPv6 サポートが中央切り替えクライアントとの FlexConnect
AP で必要となる場合マルチキャスト ユニキャストを有効に して下さい。IGMP または MLD
はスヌーピング サポートされないことを意味するグローバル な マルチキャストが無効に な
るときだけマルチキャスト モードからマルチキャスト ユニキャスト モードに変更できます
。FlexConnect AP はマルチキャストmulitcast グループと関連付けません。IGMP または
MLD スヌーピングは FlexConnect AP でサポートされません。 IGMP および MLD スヌーピ
ングはマルチキャスト マルチキャスト モードのローカル モード AP のためにだけ許可され
ます。VideoStream が IGMP または MLD スヌーピングを必要とするので、VideoStream 機
能はローカル モード AP でだけマルチキャスト マルチキャスト モードおよびスヌーピング
が有効に なる場合動作します。

●

Cisco Mobility Express コントローラは AP マルチキャスト モードをサポートしません。●

Cisco は加入される 50 AP 以上どこにあるかブロードキャスト ユニキャストを使用しないか
、またはコントローラのマルチキャスト ユニキャストがモード設定したことを推奨します。

●

ローカルおよび FlexConnect APモードを使用しながらコントローラのマルチキャスト サポ
ートは異なるプラットフォームのために異なります。 マルチキャスト転送に影響を与えるパ
ラメータは次のとおりです:コントローラ プラットフォーム。コントローラのグローバル な
AP マルチキャスト モード 設定。AP のモード-ローカル、FlexConnect 中央切り替え。ロー
カル スイッチに関しては、それはない送信/受信コントローラに出入するパケット、従って重
要ではありませんコントローラでモードを設定されるマルチキャストする。 注: それらが中
央に WLAN を切り替えたときだけ FlexConnect AP は CAPWAP マルチキャスト グループに
加わります。 ローカルでスイッチド WLAN だけの屈曲 AP は CAPWAP マルチキャスト グ
ループに加わりません。

●

リリース 8.2.100.0 と有効、このリリースでもたらされるマルチキャストおよび IP アドレス
有効性確認が理由でコントローラからいくつかの古い設定をダウンロードすることはできま
せん。 グローバル な マルチキャストのためのプラットフォーム サポートおよびマルチキャ
スト モードは次の表にリストされています。 グローバル な マルチキャストおよびマルチキ
ャスト モードのための表 1.プラットフォーム サポート

●

ネットワーク構成

すべてのデバイスおよび設定はダイアグラムで表示されます:

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/113344-cuwn-ppm.html#anc8


基本 IP 接続をデバイスに設定する必要があり、ネットワーク内のマルチキャストを有効にする必
要があります。 したがって、ユーザは、有線側からワイヤレス側（およびワイヤレス側から有線
側）のマルチキャスト トラフィックを送受信できます。

この資料は WLC、AP および無線クライアントのためにこれらの IP アドレスを使用します:

WLC Management Interface IP address: 10.63.84.48/23

LAP IP address: 172.16.16.0/23

Wireless Client C1 IP address: 192.168.47.17/24

Wired Client W1 IP address: 192.168.48.11/24

CAPWAP multicast IP address : 239.2.2.2

Stream multicast address : 239.100.100.100

設定

このセットアップ用にデバイスを設定するには、次の処理を実行する必要があります。

マルチキャストのためのワイヤレス ネットワークの設定●

マルチキャストのための有線ネットワークの設定●

マルチキャストのためのワイヤレス ネットワークの設定

WLCs のマルチキャストを設定する前に、基本動作のための WLC を設定し、WLC に AP を登録
して下さい。 このドキュメントでは、基本動作用に WLC が設定されており、WLC に LAP が登
録されていることを前提としています。 WLC で LAP との基本動作を初めて設定する場合は、「
Wireless LAN Controller（WLC）への Lightweight AP（LAP）の登録」を参照してください。

WLC に LAP を登録し終えたら、次のタスクを実行して、このセットアップ用に LAP および
WLC を設定します。

クライアント用の WLAN の設定1.
GUI からのイーサネット マルチキャスト モードの有効化2.

クライアント用の WLAN の設定

最初の手順では、ワイヤレス クライアントの接続先にでき、ネットワークへのアクセスを得るこ
とができる、WLAN を作成します。 WLC 上に WLAN を作成するには、次の手順を実行します。

WLAN を作成するために、コントローラの GUI で [WLANs] をクリックします。1.
新しい WLAN を設定するために [New] をクリックします。この例では、WLAN に
MulticastUsers と名前を付けており、WLAN ID は 1 です。

2.

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config-wireless
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config-wired
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config1
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config2


[Apply] をクリックします。3.
[WLAN] > [Edit] ウィンドウで、WLAN 固有のパラメータを定義します。4.
WLAN に対し、[Interface Name] フィールドから適切なインターフェイスを選択します。こ
の例は WLAN に MulticastUsers （192.168.47.0/24）インターフェイスをマップします。

5.

