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概要

この資料はソース マルチキャスト（ASM）モデルのパケットフローを記述したものです。

背景説明

この資料は出力のネイティブ マルチキャスト パケット フローおよび分析の詳細 パケットフロー
を提供したものです。 これはコントロール プレーンおよび転送プレーンで出力される詳細分析お
よびパケットフローについて記述します。

ASM はレシーバに送信側のナレッジがないモデルです。 それは意味しますあらゆるソースから
トラフィックを受信できることを。 レシーバは定期講読するためマルチキャスト グループだけに
こと送信側使用およびインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）このアドレスに向かう
すべてのトラフィックを受信するためにです。

これすべてはこの資料でカバーされます:

1. レシーバがアクティブであると起こる何が。

2. ソースがアクティブであると起こる何が。

3. レジスタが Rendezvous Point （RP）で受け取られる時起こる何が。

4. どのように（S、G）形成される。 最初ホップ ルータ（FHR）まで。

5. どのパスをそれが最初のマルチキャスト ストリームのために選択するか。

6. 2 つのストリームが最後のホップ ルータ（LHR）で受け取ると起こる何が。

7. 最短パスツリー （SPT）が共有ツリーにどのように形成されるか。 スイッチオーバがなぜ起
こるか起こるおよび原因何が丁度。 



マルチキャストツリーを作成するのに Protocol Independent Multicast （PIM）がようにソースと
レシーバ間のマルチキャストルーティングプロトコル使用されています。 ASM では、（*、
G）マルチキャストエントリはところで使用されます*ソースおよび G をですトラフィックを受信
するために興味を起こさせられるマルチキャスト グループアドレス レシーバ表します。

ステップ 1： レシーバはアクティブなとき、IGMP レポート メ
ッセージを送信 します

レシーバの意思表示が受け取られるとき、Designated Router （DR）はそのマルチキャスト
グループのための RP の方の PIM 加入 メッセージを送信 します。

●

この加入 メッセージは a として知られています（*、そのグループにすべてのソースのため
のグループ G に加わるので G）は加入します。

●

（*、G）は移動しますグループのための RP の方にホップバイホップ加入し、各ルータで、
G によってがインスタンス化するグループのためのマルチキャストツリー状態渡ります。

●

LHR はで C フラグがあるので考慮しますラスト・ホップ ルータをあります（*、G）意味するエ
ントリは igmp の使用と直接 接続された レシーバ（実際はこの場合彼自身それ加入します group
コマンドにあります）があることを。



呼び出します。 ソースがアクティブである時

DR は登録 メッセージを、簡潔に言えば送信 する前に、それは RP でし、RP 設定情報およ
びすべてのチェックを PIM が DR および RP ルータの間でイネーブルになっているように要
求してもらうことを確認するために mrouteテーブルを参照しなければなりません。

●

FHR および RP トンネルは両方ソフトウェア レベル トンネルカプセル化およびカプセル化
の解除がある必要があります。

●

レジスタ メッセージはソースの情報ソース グループおよびプロシージャを提供します。●

カプセル化されたマルチキャスト パケットは RP チェックそこに存在 しますかどうか見るた
めに得られ、（*、G）宛先アドレスのための状態。

●

なければ（*、G）状態は、PIM レジスタ停止すぐに送返されます。●





ステップ 3.共有ツリーを形成して下さい

DR は登録 メッセージを、簡潔に言えば送信 する前に、それは RP でし、RP 設定情報およ
びすべてのチェックを PIM が DR および RP ルータの間でイネーブルになっているように要
求してもらうことを確認するために mrouteテーブルを参照しなければなりません

●

FHR および RP トンネルは両方ソフトウェア レベル トンネルカプセル化およびカプセル化
の解除がある必要があります

●

レジスタ メッセージは情報ソース グループおよびプロシージャをソースなら提供します。●

カプセル化されたマルチキャスト パケットは RP チェックそこに存在 しますかどうか見るた
めに得られ、（*、G）宛先アドレスのための状態。

●

なければ（*、G）状態は、PIM レジスタ停止すぐに送返されます。●



ステップ 4. （S、G） FHR の方に到着するパケット

RP のレジスタ メッセージの存在だけ（S は FHR に、G） PIM 旅行に加入します。
FORWARDING 状態を作成するため。

●

マルチキャストトラフィック トラフィック フローのためのハードウェア転送状態を作成する
ために PIM が完全なそれにプロセス加入した後。

●



あれば（*、G）リスナーは、RP マルチキャストソース IP アドレスの方に SPT を組み立て
始めます。 これはアップストリーム インターフェイスを調べるように PIM を送信 するため
に RPF チェックが加入するどこにに実行されたかです。

●

ステップ 5 マルチキャスト パケットの最初ストリーム、共有ツ
リーによるレシーバへの範囲

ルータは株式会社 /RFP インターフェイスで受信された場合だけマルチキャスト ストリーム
を転送します。

●

マルチキャスト パケット 送信元アドレスはユニキャスト RT に対して確認されます。●

加入が送信 したソースの方にインターフェイスおよびネクスト ホップ マルチキャスト ルー
タを判別して下さい。

●

RP は S のためのソース固有のツリーの加入の過程において、データパケット RP にカプセ
ル化され続けますあります。 S からのパケットがまた RP でネイティブで着き始める場合
RP はこれらのパケットのそれぞれの 2 枚のコピーを受け取ります。

●

この時点で、RP はこれらのパケットのカプセル化されたコピーを廃棄し始め S の DR に DR
が不必要にパケットをカプセル化することを防ぐためにレジスタ停止メッセージを送り返し
ます。

●



RP がソース ツリーでソーストラフィックを受信すれば。 ハードウェア ソース パスは確立
しますあります。 ツリーが構築される「T」フラグ広告を設定して下さい。

●

RP は FHR からの RP にトンネルの後で中断 されるにレジスタ停止を受信しますソーストラ
フィックを送ります。

●

このレジスタを停止するために RP を送信 します PIM レジスタ停止メッセージを処理して下
さい 

●





ステップ 6. LHR は SPT からトラフィックおよび共有ツリーの
方の送信 Prune メッセージを受け取ります

マルチキャストトラフィックの 2 つのストリームの受信の後で、LHR はプルーニングします共有
ツリーの方のメッセージを SPT および送信からトラフィックを受信し始めます。

J フラグはそれぞれを意味します（*、G）状態はリーフ ルータによって SPT を切り替えること
です。 

LHR #

（10.0.12.1、239.1.1.1）、00:00:38/00:02:21、フラグ: LJT

 Incoming interface: FastEthernet0/0、RPF nbr 10.0.78.7

 Outgoing interface list:

   GigabitEthernet1/0 は、/希薄、00:00:38/00:02:21 転送します

「F」フラグは PIM DR ルータで作成される状態のために一般的にあります– RP に登録されてい
るフローに対応する転送状態を合図します。 「F」フラグが持続する場合、ルータは RP から
PIM Register-Stopメッセージを受け取ることが多分できこうして SPT に切り替えなかったソー
スがあります。
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