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スイッチド デジタル ビデオ シリーズ
スイッチド デジタル ビデオ（SDV）サービスは、Cisco cBR-8 ルータの MPEG ビデオ サブシステ
ム用にサポートされています。このサービスは「ビデオ セッション」として管理されるマルチ
キャスト IP パケット ベースのビデオ ストリームで構成されています。Cisco cBR-8 ルータは、Any
Source Multicast（ASM）セッションと Source Specific Multicast（SSM）セッションの両方をサポー
トしています。
• ASM の場合、入力はグループ IP アドレスによって識別されます。
• SSM の場合、入力は送信元 IP アドレスとグループ IP アドレスのペアによって識別されま
す。
いずれの場合も UDP ポートは無視されます。ASM と SSM の両方を共存させることはできます
が、グループ IP アドレスで重複しないようにする必要があります。そのため、1 つのグループ IP
アドレスに対しては、1 つの ASM か、1 つまたは複数の SSM を使用できます。

セッション クローニング
セッション クローニングとは、入力を複数の出力 QAM チャネルに転送する機能を指します。マ
ルチキャスト セッション以外はクローンできません。出力 QAM チャネルは、同一または異なる
ライン カード上に配置できます。ただし、入力は同じ QAM チャネル上ではクローンできません。
クローニングはセッションベースの GQIv2 セッションまたはテーブルベースのセッションで使用

Cisco IOS XE Everest 16.5.1 用シスコ コンバージド ブロードバンド ルータのビデオ コンフィギュレーショ
ン ガイド
1

スイッチド デジタル ビデオ
冗長マルチキャスト送信元

できます。また、再マップ対象セッション、パススルー セッション、およびデータ パイピング
セッションに適用できます。クローンされたセッションはすべて、処理タイプ、ビットレート、
およびジッター値が同じである必要があります。再マップ対象セッションの場合、出力コピーご
とに異なる出力プログラム番号が設定されます。

冗長マルチキャスト送信元
冗長マルチキャスト送信元機能は、ビデオ セッションごとに最大 4 つの SSM/ASM マルチキャス
ト アドレスのペアをサポートします。ただし、出力 QAM に転送されるのは、1 つの送信元から
のマルチキャスト トラフィックだけです。アクティブな送信元に障害が発生した場合、自動的に
別の送信元が選択されます。マルチキャスト送信元は冗長グループ内で一意にする必要があり、
冗長グループ間でオーバーラップさせることはできません。
送信元の順序は、マルチキャスト セッションが GQI または VSRM を介して設定されている場合
に重要です。特定のグループ IP アドレスでは、送信元 IP アドレスは同じ順序で指定する必要が
あります。
例：2 つのセッションで使用されるグループ IP アドレス（232.1.2.3）には同じ順序で指定された
送信元 IP アドレスが必要です。
グループ IP 232.1.2.3 source 174.2.3.4 source2 174.4.5.6 source3 174.7.8.9 を指定して設定されている
セッション A と、セッション B またはセッション A の設定後にグループ IP 232.1.2.3 を使用して
作成された任意のセッションは、セッション A に指定されているものと同じ順序（source 174.2.3.4
source2 174.4.5.6 source3 174.7.8.9 の順）で送信元 IP アドレスが指定されている必要があります。
このように設定することで、送信元の切り替えが発生したときに、すべてのセッションが同じ送
信元 IP アドレスに切り替わります。さらに、GQI を介して設定されているセッションには、冗長
性のために使用可能な送信元を 3 つまで設定できます。テーブルベースのセッション用に設定さ
れているマルチキャスト ラベルには、冗長性のために使用可能な送信元を 4 つまで設定できま
す。
マルチキャスト ラベルでは一意なグループと S/G のペアを使用する必要があります。これらのペ
アを、他のマルチキャスト ラベルや S/G のペアを使用するマルチキャスト セッションで使用する
ことはできません。たとえば、1つのマルチキャスト セッションが {[S1、G]、[S2、G]、および
[S3, G]} を使用している場合、他のペアが {[S1、G]、[S4、G]} を使用することはできません。
マルチキャスト送信元の変更はセッションの状態（INIT、IDLE、ACTIVE、または OFF）に基づ
いて行われます。設定当初のセッションの状態は INIT で、しばらくはこの状態が続きます。INIT
タイマーが切れる前にトラフィックが開始された場合は ACTIVE 状態に遷移し、それ以外の場合
は IDLE 状態に遷移します。
トラフィックが開始されると、トラフィックが流れているかぎり、セッションは ACTIVE 状態が
続きます。IDLE タイマーよりも長い時間トラフィックが停止した場合、セッションは IDLE 状態
に遷移します。IDLE 状態の間、セッションの PAT および PMT は出力として保持されます。この
状態でトラフィックが再開されるとセッションは再び ACTIVE 状態に遷移し、それまでの PSI と
再マッピング情報はいずれも変更されません。
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スイッチド デジタル ビデオの利点

