
IGMP のカスタマイズ

インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）は、特定の LANセグメント上でマルチキャ
ストグループに個々のホストを動的に登録する場合に使用されます。インターフェイス上で

Protocol Independent Multicast（PIM）をイネーブルにした場合でも、そのインターフェイス上で
IGMPの動作がイネーブルにされます。

このモジュールでは、次の方法を含む、IGMPをカスタマイズする方法について説明します。

•直接接続の IGMPホストがない場合に、マルチキャストトラフィックが転送されるように
ルータを設定します。

•マルチキャストネットワークエンドポイントまたはホストとしてルータが動作できるよう
に、IGMPバージョン 3（IGMPv3）ホストスタックをイネーブルにする方法。

•ルータによって、IGMPv3環境で特定のグループまたはチャネルに加入している個々のホス
トそれぞれを追跡できるようにする方法。

• IGMP拡張アクセスリストを使用して SSMネットワークへのアクセスを制御する方法。

•ダウンストリームルータに直接接続されていないホストが、アップストリームネットワー
クがソースのマルチキャストグループに加入できるようにするために、IGMPプロキシを
設定する方法。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ

びソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

IGMP のカスタマイズの前提条件
•このモジュールの作業を実行する前に、「IP Multicast Technology Overview」モジュールで説
明している概念をよく理解しておく必要があります。

•このモジュールの作業では、IPマルチキャストがイネーブルに設定され、「ConfiguringBasic
IP Multicast」モジュールで説明されている作業を使用して、Protocol Independent Multicast
（PIM）インターフェイスが設定されていることを前提とします。

IGMP のカスタマイズの制約事項

SSM モードで設定されていないマルチキャストグループでのトラフィックフィルタリング

Source SpecificMulticast（SSM）モードで設定されていないマルチキャストグループに対するトラ
フィックをフィルタリングまたは制限する場合、ソフトウェアで IGMPv3メンバーシップは使用
されません。実際には、Cisco IOSソフトウェアにより、デンスモード、スパースモード、また
は双方向モードで設定されているグループに対するすべての IGMPv3メンバーシップレポート
が、グループメンバーシップレポートに解釈され、すべてのアクティブなソースからのトラフィッ

クがネットワークに転送されます。

IGMP スヌーピングとの相互運用性

IGMPv3メッセージは、IGMPバージョン 1（IGMPv1）およびバージョン 2（IGMPv2）で使用さ
れているメッセージと異なるため、IGMPスヌーピングがサポートされ、IGMPスヌーピングでイ
ネーブルにされているスイッチで IGMPv3を使用するときには、注意が必要です。 IGMPv3メッ
セージがスイッチで認識されない場合、IGMPv3が使用されているときに、ホストではトラフィッ
クが正しく受信されません。この場合は、スイッチ上で IGMPスヌーピングがディセーブルにさ
れているか、または、ルータではインターフェイス上で IGMPv2に対する設定が行われています。
これによって、URL Rendezvous Directory（URD）または IGMP v3liteを使用できないホストアプ
リケーションに対して、SSMを使用する機能が削除されます。
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CGMP との相互運用性

Cisco Group Management Protocol（CGMP）を使用しているネットワークでは、IGMPv3で設定さ
れている場合よりも、IGMPv2で設定されている場合に、より優れたグループ脱退動作が使用さ
れます。 IGMPv2で CGMPが使用され、CGMP脱退機能でスイッチがイネーブルの場合、マルチ
キャストグループに加入しているポートへのトラフィックは、そのポート上の最後のメンバがそ

のグループに対するメンバーシップを廃棄した直後に、ポートから削除されます。この高速脱退

メカニズムは、IGMPv2の一部で、特にCGMP高速脱退対応スイッチによってサポートされます。

IGMPv3では、現在、高速脱退をサポートしているCGMPスイッチはありません。 IGMPv3がネッ
トワークで使用される場合、CGMPは動作し続けますが、CGMP高速脱退サポートは無効で、次
の条件が適用されます。

• CGMPスイッチの新しいポート上にあるホストがマルチキャストグループに参加するたび
に、そのポートは、このグループのトラフィックが送信される宛先のポートのリストに追加

されます。

•特定のポート上のすべてのホストがマルチキャストグループから脱退した場合でも、グルー
プに加入している（同じ仮想 LAN上の）他のポートにホストがある場合は何も行われませ
ん。つまり、そのマルチキャストグループからトラフィックを受信し続けます。

•仮想 LAN（VLAN）にある最後のホストからマルチキャストグループを脱退するときにの
み、このグループのトラフィックのVLANへの転送は、転送スイッチのどのポートにも戻り
ません。

この加入の動作は IGMPv3モードで実際に動作しているマルチキャストグループにだけ適用され
ます。 IGMPv2のみをサポートしているレガシーホストがネットワークにある場合、グループは
IGMPv2に戻され、これらのグループに対して高速脱退が動作します。

CGMP対応スイッチで高速脱退が必要な場合は、IGMPv3をイネーブルにせず、そのインターフェ
イスで IGMPv2を設定することを推奨します。

SSMを使用する場合は、IGMPv3が必要で、次の 2つの構成オプションがあります。

• IGMPv2のインターフェイスのみを設定し、IGMP v3liteおよび URDを使用する。

• IGMPv3をイネーブルにし、CGMPスイッチを介してより高度な脱退遅延を受け入れる。

IGMP のカスタマイズに関する情報

インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）の役割
IGMPは、マルチキャストグループの個々のホストを特定のLANにダイナミックに登録するため
に使用します。インターフェイスで PIMをイネーブルにすると、IGMPもイネーブルになりま
す。 IGMPは、特別なマルチキャストクエリアおよびホストを使用して、ネットワーク全体でマ
ルチキャストトラフィックのフローを自動的に制御および制限する手段を提供します。
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•クエリアは、クエリーメッセージを送信して、特定のマルチキャストグループのメンバで
あるネットワークデバイスを検出するネットワークデバイス（ルータなど）です。