設計要件に応じて、その他のパラメータを選択します。この例で L2 セキュリティ無しで
WLAN を使用しようと思っています（WLAN を開いて下さい）。

6.



[Apply] をクリックします。7.
CLI を使用し、WLC 上で WLAN を設定するには、次のコマンドを発行します。

config wlan create <wlan-id> <wlan-name> コマンド：新しい WLAN を作成する際に発行し
ます。 wlan-id に対して、1 ～ 16 の ID を入力します。 wlan-name に対して、31 文字以下
の英数字で SSID を入力します。

1.

config wlan enable <wlan-id> コマンド：WLAN を有効にする際に発行します。このドキュ
メントの例の場合、このコマンドは次のようになります。
config wlan create 1 MulticastUsers

config wlan enable 1

2.

GUI による設定 マルチキャスト モード

次の手順では、マルチキャスト用に WLC を設定します。 次の手順を実行します。

>マルチキャスト ページを開くマルチキャスト 『Controller』 を選択 して下さい。1.
マルチキャスト パケットを送信 することを設定するためにイネーブル グローバル な マル
チキャスト Mode チェックボックスを選択して下さい。 デフォルト値は無効です。

2.

IGMP Snooping を有効に したいと思う場合有効 IGMP Snooping チェックボックスを選択し
て下さい。 IGMP Snooping を無効に したいと思う場合チェックボックスを選択解除にされ
る残して下さい。 デフォルト値は無効に なります:

3.

に Controller > General の順に選択 すればドロップダウン・メニューからの AP マルチキャ
スト モードのためにマルチキャスト IP アドレスを"Multicast"を 選択する、設定して下さい
。 この例では、239.2.2.2 を使用しています:

4.



[Apply] をクリックします。5.

CLI によってマルチキャスト モードを設定して下さい

CLI からマルチキャストを有効にするには、次のコマンドを発行します。

コマンド ラインから config network multicast global enable コマンドを発行します。1.
コマンド・ラインから、構成ネットワーク マルチキャスト モード マルチキャスト
<multicast グループ IP アドレス > コマンドを発行して下さい。このドキュメントの例の場
合、このコマンドは次のようになります。
config network multicast global enable

config network multicast mode multicast 239.2.2.2

2.

管理者有効が（マルチキャスト モードはデフォルトで無効に なります）マルチキャストした、
CAPWAP マルチキャスト グループを設定する後、新しいマルチキャスト アルゴリズムはこれら
の方法の 1 つではたらきます:

マルチキャスト グループの送信元が有線 LAN 上にある場合

1 つのマルチキャストは有効に なり、CAPWAP マルチキャスト グループはコントローラ
CAPWAP マルチキャスト グループに加わるために AP 問題を IGMP 要求設定されます。 これに
より、マルチキャスト対応ルータで、コントローラと AP の間のマルチキャスト ステートに対す
る通常のセットアップが開始されます。 マルチキャスト グループのためのソース IP アドレスは
コントローラ 管理インターフェイス IP アドレスです。

コントローラが最初のホップ ルータのクライアント VLAN の何れかからマルチキャスト パケッ
トを受信するとき、最も低い QoS レベルで管理インターフェイスによって CAPWAP マルチキャ
スト グループにパケットを送信します。 CAPWAP マルチキャスト パケットのための QoS ビッ
トは低レベルでハードコードされて、ユーザによって変更することができません。

マルチキャスト対応 ネットワークは CAPWAP マルチキャスト グループに加わった AP のそれぞ
れに CAPWAP マルチキャスト パケットを渡します。 マルチキャスト対応ネットワークでは、ル
ータ内で通常のマルチキャスト メカニズムを使用して、必要に応じて途中でパケットを複製する
ことにより、すべての AP にマルチキャスト パケットを届けます。 これにより、コントローラで
は、マルチキャスト パケットを複製する必要がなくなります。

AP で、他のマルチキャスト パケットを受信することはありますが、現在加入しているコントロ
ーラからのマルチキャスト パケットだけを処理します。 その他のコピーはすべて廃棄されます。
複数の WLAN SSID がからのオリジナル マルチキャスト パケットが送信 された VLAN に関連付
けられれば、AP は各 WLAN SSID 上のマルチキャスト パケットを送信します（CAPWAP ヘッダ
の WLAN ビットマップに続く）。 さらに、WLAN SSID が両方の無線（802.11g と 802.11a）上
にある場合、関連付けられたクライアントがあれば、そのクライアントでマルチキャスト トラフ
ィックを要求しなかった場合でも、両方の無線で WLAN SSID 宛てにマルチキャスト パケットが
送信されます。

マルチキャスト グループの送信元がワイヤレス クライアント上にある場合

マルチキャスト パケットは AP からの標準無線クライアント トラフィックと同じようなコントロ
ーラへユニキャスト（CAPWAP カプセル化される）です。

コントローラは、マルチキャスト パケットのコピーを 2 つ作成します。 コピーの 1 つは、到着
した WLAN SSID と関連付けられた VLAN に向けて送信されます。 これにより、有線 LAN 上の
受信機でマルチキャスト ストリームを受信でき、ルータで新しいマルチキャスト グループについ