OFF タイマーが切れる前にトラフィックが開始または再開されなかった IDLE 状態のセッション
は OFF 状態に遷移します。OFF 状態のセッションに対するトラフィックが再開された場合は、新
しいセッションとして処理されます。

ACTIVE から IDLE に遷移するセッションには高い優先順位が設定され、新たに作成されたセッ
ションや INIT から IDLE に遷移したセッションよりも優先的にバックアップ ソースに移行されま
す。

スイッチド デジタル ビデオの利点
スイッチド デジタル ビデオには次の利点があります。
• 必要なスペース、メンテナンス作業、およびコストを削減できます。
• お客様による帯域幅のオーバーサブスクライブが可能になります。

スイッチド デジタル ビデオの前提条件
• マルチキャスト機能にアクセスするには、マルチキャスト ルーティングを設定します。
• テーブルベース セッションの送信元を切り替えるには、マルチキャスト ラベルの送信元を
2 つ以上を設定し、目的のセッションに関連付けます。

スイッチド デジタル ビデオの制約事項
• マルチキャスト ラベルの作成時に、最大 4 つの送信元を 1 つのグループ IP アドレスに関連
付けることができます。
• ラベルは、テーブルベース ビデオ セッションでのみ使用されます。
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スイッチド デジタル ビデオに関する情報

• GQI ツールで作成されたセッションはラベルを使用しません。ただし、1 つのグループ IP ア
ドレスに関連付けられた最大 3 つの送信元を持つことができます。

スイッチド デジタル ビデオに関する情報
QAM 共有
ユニキャスト ビデオ セッションとマルチキャスト ビデオ セッションは、VOD、SDV、またはゲー
ム セッション用に同じ QAM チャネル上に共存できます。サービス間の QAM リソースのオーバー
サブスクリプションを避けるために、QAM 共有には共通の Edge Resource Manager が必要です。

（注）

MPTS パススルー セッションとの QAM の共有はサポートされていません。

QAM 複製
マルチキャスト セッションは、同じライン カードまたは異なるライン カードのポート間で複製
できます。
クローン セッションと複製されたセッションには次のような違いがあります。
• クローン セッションは、セッション作成時にユーザによって開始されます。各セッションに
は固有のセッション ID があり、異なる出力設定を持つことができます。
• 複製されたセッションは、同じ出力設定属性を持ちます。ライン カード間で複製されたセッ
ションについては、各ライン カード上のセッションが固有の一意のセッション ID を持ちま
す。

MPTS パススルー セッション
スイッチド デジタル ビデオ（SDV）セッションは、通常、マルチキャスト SPTS 再マッピング タ
イプです。Cisco cBR-8 ルータは、マルチキャスト MPTS パススルーおよびデータパイピング セッ
ション タイプもサポートしています。
MPTS セッションは、PID 空間とプログラム番号空間において、すでに QAM 内に存在する他の
セッションとの衝突がないものと見なされます。したがって、 SPTS 再マッピング セッションと
MPTS パススルー セッションは、同じ QAM 上に共存できません。そうでない場合、MPTS と SPTS
の再多重化において PID およびプログラム番号が出力 QAM チャネル上で一意でない状況で競合
が発生する可能性があります。
パススルー セッションの場合は、次のようになります。
• PAT が探索され、正しい TSID で再生成されます。
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スイッチド デジタル ビデオ サービスの設定方法