•ホストは、クエリアにホストメンバーシップを通知するためのレポートメッセージ（クエ
リーメッセージに応答するメッセージ）を送信するレシーバで、ルータも含まれます。ホ

ストでは、IGMPメッセージを使用して、マルチキャストグループに加入し、マルチキャス
トグループを脱退します。

ホストは、そのローカルマルチキャストデバイスに IGMPメッセージを送信することで、グルー
プメンバーシップを識別します。 IGMPでは、デバイスは IGMPメッセージを受信し、定期的に
クエリーを送信して、特定のサブネットでアクティブなグループと非アクティブなグループを検

出します。

IGMP のバージョンの違い
Internet Engineering Task Force（IETF）の Request for Comments（RFC）ドキュメントで定義されて
いるように、IGMPには 3種類のバージョンがあります。 IGMPv2は IGMPv1の強化版で、ホス
トがマルチキャストグループからの脱退を通知する機能が追加されていいます。IGMPv3はIGMPv2
の強化版で、あるソース IPアドレスのセットから送信されたマルチキャストだけをリッスンする
機能が追加されています。

表 1：IGMP のバージョン

説明IGMP のバージョン

どのマルチキャストグループがアクティブであ

るかをマルチキャストデバイスが判断できる基

本的なクエリー応答メカニズムと、ホストがマ

ルチキャストグループに加入および脱退できる

ようにするためのその他のプロセスを提供しま

す。 RFC 1112で、IPマルチキャスト用の
IGMPv1ホスト拡張が定義されています。

IGMPv1

IGMPの拡張で、IGMPの脱退処理、グループ
固有のクエリーおよび明示的な最大応答時間

フィールドなどの機能が可能になっています。

また、IGMPv2ではこの作業を実行するために、
マルチキャストプロトコルに依存することなく

IGMPクエリアを選択する機能もデバイスに追
加されます。 IGMPv2は RFC 2236で定義され
ています。

IGMPv2
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説明IGMP のバージョン

ソースフィルタリングを提供します。これによ

り、マルチキャストレシーバホストは、どの

グループからマルチキャストトラフィックを受

信するか、およびこのトラフィックがどのソー

スからのものと想定されているかをデバイスに

知らせることができます。さらに、IGMPv3は
IGMPv3メンバーシップレポートの宛先 IPア
ドレスであるリンクローカルアドレス

224.0.0.22をサポートしています。すべての
IGMPv3対応マルチキャストデバイスは、この
アドレスをリッスンする必要があります。

IGMPv3は RFC 3376で定義されています。

IGMPv3

デフォルトでは、インターフェイスで PIMをイネーブルにすると、そのデバイスで IGMPv2
がイネーブルになります。 IGMPv2は、可能な限り IGMPv1と下位互換性を保つよう設計され
ました。この下位互換性を実現するために、RFC 2236は特別な相互運用性ルールを定義して
います。ネットワークにレガシー IGMPv1ホストが含まれている場合は、これらの運用性ルー
ルをよく知っておく必要があります。 IGMPv1と IGMPv2の相互運用性の詳細については、
RFC 2236『Internet Group Management Protocol, Version 2』を参照してください。

（注）

IGMPv1 を実行するデバイス

IGMPv1デバイスは、「全ホスト」へのマルチキャストアドレスである 224.0.0.1に IGMPクエ
リーを送信して、アクティブマルチキャストレシーバが存在するマルチキャストグループを求

めます。マルチキャストレシーバも、デバイスに IGMPレポートを送信して、特定のマルチキャ
ストストリームの受信を待機していることを通知できます。ホストは非同期に、またはデバイス

によって送信される IGMPクエリーに対応して、レポートを送信できます。同じマルチキャスト
グループに複数のマルチキャストレシーバが存在する場合、これらのホストの1つのみで、IGMP
レポートメッセージが送信されます。他のホストでは、レポートメッセージが抑制されます。

IGMPv1では、IGMPクエリア選択はありません。セグメント内に複数のデバイスがある場合、
すべてのデバイスが定期的に IGMPクエリーを送信します。 IGMPv1には、ホストがグループか
ら脱退できる特別なメカニズムはありません。ホストで、特定のグループに対するマルチキャス

トパケットを受信する必要がなくなった場合は、デバイスから送信される IGMPクエリーパケッ
トに対する応答を行わないだけです。デバイスはクエリーパケットを送信し続けます。デバイ

スが 3回 IGMPクエリーの応答を受信しないと、グループはタイムアウトし、デバイスはグルー
プのセグメントへのマルチキャストパケットの送信を停止します。ホストがタイムアウト期間後

にマルチキャストパケットを受信する場合、そのホストは新しい IGMP joinをデバイスに送信す
るだけです。これにより、デバイスはマルチキャストパケットの転送を再開します。
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LAN上に複数のデバイスが存在する場合は、指定ルータ（DR）を選択して、接続されているホス
トに対するマルチキャストトラフィックの重複を回避する必要があります。 PIMデバイスは DR
を選択する選定プロセスに従います。最も大きい IPアドレスを持つ PIMデバイスが DRになり
ます。

DRは、次のタスクを担当します。

• PIM登録メッセージ、PIM加入メッセージ、および PIMプルーニングメッセージをランデ
ブーポイント（RP）に送信し、ホストグループメンバーシップに関する情報を通知する。

• IGMPホストクエリーメッセージを送信する。

• IGMPオーバーヘッドをホストおよびネットワークでできるだけ低く維持するために、ホス
トクエリーメッセージをデフォルトで 60秒ごとに送信する。

IGMPv2 を実行するデバイス

IGMPv2では、IGMPv1のクエリーメッセージング機能が改善されました。

IGMPv2のクエリーおよびメンバーシップレポートメッセージは、次の2つの例外を除き、IGMPv1
メッセージと同じです。

• IGMPv2クエリーメッセージは、一般クエリー（IGMPv1クエリーと同じ）とグループ固有
クエリーの 2つのカテゴリに分かれる。

• IGMPv1メンバーシップレポートと IGMPv2メンバーシップレポートの IGMPタイプコー
ドが異なる。

IGMPv2では、次の機能に対するサポートを追加することにより、IGMPの機能の強化も行われま
した。

•クエリア選択プロセス：IGMPv2デバイスが、プロセスを実行するマルチキャストルーティ
ングプロトコルに依存せずに、IGMPクエリアを選択できる機能を提供します。

