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概要

この資料が Unified Computing System （UCS）内のマルチキャストを設定するために必要なプロ
シージャを記述したものです。 マルチキャスト（MCAST）は複数のユーザーにネットワークを
渡るデータを同時に送信 する機能です（一対多または多くの多くのグループ通信）。 インターネ
ット グループ管理プロトコル（IGMP）はマルチキャストの重大なコンポーネントです。 IGMP
の第一の目的はローカル ネットワークの IP マルチキャスト ルータにマルチキャスト トラフィッ
クを、受信する欲求を伝える割り当てホストにあります。 と引き換えにこれは、割り当て IP マ
ルチキャスト ルータ規定 されたマルチキャスト グループにホストの方のネットワーク セグメン
トにマルチキャスト トラフィックを転送し始めるために「加わり」。

前提条件



要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCS●

Nexus マルチキャスト切り替え●

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。

ファブリック相互接続- 6100/6200●

UCSM （Unified Computing System マネージャ）●

アップストリーム スイッチ（EX; Nexus 5000）●

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Unified Computing System マネージャ（UCS-M）バージョン 2.1 前:

UCS のマルチキャストにデフォルトで有効に なる IGMP Snooping があり、これは無効に す
ることができません。 （Cisco Technical Assistance Center （TAC）はデバッグ プラグイン
によって無効に なる可能性があります）。

●

UCS ファブリック Interconnects IGMP querier 機能性がありません; これはアップストリー
ム L2 ネットワークのデバイスの querier 機能性を有効に するように要求します。

●

はたらくこれのために VLAN で querier VLAN か IGMP でマルチキャスト ルータを必要とし
ます。

●

Del Mar 2.1 メモ:

デフォルトで、IGMP Snooping は有効に なります、ネットワーク管理者はベテランであるか
もしれない有害なパフォーマンスおよび IGMP Snooping を無効に する必要条件を十分確認
する必要があります。

●

IGMP Snooping 設定はただ利用でき、VLAN ごとごとの a で設定可能、IGMP Snooping をグ
ローバルに 有効に するか、または無効に することができません。

●

IGMP Snooping を無効に する機能は両端 ホスト モード（EHM）およびスイッチ モードでサ
ポートされます。

●

ネットワーク グループ（Del Mar の別の新しい機能）のマルチキャスト ポリシーのためのサ
ポート無し。

●

ファブリック相互接続仕様:

6100 シリーズ ファブリック相互接続（FI）の場合、すべての VLAN はデフォルト マルチキ
ャスト ポリシーしか使用なできます; ただし、ユーザはこのデフォルトポリシーの IGMP

●



Snooping/Querier 状態を修正できます。 それがエラーを投げる他のどのマルチキャスト ポリ
シーも設定すれば、デフォルト マルチキャスト ポリシーだけが」。サポートされます、「の
ために X ファブリック相互接続の VLAN
ある特定の VLAN のためのマルチキャスト ポリシーを変更することは 6200 FIs とない
6100s だけで（デフォルト マルチキャスト ポリシー以外のポリシーに）サポートされます。
6100 FIs である原因はです Gatos ASIC の制限が原因 VLAN の異なるマルチキャスト ポリシ
ーがある場合がありません。 この制限は Carmel ASIC との 6200 FIs にありません。

●

UCS マルチキャスト 設定 オプション

エンド ホスト モードの設定

Querier 有効に なった/IGMP IGMP Snooping は有効に なりました

それはブレードにだけクエリを送ります。 それはアップストリーム ネットワークに IGMP ク
エリを送りません。

●

FIs はアップストリーム スイッチにこれがネットワークのエンド ホスト モードのロールを否
定すると同時に IGMP クエリを送りません。 これは FIs に送信 される不必要なマルチキャス
ト トラフィックに（制御およびデータ両方）導く場合があります。 これは EHM FIs を責任
があってもらうブレードだけに IGMP クエリを送信するためにそれがなぜことにされたか原
因です。

●

その結果、公認設定の 1 つを必要として下さい:●

公認設定:

アップストリーム スイッチで querier IGMP を有効に なる IGMP Snooping で設定するか、また
はマルチキャスト トラフィックにあふれるためにアップストリーム スイッチの IGMP Snooping
を無効に して下さい。 また、スイッチ モードに FIs を変更して下さい。

Querier 有効に なった/IGMP IGMP Snooping は無効に なりました

デフォルトモード、同じと Del Mar 以前リリースします。●

次のいずれかを必要とします: IGMP Snooping の VLAN のためのアップストリーム スイッチ
の IGMP Querier は VLAN の有効に なりましたりまたはマルチキャスト ルータ。

●

Querier 無効に なった/IGMP IGMP Snooping は無効に なりました

FIs フラッド VLAN のマルチキャスト トラフィック。●

公認設定の 1 つが正常にはたらくように要求します:●

公認設定:

アップストリーム スイッチは有効に なる IGMP Snooping があるか、またはそれをマルチキャス
ト トラフィックにあふれるためにアップストリーム スイッチで無効に してもらう場合がありま
す。

Querier 無効に なった/IGMP IGMP Snooping は有効に なりました



これは有効なコンフィギュレーションではないです。●

これは UCSM によって正しくブロックされます。●

切り替えモードの設定

Querier 有効に なった/IGMP IGMP Snooping は有効に なりました

アップストリーム ネットワークへの FIs 前方 IGMP クエリ。●

アップストリーム スイッチは FIs で設定される IGMP querier について学習しますそして FIs
の方の MCAST トラフィックを構築し、転送します。

●

次のいずれかを必要とします: IGMP Snooping のアップストリーム スイッチはマルチキャス
ト トラフィックにあふれるために無効に なった スヌーピングが有効に するか、またはあり
ます。

●

Querier 有効に なった/IGMP IGMP Snooping は無効に なりました

前に Del Mar リリースとデフォルトモード、同じ。●

次のいずれかを必要とします: IGMP Snooping の VLAN のためのアップストリーム スイッチ
または VLAN のマルチキャスト ルータの IGMP Querier は有効に なりました。

●

Querier 無効に なった/IGMP IGMP Snooping は無効に なりました

VLAN の FIs フラッド マルチキャスト トラフィック。●

次のいずれかを必要とします: 有効に なる IGMP Snooping のアップストリーム スイッチま
たはそれをマルチキャスト トラフィックにあふれるために無効に してもらうため。

●

Querier 無効に なった/IGMP IGMP Snooping は有効に なりました

これは有効なコンフィギュレーションではないです。●

これは UCSM によって正しくブロックされます。●



UCS およびアップストリーム設定

設定-作成して下さい

IGMP Snooping は VLAN ごととないインターフェイス レベルで利用できます。 UCSM から、こ
れはネームド VLAN のマルチキャスト ポリシーで設定することができます。

1. 新しいマルチキャスト Policies ノードをの下で LAN > LAN > ポリシー > ルート追加して下さ
い。

2. マルチキャスト ポリシーの作成、修正および削除のサポートがあります。

3. VLAN が作成されるとき既存のマルチキャスト ポリシーを選択するためのオプションがありま
す。

4. そして既に作成されている VLAN の既存のマルチキャスト ポリシーを接続するためのサポート
。

注: マルチキャスト ポリシーはルート ポリシー ツリーの下にだけあり、副組織の下で個々
のポリシーを作成できません。

デフォルトポリシー

デフォルト マルチキャスト ポリシーは 2.1 Del Mar リリース前にファブリック相互接続動作と一
直線に保存します:

有効に なる IGMP スヌーピング

IGMP Querier-は無効に なりました



設定–続けられる作成して下さい

ステップ 1.新しいマルチキャスト Policies ノードをの下で LAN > LAN > ポリシー > ルート追加
して下さい。



ステップ 2.マルチキャスト ポリシーを右クリックし、そしてマルチキャスト ポリシーを作成し
て下さい。

ステップ 3 これとそれから示されます:



名前をつけ、IGMP Snooping およびスヌーピングク エリア状態を設定して下さい。

ステップ 4 IGMP Snooping Querier が有効に なる間、IGMP Snooping を無効に するように試み
れば、これはこれが有効なコンフィギュレーションではないように、エラーを投げます。



ステップ 5 新しい VLAN の作成の間に、今マルチキャスト ポリシー名を規定 する e オプション
があります。



設定–割り当てて下さい

VLAN で異なるポリシーが設定されていると例。 マルチキャスト ポリシー名はマルチキャスト
ポリシー 例がファブリックによって実際に相互接続するどこに使用されているか設定するもので
す。



同じ VLAN ID のすべての VLAN オブジェクトに同じ VLAN ID を指す複数の VLAN オブジェクト
を、マルチキャスト ポリシーを適用する時、それ適用されれば作成すれば。 適用される最新のマ
ルチキャスト ポリシーはすべてに適用されます。 例えば: QMulticast は Snoop_off_qu_off
（VLAN 38）に変更しました。