• PMT とその他のプログラム データは変更されません。
• PID の再マッピングは実行されません。
• 入力 NULL パケットはドロップされます。
• オーバーサブスクリプションによりランダムな TP ドロップが発生し、すべてのゴースト PID
が出力で保持されます。

スイッチド デジタル ビデオ サービスの設定方法
マルチキャスト ルーティングの設定
IP マルチキャスト分散スイッチング（MDS）を有効にすることにより、ライン カードで受信され
るマルチキャスト パケットの分散スイッチングが実現されます。
enable
configure terminal
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm range all-multicasts
ip pim rp-address ip-address
interface type number
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp version 3
cable video
multicast-uplink interface-name access-list access-list-name

マルチキャスト ラベルの設定
Cisco cBR-8 ルータはバックアップのために、マルチキャスト セッションごとに最大 4 つのマルチ
キャスト アドレス ペアをサポートしています。テーブルベースのマルチキャスト セッションに
追加の送信元を指定するには、ラベルが設定され、セッション設定に添付されている必要があり
ます。最大 2000 のマルチキャスト ラベルを作成できますが、一度にアクティブにできるのは 2048
のマルチキャスト アドレスのみです。
マルチキャスト ラベルは、複数のマルチキャスト送信元 [S, G] がセッションのバックアップとし
て使用されている場合に、テーブルベースセッション設定に使用されます。マルチキャストラベ
ルは、作成または削除のみが可能で、変更はできません。マルチキャスト ラベルは、それを使用
するセッションが削除されるまで削除できません。
マルチキャスト ラベルで使用されるグループは、マルチキャスト S/G ペアと同様に、一意である
必要があります。ただし、グループが一意であるかぎり、送信元を複数のラベルで使用できます。
1 つのラベルで最大 4 つのマルチキャスト送信元が許可されます。ラベルが複数のセッションで
使用される場合、それらのセッションはクローン セッションと見なされます。
enable
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マルチキャスト テーブルベース セッションの設定

configure terminal
cable video
table-based
multicast-label label group group-ip source source-ip source2 source-ip source3 source-ip source4
source-ip

マルチキャスト テーブルベース セッションの設定
テーブルベース ユニキャスト セッションの設定と同様に、テーブルベース LED に割り当てられ
た各 QAM キャリアで、セッションを個別のセッションとして設定できます。
マルチキャスト セッションは、単一の入力マルチキャスト入力送信元または複数の入力送信元
（バックアップのため）を使用して設定できます。複数のバックアップ送信元の場合は、ラベル
をセッション設定に関連付ける必要があります。同じラベルを異なる QAM チャネル上の複数の
セッションに適用できます。これらのセッションはクローン セッションと見なされます。
同じライン カード内の複数の QAM でのセッション クローニングの場合は、トラフィックのコ
ピーが 1 つだけライン カードに転送されます。ライン カードは、入力パケットを複製し、それら
を複数の QAM に転送します。再マッピングされたセッションのクローン コピーごとに、同じ出
力プログラム番号または異なる出力プログラム番号が割り当てられます。
enable
configure terminal
cable video
table-based
vcg vcg-name
rf-channel channel
session session-name group group-ip source source-ip processing-type {remap | passthru |
data} start-program program-num [bit-rate bit-rate-number] [jitter jitter-number] [cbr | vbr]

送信元スイッチングの設定
現在の送信元がダウンすると、送信元スイッチングが自動的に行われます。複数の送信元 IP が設
定されている場合、ソフトウェアは自動的に次の有効な送信元 IP に切り替えます（使用可能な場
合）。ただし、ある有効な送信元から別の有効な送信元に強制的に切り替えるには、次のコマン
ドを使用します。
Router(config)#

cable video source-switch from-group group-ip from-source source-ip

or
Router(config)#

cable video source-switch to-group group-ip to-source source-ip

スイッチド デジタル ビデオの設定確認
Router#show cable video session logical-edge-device id 2
Total Sessions = 4
Session