• [MaximumResponse Time]フィールド：IGMPクエリアを使用して最大クエリー応答時間を指
定できる、クエリーメッセージの新しいフィールド。このフィールドで、応答のバースト

性を制御し、脱退遅延を調整するクエリー応答プロセスの調整ができます。

•グループ固有クエリーメッセージ：すべてのグループではなく特定の 1つのグループでクエ
リー操作を実行する目的で、IGMPクエリアを使用することができます。

•グループ脱退メッセージ：グループから脱退することをネットワーク上のデバイスに通知す
る手段をホストに提供します。

DRと IGMPクエリアが通常同じデバイスである IGMPv1とは異なり、IGMPv2では 2つの機能は
分離されます。 DRと IGMPクエリアは異なる基準で選択され、同じサブネット上の異なるデバ
イスである場合があります。 DRはサブネットで IPアドレスが最大のデバイスで、IGMPクエリ
アは最小の IPアドレスを持つデバイスです。

次のように、クエリーメッセージは IGMPクエリアの選択に使用されます。
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1 各 IGMPv2デバイスは起動時に、そのインターフェイスアドレスを一般クエリーメッセージ
のソース IPアドレスフィールドに使用して、当該メッセージを全システムのグループアドレ
ス 224.0.0.1にマルチキャスト送信します。

2 IGMPv2デバイスが一般クエリーメッセージを受信すると、デバイスは自分のインターフェイ
スアドレスとメッセージのソース IPアドレスを比較します。サブネット上の最下位 IPアドレ
スが使用されているデバイスにより、IGMPクエリアが選択されます。

3 すべてのデバイス（クエリアは除く）でクエリータイマーが開始されます。IGMPクエリアか
ら一般クエリーメッセージを受信するたびに、タイマーはリセットされます。クエリータイ

マーが切れると、IGMPクエリアがダウンしたと見なされ、新しい IGMPクエリアを選択する
ために選択プロセスが再度実行されます。

デフォルトでは、タイマーはクエリーインターバルの 2倍です。

IGMPv3 を実行するデバイス

IGMPv3では、ソースフィルタリングのサポートが追加されています。これにより、マルチキャ
ストレシーバホストは、どのグループからマルチキャストトラフィックを受信するか、および

このトラフィックがどのソースからのものと想定されているかをデバイスに知らせることができ

ます。このメンバーシップ情報によって、レシーバがトラフィックを要求したソースからのトラ

フィックだけを転送できます。

IGMPv3では、トラフィックを受信するソースに明示的に信号を送信するアプリケーションがサ
ポートされます。 IGMPv3では、次の 2つのモードで、レシーバにより、マルチキャストグルー
プにメンバーシップの信号が送信されます。

• INCLUDEモード：このモードでは、レシーバはグループにメンバーシップをアナウンスし、
トラフィックを受信する IPアドレスのリスト（INCLUDEリスト）を提供します。

• EXCLUDEモード：このモードでは、レシーバはグループにメンバーシップをアナウンスし、
トラフィックを受信しない IPアドレスのリスト（EXCLUDEリスト）を提供します。つま
り、ホストは IPアドレスが EXCLUDEリストに記載されていないソースからのトラフィッ
クだけを受信します。インターネット標準マルチキャスト（ISM）サービスモデルの場合な
ど、すべてのソースからトラフィックを受信するには、空の EXCLUDEリストを使用して
EXCLUDEモードのメンバーシップを通知します。

IGMPv3は SSMネットワーク環境でホストがチャネル加入者に信号を送信する業界指定の標準プ
ロトコルです。 IGMPv3に依存する SSMでは、ラストホップデバイスおよびホストで実行され
ているオペレーティングシステムのネットワークスタック部分で IGMPv3が使用でき、そのホス
ト上で動作しているアプリケーションで使用されている必要があります。

IGMPv3では、ホストは 224.0.0.22にメンバーシップレポートを送信します。そのため、すべて
の IGMPv3デバイスでこのアドレスをリッスンする必要があります。ただし、ホストは224.0.0.22
をリッスンせず、応答しません。ホストはこのアドレスにレポートを送信するだけです。さら

に、IGMPv3では IGMPv3ホストが他のホストによって送信されたレポートをリッスンしないた
め、メンバーシップレポートの抑制はありません。したがって、一般クエリーが送信されると、

ネットワークのすべてのホストが応答します。
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IGMP 加入の処理
ホストがマルチキャストグループに加入するとき、ホストは、加入するマルチキャストグループ

に 1つ以上の送信要求されていないメンバーシップレポートを送信します。 IGMP加入処理は、
IGMPv1ホストと IGMPv2ホストで同じです。

IGMPv3では、ホストの加入処理は次のように処理されます。

•ホストがグループに加入する場合は、空のEXCLUDEリストを使用して、224.0.0.22に IGMPv3
メンバーシップレポートを送信します。

•ホストが特定のチャネルに加入する場合は、特定のソースアドレスを含む INCLUDEリスト
を使用して、224.0.0.22に IGMPv3メンバーシップレポートを送信します。

•ホストが特定のソースを除くグループに加入する場合は、これらのソースをEXCLUDEリス
トで除外して、224.0.0.22に IGMPv3メンバーシップレポートを送信します。

LAN上にある一部の IGMPv3ホストでソースが除外され、その他のホストで同じソースが含
まれている場合、デバイスは LAN上でそのソースのトラフィックを送信します（つまり、こ
の場合、包含が除外より優先されます）。

（注）

IGMP の脱退処理
ホストがグループから脱退するために使用する方法は、動作中の IGMPのバージョンによって異
なります。

IGMPv1 の脱退処理

IGMPv1には、ホストがあるグループからのマルチキャストトラフィックを受信しないことをそ
のサブネットのデバイスに通知するグループ脱退メッセージはありません。ホストでは、マルチ