CLI による UCS マルチキャスト ポリシーの作成

スコープ org の下でマルチキャスト ポリシーを作成するために新しいコマンドを追加して下
さい。

●

MiniMe-B# スコープ org



MiniMe-B /org は# mcast ポリシー <name> を作成します

マルチキャスト ポリシーのためのセットのプロパティ。●

MiniMe-B /org/mcast-policy #set querier <enable/disable>

MiniMe-B /org/mcast-policy #set スヌーピング <enable/disable>

既存のマルチキャスト ポリシーを表示する新しいコマンド。●

MiniMe-B #スコープ org

MiniMe-B /org は# mcast ポリシーを示します

既存のマルチキャスト ポリシーを削除する新しいコマンド。●

MiniMe-B #スコープ org

MiniMe-B /org #削除 mcast ポリシー <name>

VLAN を作成するとき、ユーザは VLAN に既存のマルチキャスト ポリシーを追加することを
割り当てました。

●

MiniMe-B# スコープ eth アップリンク

MiniMe-B /eth-uplink #スコープ VLAN <vlan>

MiniMe-B /eth-uplink/vlan #セット mcastpolicy <name>

アップストリーム スイッチの設定

アップストリーム スイッチで、仕様 VLAN で querier IGMP Snooping を設定して下さい、
querier IGMP Snooping は UCS マルチキャスト ポリシーの IP を一致する必要があります。

●

AGR012-5K-A(config)# VLAN 38

AGR012-5K-A(config-vlan)# VLAN構成 38

AGR012-5K-A(config-vlan-config)# ip igmp スヌーピングク エリア 172.16.38.124 （IP は異なる
可能性が高いです）

確認

ip igmp スヌーピング VLAN に <vlan id> を示して下さい（これはアップストリーム スイッチ
かファブリック相互接続ですることができます。）

●

（VLAN 38 のための UCS スヌーピング コマンド 出力は N5k の querier だけ現在アクティブであ
ることを querier UCSM および N5k で設定される、示すことを確認し（予想通り）。 VLAN 39
が設定されない間。

http://172.16.38.124


ip igmp スヌーピングク エリア VLAN に <vlan id> を示して下さい（これはアップストリーム
スイッチかファブリック相互接続ですることができます。）

●

ip igmp スヌーピング グループに VLAN を <vlan id> 示して下さい（これはアップストリーム
スイッチかファブリック相互接続ですることができます。）

●

これはマルチキャストのためのアクティブポートおよび querier IGMP を示します。●



ip igmp スヌーピング統計情報 VLAN に <vlan id> を示して下さい（これはアップストリーム
スイッチかファブリック相互接続ですることができます。）

●



AGR012-5K-A#show MAC アドレス テーブル マルチキャスト●

Legend:

- primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last

seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address     Type     age     Secure NTFY   Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

38       0100.5e10.2604   igmp     0         F   F Eth1/2 Router

38       0100.5e7f.fffd   igmp     0         F   F Eth1/2 Router  

0100.5e7f.2604 = 224.127.38.4 (Multicast Group Address)

0100.5e7f.fffd = 224.127.255.253 (Multicast Group Address)

AGR012-5K-A# ethanalyzer ローカル インターフェイス受信下位ディスプレイ フィルタ igmp
制限

●

これは実際のビデオ ストリーム データを、ちょうど IGMP データ キャプチャしません。 このツ
ールはコントロール トラフィックをキャプチャします。 （EX; それはときホストが加入する示し
ましたりまたはグループを脱退します。）

Capturing on inband

2009-12-02 02:11:34.435559 172.16.38.5 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

224.0.0.252 for any sources

2009-12-02 02:11:55.416507 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:55.802408 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:59.378576 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

236.16.38.4 for any sources

トラブルシューティング

UDPCAST （http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html)●

このアプリケーションは 2 つの異なるホスト、送信側およびレシーバでダウンロードされま
す。 それを使うと、出典からの単一 コマンドで複数の宛先への 1 つのファイルの転送を使う
とマルチキャスト トラフィックをすぐに生成できます。

●

http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html


VLC （http://www.videolan.org/vlc/index.html)●

（VLC で流れる方法を示すイメージはここにあります。 方法に関する情報このプロセス オンラ
インをするかなりたくさんです。）

http://www.videolan.org/vlc/index.html




IGMP を生成し Iperf のトラフィックをマルチキャストする方法か。

Iperf か Jperf は Linux および Windows OS で IGMP を生成し、トラフィックをマルチキャス
トできる非常に役に立つツールそれ動作できますです。

●

マルチキャスト 送信側 CLI。●

# iperf -c 239.1.1.1 -i 1 -u -t 600 -b 10M



iperf sender options:

-c  239.1.1.1 : send traffic to multicast IP address 239.1.1.1

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

-t 600 : send traffic for 600 seconds

-b 10M: UDP traffic bandwidth is10Mbps

マルチキャスト レシーバ CLI。●

# iperf -s -B 239.1.1.1 -i 1 -u

iperf receiver options:

-s : server mode

-B 239.1.1.1 : listening to IP address 239.1.1.1, as it is a multicast IP address, so this is a

multicast receiver.

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

関連情報

Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS マルチキャスト ルーティングコンフィギュレーション ガ
イド、リリース 5.0(3)N1(1)

●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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