Output

Streaming

Session Session Source
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UDP

Output

スイッチド デジタル ビデオ
スイッチド デジタル ビデオの設定のトラブルシューティング

Input
Output Input
Output
Encrypt Encrypt
Session
Id
Port
Type
Type
Ucast Dest IP/Mcast IP (S,G)
Port Program
State
State Bitrate Bitrate Type
Status
Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2097152
142
Remap
SSM
175.2.5.6,232.5.6.7
0
1
OFF
ON
0
0
CLEAR
SESS_PME2.1.7.338
2097153
163
Remap
SSM
175.6.1.13,232.2.1.6
0
2
INIT
ON
0
0
CLEAR
SESS_PME3.1.7.497
2097154
184
Passthru
SSM
175.2.6.7,232.5.6.15
0
OFF
ON
0
0
CLEAR
SESS_PME4.1.7.656
2097155
230
Data-Piping SSM
175.7.2.2,232.2.6.7
0
OFF
ON
0
0
CLEAR
SESS_PME6.1.7.978
Router#show cable video session logical-edge-device id 2 session-id 2097152
Session Name
: SESS_PME2.1.7.338
Session Id:
: 2097152
Creation Time:
: Fri Jun 24 16:30:45 2016
Output Port
TSID
ONID
Number of Sources
Source IP
Group IP
UDP Port
Config Bitrate
Jitter
Processing Type
Stream Rate
Program Number
Idle Timeout
Init Timeout
Off Timeout
Encryption Type
Encryption Status

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

142
142
0
1
175.2.5.6
232.5.6.7
0
not specified
100 ms
Remap
VBR
1
2000 msec
2000 msec
60 sec
CLEAR
-

Input Session Stats:
====================
State: OFF, Uptime: 0 days 00:26:35
IP Packets: In 0, RTP 0, Drop 0
TP Packets: In 0, PCR 0, PSI 0, Null 0
Unreference 0, Discontinuity 0
Errors: Sync loss 0, CC error 0, PCR Jump 0,
Underflow 0, Overflow 0, Block 0
Bitrate: Measured 0 bps, PCR 0 bps
Output Session Stats:
=====================
State: ON, Uptime: 0 days 00:26:35
TP Packets: In 0, PCR 0, PSI 0,
Drop 0, Forward 0, Insert 0
Errors: Info Overrun 0, Info Error 0, Block 0, Overdue 0,
Invalid Rate 0, Underflow 0, Overflow 0
Bitrate: Measured 0 bps

スイッチド デジタル ビデオの設定のトラブルシューティング
問題

考えられる原因

推奨される解決策

%ERROR: Duplicate multicast
source 175.2.5.6 group 232.5.6.7
not allowed for use in label
groupDuplicate.

グループと送信元が、既存のラ マルチキャスト ラベル間で一
ベルにすでに使用されていま 意のグループと送信元 IP を割
す。
り当てます。
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スイッチド デジタル ビデオの設定例

問題

考えられる原因

推奨される解決策

%ERROR: Duplicate multicast
送信元がラベル内で繰り返され マルチキャストラベル内で一意
source 178.3.3.3 group
ました。
の送信元 IP を割り当てます。
232.222.222.222 not allowed
within label DuplicateSourceHere.
%ERROR: Duplicate multicast
重複するグループ IP を使用し
source 175.2.5.6 group 232.5.6.7 てセッションが作成されまし
not allowed for use in this session. た。このグループ IP が既存の
マルチキャスト ラベルで使用
されていました。

一意のグループ IP を使用して
セッションを作成します。

%ERROR Only one multicast
一定の範囲の RF チャネルで
RF チャネルの範囲は許可され
session can be created per multicast セッションが作成されました。 ません。1 つの RF チャネルで
session command; rf-channel range
セッションを作成します。
values, such as rf-channel 20-30,
not allowed.