キャストグループに対するトラフィックの処理が停止するだけで、そのグループに対する IGMP
メンバーシップレポートを使用した IGMPクエリーへの応答が終了します。その結果、IGMPv1
デバイスがサブネットの特定のマルチキャストグループにアクティブなレシーバがなくなったこ

とを認識する唯一の方法は、デバイスがメンバーシップレポートを受信しなくなったときになり

ます。このプロセスを容易にするために、IGMPv1デバイスは、サブネットの IGMPグループと
カウントダウンタイマーを関連付けます。サブネットのグループがメンバーシップレポートを

受信すると、タイマーがリセットされます。 IGMPv1デバイスでは、このタイムアウト間隔は通
常クエリー間隔の 3倍（3分）です。このタイムアウト間隔は、すべてのホストがマルチキャス
トグループから脱退した後最大 3分間、デバイスがサブネットにマルチキャストトラフィックを
転送し続ける可能性があることを意味します。
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IGMPv2 の脱退処理

IGMPv2には、特定のグループのマルチキャストトラフィックの受信を停止することをホストが
提示する手段を提供するグループ脱退メッセージが組み込まれています。 IGMPv2ホストがマル
チキャストグループから脱退するとき、そのホストがそのグループのメンバーシップレポートで

クエリーに応答する最後のホストである場合、デバイス全体のマルチキャストグループ（224.0.0.2）
にグループ脱退メッセージを送信します。

IGMPv3 の脱退処理

IGMPv3は、IGMPv3メンバーシップレポートにソース、グループ、またはチャネルを含めるか
除外することによって、ホストが特定のグループ、ソース、またはチャネルからのトラフィック

の受信を停止できる機能を導入することで、脱退処理を拡張しています。

IGMP マルチキャストアドレス
IPマルチキャストトラフィックには、グループアドレス（クラス D IPアドレス）が使用されま
す。クラス Dアドレスの上位 4ビットは 1110です。したがって、ホストグループアドレスの
範囲は 224.0.0.0～ 239.255.255.255であると考えられます。

224.0.0.0～ 224.0.0.255のマルチキャストアドレスは、ルーティングプロトコルおよびその他の
ネットワーク制御トラフィックが使用するために予約されています。アドレス224.0.0.0は、どの
グループにも割り当てられません。

IGMPパケットは IPマルチキャストグループアドレスを使用して次のように送信されます。

• IGMP汎用クエリアは、アドレス 224.0.0.1（サブネット上のすべてのシステム）を宛先とし
ます。

• IGMPグループ固有のクエリーは、クエリー対象デバイスのグループ IPアドレスを宛先とし
ます。

• IGMPグループメンバーシップレポートは、レポート対象デバイスのグループ IPアドレス
を宛先とします。

• IGMPv2グループ脱退メッセージは、アドレス224.0.0.2（サブネット上のすべてのデバイス）
を宛先とします。

• IGMPv3メンバーシップレポートはアドレス 224.0.0.22を宛先とします。すべての IGMPv3
対応マルチキャストデバイスはこのアドレスをリッスンする必要があります。

IPv4 で SSM をサポートするための IGMP の拡張 ACL サポート
IPv4で SSMをサポートするための IGMPの拡張 ACLサポート機能は、IGMPv3が拡張アクセス
リストに対応できるようにします。 IGMPv3の拡張アクセスリストのサポートにより、IPv4にお
ける SSMの重要な利点、つまりソースアドレス、グループアドレス、またはその両方に基づい
た IGMPv3レポートのフィルタリングの利点を活用できます。
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IPv4 で SSM がサポートされる拡張アクセスリストの利点
IGMPv3は拡張アクセスリストに対応しており、ソース IPアドレスに基づいてアクセスできる
IPv4 SSMの重要な利点を利用できます。この機能の導入前は、IGMPアクセスリストは標準アク
セスリストだけを受け入れ、メンバーシップレポートはマルチキャストグループアドレスに基

づいてフィルタリングされるだけでした。

IGMPv3では、マルチキャストレシーバがグループに加入できるだけではなく、グループにソー
スを含めたり除外したりできます。したがって、適切なアクセスコントロールを行うために、報

告されるグループアドレスだけではなく、グループとソースアドレスで IGMPv3メッセージを
フィルタリングできるようにする必要があります。 IGMP拡張アクセスリストでは、次の機能が
導入されました。 SSMと IGMP拡張アクセスリスト（ACL）を使用して、IGMPv3レポートで
ソース Sとグループ G (S, G)を許可または拒否できます。それにより、ソースアドレス、グルー
プアドレス、またはアドレスとグループアドレスに基づいて IGMPv3レポートをフィルタリング
できます。

ASM グループの IGMPv3 レポートのソースアドレス

IGMP拡張アクセスリストを使用して、(0.0.0.0, G)、つまり Any Source Multicast（ASM）など非
SSMである IGMPレポートの (*, G)に基づいてトラフィックを許可またはフィルタ（拒否）する
こともできます。

(*, G)の許可ステートメントと拒否ステートメントは、それぞれ permit host 0.0.0.0 host
group-addressと deny host 0.0.0.0 host group group-addressです。

（注）

フィルタリングは ASMグループと SSMグループの両方に対する IGMPv3レポートに適用されま
すが、IPマルチキャストルーティングは ASMグループに対する IGMPv3レポートのソースアド
レスを無視するため、SSMグループにとって最も重要です。 ASMグループに対する IGMPv3メ
ンバーシップレポートのソースアドレスは、IGMPキャッシュに保存されます（show ip igmp
membershipコマンドで表示）が、PIMベース IPマルチキャストルーティングでは、レポートさ
れるASMグループのみが考慮に入れられます。したがって、ASMグループのソースアドレスの
フィルタリングを追加すると、ASMグループの IGMPキャッシュだけに影響を与えます。