て学習できます。 パケットの第 2 コピーは CAPWAP マルチキャスト グループに無線クライアン
トがマルチキャスト ストリームを受け取ることができるように CAPWAP カプセル化され、送ら
れます。

マルチキャストのための有線ネットワークの設定

この設定用の有線ネットワークを設定するために、基本的なルーティングおよび有効マルチキャ
スト ルーティングのための L3 コア スイッチを設定する必要があります:

有線ネットワークでは、任意のマルチキャスト プロトコルを使用できます。 このドキュメントで
は、PIM-DM をマルチキャスト プロトコルとして使用します。 有線ネットワークでマルチキャス
ト用に使用できるさまざまなプロトコルの詳細については、『Cisco IOS IP マルチキャスト設定
ガイド』を参照してください。

コア スイッチ 設定

ip multicast-routing !--- Enables IP Multicasting on the network. interface Vlan16

description AP Management VLAN

ip address 172.16.16.1 255.255.254.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface.

 interface Vlan47

description Wireless Client

ip address 192.168.47.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface. ! interface Vlan48

description Wired Client

ip address 192.168.48.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface. interface Vlan84

description Wireless Management VLAN

ip address 10.63.84.1 255.255.254.0

ip pim dense-mode ! end

設定は L2 アクセス スイッチで IGMP Snooping が有効に されたデフォルトで on Cisco スイッチ
であるので必要とされません。

確認とトラブルシューティング

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

設定を確認するために、かどうか有線ネットワークを通るマルチキャスト トラフィックフロー 出
典 W1 からのマルチキャスト トラフィックを送信 し、確認する必要があり、配線されたワイヤ
レス グループ メンバー（C1）に達する。

ネットワークに IP マルチキャストが適切に設定されているかどうかをテストするには、次の作業
を実行します。

コア スイッチおよび IGMP メンバーシップ wth のマルチキャスト ルーティングをコマンド show
ip mroute チェックし、ip igmp メンバシップを示して下さい。  前の例からの出力はここに示され
ています。

CORE1-R1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

https://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html
https://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html


Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.255.255.250), 21:19:09/00:02:55, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan48, Forward/Dense, 00:04:48/00:00:00

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 21:19:09/00:00:00

(*, 239.100.100.100), 00:01:58/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00

(192.168.48.11, 239.100.100.100), 00:01:58/00:02:58, flags: T

Incoming interface: Vlan48, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00, H

(*, 224.0.1.40), 1d21h/00:02:54, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 1d01h/00:00:00

(*, 239.2.2.2), 01:21:13/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00

(10.63.84.48, 239.2.2.2), 00:33:46/00:02:51, flags: T

Incoming interface: Vlan84, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00, H

CORE1-R1#show ip igmp membership

Flags: A - aggregate, T - tracked

L - Local, S - static, V - virtual, R - Reported through v3

I - v3lite, U - Urd, M - SSM (S,G) channel

1,2,3 - The version of IGMP, the group is in

hannel/Group-Flags:

/ - Filtering entry (Exclude mode (S,G), Include mode (G))

Reporter:

<mac-or-ip-address> - last reporter if group is not explicitly tracked

<n>/<m> - <n> reporter in include mode, <m> reporter in exclude

Channel/Group Reporter Uptime Exp. Flags Interface

*,239.2.2.2 172.16.16.17 00:33:25 02:48 2A Vl16 !--- AP membership to CAPWAP multicast address.

*,224.0.1.40 10.63.84.1 1d01h 02:38 2LA Vl84

*,239.100.100.100 192.168.47.10 00:01:45 02:56 2A Vl47 !--- Wireless Client C1 to Stream

multicast address .

*,239.255.255.250 192.168.48.11 00:05:03 02:58 2A Vl48

*,239.255.255.250 10.63.85.163 21:19:25 02:40 2A Vl84

またマルチキャスト ルーティングがきちんとはたらくようにするためにコマンド show ip mroute
count を使用できます:



CORE1-R1#show ip mroute count

IP Multicast Statistics

10 routes using 5448 bytes of memory

6 groups, 0.66 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 239.255.255.250, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.100.100.100, Source count: 1, Packets forwarded: 1351, Packets received: 1491

Source: 192.168.48.11/32, Forwarding: 1351/14/1338/151, Other: 1491/0/140

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.2.2.2, Source count: 1, Packets forwarded: 3714, Packets received: 3726

Source: 10.63.84.48/32, Forwarding: 3714/28/551/163, Other: 3726/0/12

これらの出力により、送信元の W1 からのマルチキャスト トラフィック フローがグループ メン
バによって受信されることを確認できます。

関連情報

エンタープライズ モビリティ 8.5 設計 ガイド●

無線 LAN コントローラでの VLAN の設定例●

Wireless LAN Controller と Lightweight アクセス ポイントの基本設定例●

IP Multicast: White Papers●

ワイヤレス製品に関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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https://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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