スイッチド デジタル ビデオの設定例
例 1：テーブルベース マルチキャスト セッションの設定
enable
configure terminal
ip pim rp-address 9.1.1.1
ip pim ssm range all-multicasts
ip access-list standard all-multicasts
permit 233.0.0.0 0.255.255.255
permit 234.0.0.0 0.255.255.255
permit 235.0.0.0 0.255.255.255
permit 236.0.0.0 0.255.255.255
permit 237.0.0.0 0.255.255.255
permit 238.0.0.0 0.255.255.255
permit 232.0.0.0 0.255.255.255
permit 224.0.0.0 0.255.255.255
permit 239.0.0.0 0.255.255.255
interface TenGigabitEthernet4/1/2
ip address 2.33.1.1 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
ip ospf 64512 area 9
load-interval 30
cable video
multicast-uplink TenGigabitEthernet4/1/2 access-list all-multicasts
service-distribution-group sdg-1 id 1
rf-port integrated-cable 7/0/0
virtual-carrier-group vcg-1 id 1
service-type narrowcast
rf-channel 0-55 tsid 1-56 output-port-number 1-56
bind-vcg
vcg vcg-1 sdg sdg-1
logical-edge-device led_multicast id 1
protocol table-based
virtual-edge-input-ip 174.102.1.1 input-port-number 1
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スイッチド デジタル ビデオの設定例

vcg vcg-1
active
table-based
multicast-label label1 group 232.2.1.1 source 175.2.2.2
vcg vcg-1
rf-channel 0
session mcast1 multicast-label label1 processing-type remap start-program 1 jitter
100 vbr
session mcast2 group 236.0.1.1 source 175.10.5.2 processing-type passthru jitter
100 cbr

例 2：複製されたマルチキャスト パススルー セッションのテーブルベース設定
次に、同じライン カード上のすべての QAM ポートに複製されるマルチキャスト パススルー セッ
ションのテーブルベース設定を示します。

enable
configure terminal
cable video
multicast-uplink TenGigabitEthernet4/1/2 access-list all-multicasts
service-distribution-group sdg1 id 1
rf-port integrated-cable 7/0/0
rf-port integrated-cable 7/0/1
rf-port integrated-cable 7/0/2
rf-port integrated-cable 7/0/3
rf-port integrated-cable 7/0/4
rf-port integrated-cable 7/0/5
rf-port integrated-cable 7/0/6
rf-port integrated-cable 7/0/7
virtual-carrier-group vcg1 id 1
rf-channel 0-95 tsid 0-95 output-port-number 1-96
bind-vcg
vcg vcg1 sdg sdg1
logical-edge-device led1 id 1
protocol table-based
virtual-edge-input-ip 174.102.1.1 input-port-number 1
vcg vcg1
active
table-based
multicast-label mlabel1 group 236.0.1.1 source 175.10.5.2 source2 175.10.6.20 source3
175.10.7.2
vcg vcg1
rf-channel 0
session mcast1 multicast-label mlabel1 processing-type passthru vbr
rf-channel 5
session mcast2 group 237.0.1.1 source 175.10.6.2 processing-type passthru vbr

例 3：QAM 共有の設定
次に、7/0/0 RF ポート上の同じ QAM チャネル上で VOD と SDV の両方について PMT 暗号化テー
ブルベース セッションを作成する例を示します。
cable video
multicast-uplink TenGigabitEthernet4/1/2 access-list all-multicasts
mgmt-intf VirtualPortGroup 0
encryption
linecard 7/0 ca-system pme scrambler dvs042
pme vodsid 111
pme cem 1.200.1.163 5000
pme mgmt-ip 1.33.2.6
service-distribution-group sdg1 id 1
rf-port integrated-cable 7/0/0
virtual-carrier-group vcg1 id 1
virtual-edge-input-ip 174.102.1.1 input-port-number 1
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encrypt
service-type narrowcast
rf-channel 20-34 tsid 20-34 output-port-number 20-34
bind-vcg
vcg vcg1 sdg sdg1
logical-edge-device led1 id 1
protocol table-based
vcg vcg1
active
table-based
multicast-label mlabel1 group 236.0.1.1 source 175.10.5.2 source2 175.10.6.2 source3
175.10.7.2
vcg vcg1
rf-channel 20
session VOD input-port 1 start-udp-port 49152 processing-type remap start-program
1 jitter 100 vbr
session SDV multicast-label mlabel1 processing-type remap start-program 1000 jitter
100 vbr
!