IGMP が拡張アクセスリストを検査する方法
IGMP拡張アクセスリストがインターフェイスの ip igmp access-groupコマンドで参照される場
合、拡張アクセスリストの permitおよび denyステートメントの (S, G)ペアがインターフェイス
で受信された IGMPレポートの (S, G)ペアと照合されます。たとえば、(S1, S2...Sn, G)が使用さ
れている IGMPレポートが受信されると、最初のグループ (0.0.0.0, G)が、アクセスリストステー
トメントに対してチェックされます。 (0.0.0.0, G)の変換は (*, G)を意味し、これは、マルチキャ
ストグループ番号が使用されたワイルドカードソースです。グループが拒否された場合、IGMP
レポートの全体が拒否されます。グループが許可された場合、各 (S, G)ペアがアクセスリストに
対して検査されます。拒否されるソースが IGMPレポートから取得され、これらのソースはマル
チキャストトラフィックへのアクセスが拒否されます。
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IGMP プロキシ
IGMPプロキシは、アップストリームネットワークがソースのマルチキャストグループに、ダウ
ンストリームルータに直接接続されていない単方向リンクルーティング（UDLR）環境のホスト
が加入できるようにします。

次の図に、2つの UDLRシナリオを示すトポロジ例を図示します。

•従来型の UDLルーティングのシナリオ：直接接続されたレシーバがある UDLデバイス。

• IGMPプロキシのシナリオ：直接接続されたレシーバのない UDLデバイス。

IGMP UDLは、アップストリームおよびダウンストリームデバイス上にある必要はありませ
ん。

（注）

シナリオ 1：従来型の UDLR のシナリオ（直接接続されたレシーバがある UDL デバイス）

シナリオ 1では、IGMPプロキシメカニズムは必要ありません。このシナリオでは、次の一連の
イベントが発生します。
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1 ユーザ 2がグループ Gの対象を要求する IGMPメンバーシップレポートを送信します。

2 ルータ Bは、IGMPメンバーシップレポートを受信し、LAN Bのグループ Gの転送エントリ
を追加し、UDLRアップストリームデバイスであるルータ Aに IGMPレポートをプロキシし
ます。

3 IGMPレポートは、インターネットリンク間でプロキシされます。

4 ルータ Aは IGMPプロキシを受信し、単方向リンクの転送エントリを保持します。

シナリオ 2：IGMP プロキシのシナリオ（直接接続されたレシーバのない UDL デバイス）

シナリオ 2の場合、アップストリームネットワークがソースのマルチキャストグループに、ダウ
ンストリームデバイスに直接接続されていないホストが加入できるように、IGMPプロキシメカ
ニズムが必要です。このシナリオでは、次の一連のイベントが発生します。

1 ユーザ 1がグループ Gの対象を要求する IGMPメンバーシップレポートを送信します。

2 ルータ Cが RP（ルータ B）に PIM Joinメッセージをホップバイホップで送信します。

3 ルータ Bで PIM Joinメッセージを受信し、LAN B上のグループ Gに対する転送エントリが追
加されます。

4 ルータ Bでは、その mrouteテーブルが定期的にチェックされ、インターネットリンクを介し
てアップストリーム UDLデバイスに IGMPメンバーシップレポートがプロキシされます。

5 ルータ Aは単方向リンク（UDL）転送エントリを作成し、維持します。

エンタープライズネットワークでは、サテライトを介して IPマルチキャストトラフィックを受
信し、ネットワーク中にトラフィックを転送することができる必要があります。シナリオ 2は、
受信ホストがダウンストリームデバイスのルータBに直接接続する必要があるため、単方向リン
クルーティング（UDLR）だけでは不可能です。 IGMPプロキシメカニズムでは、マルチキャス
ト転送テーブルで (*, G)エントリに対する IGMPレポートを作成することによって、この制限が
克服されました。そのため、このシナリオを機能させるには、インターフェイスでプロキシされ

た (*, G)マルチキャストスタティックルート（mroute）エントリの IGMPレポートの転送をイ
ネーブルにして（ip igmp mroute-proxy ipコマンドを使用）、mrouteプロキシサービスをイネー
ブルにし、（ip igmpproxy-serviceコマンドを使用）、PIM対応ネットワークと可能性があるメン
バーを続ける必要があります。

PIMメッセージはアップストリームに転送されないため、各ダウンストリームネットワーク
とアップストリームネットワークのドメインは別になります。

（注）
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IGMP のカスタマイズ方法

直接接続の IGMP ホストがない場合にマルチキャストトラフィックが
転送されるようにデバイスを設定する方法

直接接続された IGMPホストがない場合に、マルチキャストトラフィックを転送するようにデバ
イスを設定するには、次のオプション作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. 次のいずれかを実行します。

• ip igmp join-group group-address

• ip igmp static-group {* | group-address [source source-address]}

5. end
6. show ip igmp interface [interface-type interface-number]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interface type number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1

ステップ 3   

• type引数および number引数に、ホストに接続されている
インターフェイスを指定します。

IP マルチキャスト：IGMP コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S    
13

IGMP のカスタマイズ
IGMP のカスタマイズ方法



目的コマンドまたはアクション

最初の例では、指定したグループに加入するデバイスのインター

フェイスを設定する例を示します。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• ip igmp join-group group-address
•この方法では、デバイスは、マルチキャストパケットの転
送に加えて、マルチキャストパケットを受信します。マ

• ip igmp static-group {* |
group-address [source
source-address]} ルチキャストパケットを受信する場合は、高速スイッチン

グを実行できません。

例：

Device(config-if)# ip igmp
join-group 225.2.2.2

2番目の例では、インターフェイスでスタティックグループメ
ンバーシップエントリを設定する例を示します。

•この方法の場合、デバイスはパケットそのものを受信せ
ず、転送だけを実行します。したがって、この方法では、

例：

Device(config-if)# ip igmp
static-group 225.2.2.2

高速スイッチングを実行できます。発信インターフェイス

が IGMPキャッシュに格納されますが、マルチキャスト
ルートエントリに「L」（ローカル）フラグが付かないこ
とからも明らかなように、デバイス自体はメンバではあり

ません。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5   

（任意）インターフェイスに関するマルチキャスト関連情報を

表示します。

show ip igmp interface [interface-type
interface-number]

例：

Device# show ip igmp interface

ステップ 6   

IGMP 拡張アクセスリストを使用して SSM ネットワークへのアクセス
を制御する方法

ソースアドレス、グループアドレス、またはその両方に基づいて SSMトラフィックをフィルタ
する IGMP拡張アクセスリストを使用して SSMネットワークへのアクセスを制御するには、次
のオプション作業を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing [distributed]
4. ip pim ssm {default | range access-list}
5. ip access-list extended access-list -name
6. deny igmp source source-wildcard destination destination-wildcard [igmp-type] [precedence precedence]

[tos tos] [log] [time-range time-range-name] [fragments]
7. permit igmp source source-wildcard destination destination-wildcard [igmp-type] [precedence precedence]

[tos tos] [log] [time-range time-range-name] [fragments]
8. exit
9. interface type number
10. ip igmp access-group access-list
11. ip pim sparse-mode
12. SSMチャネルメンバーシップのアクセスコントロールを必要とするすべてのインターフェイ
スでステップ 1～ 11を繰り返します。

13. ip igmp version 3
14. ホスト方向のインターフェイスすべてでステップ 13を繰り返します。
15. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

IPマルチキャストルーティングをイネーブルにします。ip multicast-routing [distributed]

例：

Device(config)# ip multicast-routing
distributed

ステップ 3   

• distributedキーワードは、IPv4マルチキャストの場
合に必要です。
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目的コマンドまたはアクション

SSMサービスを設定します。ip pim ssm {default | range access-list}

例：

Device(config)# ip pim ssm default

ステップ 4   

• defaultキーワードは SSM範囲のアクセスリストを
232/8と定義します。

• rangeキーワードは標準の IPアクセスリスト番号ま
たは SSM範囲を定義する名前を指定します。

名前付き拡張 IPアクセスリストを指定します。ip access-list extended access-list -name

例：

Device(config)# ip access-list extended
mygroup

ステップ 5   

（任意）IGMPレポートから指定したソースアドレスまた
はグループアドレスをフィルタリングすることで、サブ

deny igmp source source-wildcard destination
destination-wildcard [igmp-type] [precedence
precedence] [tos tos] [log] [time-range
time-range-name] [fragments]

ステップ 6   

ネットのホストをメンバーシップから (S, G)チャネルに制
限します。

例：

Device(config-ext-nacl)# deny igmp host
10.1.2.3 any

•サブネットメンバーシップから他の (S, G)チャネル
にホストを制限するには、この手順を繰り返します。

（特に許可されないソースまたはグループは拒否され

るため、これらのソースは後続の permitステートメ
ントより限定的になります）。

•アクセスリストは、暗黙の denyステートメントで終
了することに注意してください。

•次に、ソース 10.1.2.3に対してすべてのグループを
フィルタリングして、効果的にソースを拒否するdeny
ステートメントを作成する例を示します。

IGMPレポートのソースアドレスまたはグループアドレス
が IPアクセスリストを渡すことができます。

permit igmp source source-wildcard
destination destination-wildcard [igmp-type]
[precedence precedence] [tos tos] [log]
[time-range time-range-name] [fragments]

ステップ 7   

•アクセスリストには少なくとも 1つの permitステー
トメントが必要です。

例：

Device(config-ext-nacl)# permit igmp
any any

•他のソースが IPアクセスリストを渡せるようにする
場合は、この手順を繰り返します。

•この例では、前の denyステートメントによって拒否
されていないソースおよびグループに対するメンバー

シップを許可する方法を示します。
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目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションセッションを終了し、グ

ローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Device(config-ext-nacl)# exit

ステップ 8   

IGMPv3をイネーブルにできるホストに接続されているイ
ンターフェイスを選択します。

interface type number

例：

Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 9   

IGMPレポートに指定されたアクセスリストが適用されま
す。

ip igmp access-group access-list

例：

Device(config-if)# ip igmp access-group
mygroup

ステップ 10   

インターフェイスで PIM-SMをイネーブルにします。ip pim sparse-mode

例：

Device(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 11   

スパースモードを使用する必要がありま

す。

（注）

--SSMチャネルメンバーシップのアクセス
コントロールを必要とするすべてのイン

ステップ 12   

ターフェイスでステップ 1～ 11を繰り返
します。

このインターフェイス上で IGMPv3をイネーブルにしま
す。デフォルトの IGMPバージョンは IGMPバージョン 2
です。 SSMにはバージョン 3が必要です。

ip igmp version 3

例：

Device(config-if)# ip igmp version 3

ステップ 13   

--ホスト方向のインターフェイスすべてで

ステップ 13を繰り返します。
ステップ 14   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 15   
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IGMP プロキシの設定
IGMPプロキシメカニズムを使用するように単方向リンク（UDL）ルータを設定するには、次の
オプション作業を実行します。 IGMPプロキシは、アップストリームネットワークがソースのマ
ルチキャストグループに、ダウンストリームルータに直接接続されていない単方向リンクルー

ティング（UDLR）環境のホストが加入できるようにします。

IGMPプロキシを設定するには、次のタスクを実行する必要があります。

前提条件

IGMPプロキシを設定する前に、次の条件が存在することを確認します。

• IGMP UDL上のすべてのルータに、同じサブネットアドレスがあること。 UDL上のすべて
のルータで、同じサブネットアドレスを持つことができない場合、アップストリームルー

タは、ダウンストリームルータが接続されているすべてのサブネットに一致するセカンダリ

アドレスで設定される必要があります。

•この作業では、IPマルチキャストがイネーブルに設定され、PIMインターフェイスが設定さ
れていることを前提とします。

IGMPプロキシシナリオのインターフェイスで PIMをイネーブルにする場合、次のガイドライン
に留意してください。

• インターフェイスがスパースモード領域で実行中で、スタティックRP、ブートストラッ
プ（BSR）、または自動 RPリスナー機能ありで自動 RPを実行している場合は、PIM
スパースモード（PIM-SM）を使用します。