例 4：QAM 複製の設定
次に、4 つのバックアップ送信元を持ち、複数のライン カードと同じライン カード内の複数の RF
ポートで複製されるマルチキャスト セッションを設定する例を示します。
cable video
multicast-uplink TenGigabitEthernet4/1/2 access-list all-multicasts
service-distribution-group sdg-1 id 1
rf-port integrated-cable 7/0/0
rf-port integrated-cable 7/0/1
rf-port integrated-cable 8/0/0
rf-port integrated-cable 8/0/1
virtual-carrier-group vcg-1 id 1
service-type broadcast
rf-channel 0-55 tsid 1-56 output-port-number 1-56
bind-vcg
vcg vcg-1 sdg sdg-1
logical-edge-device led_multicast id 1
protocol table-based
virtual-edge-input-ip 174.102.1.1 input-port-number 1
vcg vcg-1
active
table-based
multicast-label label1 group 232.2.1.1 source 175.2.2.2 source2 175.2.3.2 source3
175.2.4.2 source4 175.5.1.12
vcg vcg-1
rf-channel 0
session mcast1 multicast-label label1 processing-type remap start-program 1 jitter
100 vbr

例 5：SSM セッションの設定
次に、3 つのマルチキャスト送信元を持つ一連の QAM チャネル上の SSM セッションを設定する
例を示します。
table-based
multicast-label label110_1 group 232.2.1.35 source 175.2.2.2 source2 175.6.1.12 source3
175.2.9.2
multicast-label label103_1 group 232.2.1.30 source 175.2.2.2 source2 175.6.1.12 source3
175.2.9.2
vcg vcg-uni-multi0
rf-channel 0
session mcast multicast-label label110_1 processing-type remap start-program 1
jitter 100 cbr
rf-channel 6
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session mcast multicast-label label103_1 processing-type remap start-program 1
jitter 100 cbr

例 6：仮想キャリア グループをサービス タイプ ブロードキャスト設定として持つマルチキャスト
セッション
virtual-carrier-group VCG_PME0 id 1
service-type broadcast
rf-channel 20-35 tsid 100-115 output-port-number 100-115
table-based
multicast-label a2 group 232.5.6.7 source 175.2.5.6
multicast-label exampleLabel group 232.2.1.6 source 175.6.1.13 source2 175.6.1.12 source3
180.1.1.1 source4 175.6.1.14
vcg VCG_PME2
rf-channel 22
session SESS_PME2 multicast-label a2 processing-type remap start-program 1
vcg VCG_PME3
rf-channel 23
session SESS_PME3 multicast-label exampleLabel processing-type remap start-program
2

例 7：パススルーおよびデータ処理タイプを持つセッション
table-based
multicast-label a2 group 232.5.6.7 source 175.2.5.6
multicast-label exampleLabel group 232.2.1.6 source 175.6.1.13 source2 175.6.1.12 source3
180.1.1.1 source4 175.6.1.14
vcg VCG_PME2
rf-channel 22
session SESS_PME2 multicast-label a2 processing-type remap start-program 1
vcg VCG_PME3
rf-channel 23
session SESS_PME3 multicast-label exampleLabel processing-type remap start-program
2
vcg VCG_PME4
rf-channel 24
session SESS_PME4 group 232.5.6.15 source 175.2.6.7 processing-type passthru
vcg VCG_PME6
rf-channel 30
session SESS_PME6 group 232.2.6.7 source 175.7.2.2 processing-type data

スイッチド デジタル ビデオの機能情報
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。
Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウ
ントは必要ありません。

（注）

次の表は、特定のソフトウェア 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。
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機能名

リリース

機能情報

スイッチド デジタル ビデオ

Cisco IOS XE Everest 16.5.1

この機能は、 Cisco cBR シリー
ズ コンバージド ブロードバン
ド ルータ上の Cisco IOS XE
Everest 16.5.1 に統合されまし
た。
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