•

•インターフェイスがスパース-デンスモード領域で実行中で、自動 RPリスナー機能な
しで自動 RPを実行している場合は、PIMスパース-デンスモードを使用します。

•インターフェイスがデンスモードで実行中で、デンスモード領域に加入する場合、こ
の手順で PIMデンスモード（PIM-DM）を使用します。

•インターフェイスが、スパースモード領域のレシーバに到達する必要があるトラフィッ
クをデンスモード領域から受信する場合は、プロキシ登録機能ありの PIM-DMを使用
します。

IGMP UDLR に対するアップストリーム UDL デバイスの設定
IGMP UDLRに対するアップストリーム UDLデバイスを設定するには、この作業を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip igmp unidirectional-link
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

interface type number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 3   

• typeおよび number引数に、アップストリームデバイ
スのUDLとして使用するインターフェイスを指定し
ます。

インターフェイス上の IGMPを、IGMP UDLRに対して単
方向になるよう設定します。

ip igmp unidirectional-link

例：

Device(config-if)# ip igmp
unidirectional-link

ステップ 4   

現在のコンフィギュレーションセッションを終了して、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5   
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IGMP プロキシサポート付きの IGMP UDLR に対するダウンストリーム UDL デバイス
の設定

IGMPプロキシサポート付きの IGMP UDLRに対するダウンストリームUDLデバイスを設定する
には、この作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip igmp unidirectional-link
5. exit
6. interface type number
7. ip igmp mroute-proxy type number
8. exit
9. interface type number
10. ip igmp helper-address udl interface-type interface-number
11. ip igmp proxy-service
12. end
13. show ip igmp interface
14. show ip igmp udlr

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。interface type number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 3   

• typeおよび number引数に、IGMPUDLRに対するダウンストリー
ムデバイスの UDLとして使用するインターフェイスを指定しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス上の IGMPを、IGMP UDLRに対して単方向になる
よう設定します。

ip igmp unidirectional-link

例：

Device(config-if)# ip igmp
unidirectional-link

ステップ 4   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、グロー

バルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。interface type number

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/0

ステップ 6   

• typeおよび number引数で、間接的に接続されているホストの方
向に向いているインターフェイスを選択します。

プロキシされた (*, G)マルチキャストスタティックルート（mroute）
エントリの IGMPレポートの転送をイネーブルにします。

ip igmp mroute-proxy type
number

例：

Device(config-if)# ip igmp
mroute-proxy loopback 0

ステップ 7   

•この手順は、マルチキャスト転送テーブルにあるすべての (*, G)
転送エントリに対するプロキシサービスインターフェイスへの、

IGMPレポートの転送をイネーブルにするために実行されます。

•この例では、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/0/0
で、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/0/0に転送され
る mrouteテーブルのすべてのグループのループバックインター
フェイス 0に IGMPレポートを送信するように要求する ip igmp
mroute-proxyコマンドが設定されます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、グロー

バルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 8   

指定したインターフェイスに対してインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface type number

例：

Device(config)# interface
loopback 0

ステップ 9   

•この例では、ループバックインターフェイス0が指定されます。

UDLRで IGMPヘルパーを設定します。ip igmp helper-address udl
interface-type interface-number

ステップ 10   

•このステップで、ダウンストリームデバイスが受信したホスト
から interface-typeおよび interface-number引数で指定されたイン
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目的コマンドまたはアクション

例：

Device(config-if)# ip igmp

ターフェイスに関連付けられた UDLに接続されているアップス
トリームデバイスへの IGMPレポートをヘルパー処理できるよ
うになります。

helper-address udl
gigabitethernet 0/0/0

•トポロジ例では、IGMPヘルパーはダウンストリームデバイスの
ループバックインターフェイス 0に設定されます。そのため、
ループバックインターフェイス0が、ホストからギガビットイー
サネットインターフェイス 0/0/0に接続されているアップスト
リームデバイスへの IGMPレポートをヘルパー処理するように
設定されます。

mrouteプロキシサービスをイネーブルにします。ip igmp proxy-service

例：

Device(config-if)# ip igmp
proxy-service

ステップ 11   

• mrouteプロキシサービスがイネーブルのときに、IGMPクエリー
インターバルに基づいて ip igmpmroute-proxyコマンド（ステッ
プ 7を参照）で設定されたインターフェイスに一致する、(*, G)
転送エントリのスタティックmrouteテーブルが、デバイスによっ
て定期的にチェックされます。一致が存在する場合、1つの IGMP
レポートがこのインターフェイスで作成され、受信されます。

ip igmp proxy-serviceコマンドは、ip igmp helper-address
（UDL）コマンドと共に使用するように意図されています。

（注）

•この例では、ip igmp mroute-proxyコマンドで登録されているイ
ンターフェイスに対するすべてのグループのインターフェイスに

対して IGMPレポートの転送をイネーブルにするように、ループ
バックインターフェイス 0で ip igmp proxy-serviceコマンドが設
定されます（ステップ 7を参照してください）。

現在のコンフィギュレーションセッションを終了して、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 12   

（任意）インターフェイスに関するマルチキャスト関連情報を表示し

ます。

show ip igmp interface

例：

Device# show ip igmp interface

ステップ 13   

（任意）設定された UDLヘルパーアドレスがあるインターフェイス
上で、マルチキャストグループに直接接続されている UDLR情報を
表示します。

show ip igmp udlr

例：

Device# show ip igmp udlr

ステップ 14   
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IGMP のカスタマイズ設定例

例：直接接続された IGMP ホストがない場合に、マルチキャストトラ
フィックを転送するようにデバイスを設定

次に、ip igmp join-groupコマンドを使用して、直接接続された IGMPホストがない場合に、マル
チキャストトラフィックを転送するようデバイスを設定する例を示します。この方法では、デバ

イスは、マルチキャストパケットの転送に加えて、マルチキャストパケットを受信します。マ

ルチキャストパケットを受信する場合は、高速スイッチングを実行できません。

この例では、グループ 225.2.2.2に加入するように、デバイスでファストイーサネットインター
フェイス 0/0/0が設定されています。

interface FastEthernet0/0/0
ip igmp join-group 225.2.2.2

次に、ip igmp static-groupコマンドを使用して、直接接続された IGMPホストがない場合に、マ
ルチキャストトラフィックを転送するようデバイスを設定する例を示します。この方法の場合、

デバイスはパケットそのものを受信せず、転送だけを実行します。したがって、この方法では、

高速スイッチングを実行できます。発信インターフェイスが IGMPキャッシュに格納されます
が、マルチキャストルートエントリに「L」（ローカル）フラグが付かないことからも明らかな
ように、デバイス自体はメンバではありません。

この例では、グループ 225.2.2.2のスタティックグループメンバーシップエントリがファスト
イーサネットインターフェイス 0/1/0で設定されます。

interface FastEthernet0/1/0
ip igmp static-group 225.2.2.2

IGMP 拡張アクセスリストを使用して SSM ネットワークへのアクセス
を制御する方法

ここでは、IGMP拡張アクセスリストを使用して SSMネットワーク上でアクセスを制御する、次
の設定例について説明します。

アクセスリストは非常に柔軟が高いことに留意してください。マルチキャストトラフィック

のフィルタリングに使用できる permitステートメントと denyステートメントの組み合わせは
多数あります。この項では、少しの例を示します。

（注）
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例：グループ G のすべての状態を拒否
次に、グループ Gですべての状態を拒否する例を示します。この例では、IGMPv3レポートの
SSMグループ 232.2.2.2に対するすべてのソースがフィルタリングされるよう、ファストイーサ
ネットインターフェイス 0/0/0が設定されます。これにより、このグループが効果的に拒否され
ます。

ip access-list extended test1
deny igmp any host 232.2.2.2
permit igmp any any
!
interface FastEthernet0/0/0
ip igmp access-group test1

例：ソース S のすべての状態を拒否
次に、ソース Sですべての状態を拒否する例を示します。この例では、IGMPv3レポートのソー
ス 10.2.1.32に対するすべてのグループがフィルタリングされるよう、ギガビットイーサネット
インターフェイス 1/1/0が設定されます。これにより、このソースが効果的に拒否されます。

ip access-list extended test2
deny igmp host 10.2.1.32 any
permit igmp any any
!
interface GigabitEthernet1/1/0
ip igmp access-group test2

例：グループ G のすべての状態を許可
次に、グループ Gですべての状態を許可する例を示します。この例では、IGMPv3レポートの
SSMグループ 232.1.1.10のすべてのソースが受け付けられるよう、ギガビットイーサネットイン
ターフェイス 1/2/0が設定されます。これにより、このグループが効果的に受け付けられます。

ip access-list extended test3
permit igmp any host 232.1.1.10
!
interface GigabitEthernet1/2/0
ip igmp access-group test3

例：ソース S のすべての状態を許可
次に、ソース Sですべての状態を許可する例を示します。この例では、IGMPv3レポートのソー
ス 10.6.23.32に対するすべてのグループが受け付けられるよう、ギガビットイーサネットイン
ターフェイス 1/2が設定されます。これにより、このソース全体が効果的に受け付けられます。

ip access-list extended test4
permit igmp host 10.6.23.32 any
!
interface GigabitEthernet1/2/0
ip igmp access-group test4
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例：グループ G のソース S をフィルタリング
次に、グループ Gで特定のソース Sをフィルタリングする例を示します。この例では、IGMPv3
レポートの SSMグループ 232.2.30.30のソース 232.2.2.2をフィルタリングするよう、ギガビット
イーサネットインターフェイス 0/3/0が設定されます。

ip access-list extended test5
deny igmp host 10.4.4.4 host 232.2.30.30
permit igmp any any
!
interface GigabitEthernet0/3/0
ip igmp access-group test5

例：IGMP プロキシ設定
次に、IGMP UDLRに対してアップストリーム UDLデバイスを設定し、IGMPプロキシサポート
付きの IGMP UDLRに対してダウンストリーム UDLデバイスを設定する例を示します。

アップストリームデバイスの設定

interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode
!
interface gigabitethernet 1/0/0
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode
ip igmp unidirectional-link
!
interface gigabitethernet 2/0/0
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0

ダウンストリームデバイスの設定

ip pim rp-address 10.5.1.1 5
access-list 5 permit 239.0.0.0 0.255.255.255
!
interface loopback 0
ip address 10.7.1.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode
ip igmp helper-address udl ethernet 0
ip igmp proxy-service
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
ip pim dense-mode
ip igmp unidirectional-link
!
interface gigabitethernet 1/0/0
ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip igmp mroute-proxy loopback 0
!
interface gigabitethernet 2/0/0
ip address 10.6.1.1 255.255.255.0
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その他の関連資料
ここでは、IGMPのカスタマイズに関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』Cisco IOS IP SLAコマンド

「IPMulticast Technology Overview」モジュールIPマルチキャストテクノロジー分野の概要

「Configuring Basic IP Multicast」または
「Configuring IP Multicast in IPv6 Networks」モ
ジュール

基本的な IPマルチキャストの概念、設定作業、
および例

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Host extensions for IP multicasting』RFC 1112

『Internet GroupManagement Protocol, Version 2』RFC 2236

『Internet GroupManagement Protocol, Version 3』RFC 3376

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE
Release、およびフィーチャセットのMIBを検
索してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

これらの機能によってサポートされる新しい

MIBまたは変更されたMIBはありません。ま
たこれらの機能による既存MIBのサポートに
変更はありません。
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリ

ソースを提供しています。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

IGMP のカスタマイズの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、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だけを

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。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 2：IGMP のカスタマイズの機能情報

機能情報リリース機能名

IPv4で SSMをサポートするた
めの IGMPの拡張 ACLサポー
ト機能は、IGMPv3が拡張アク
セスリストに対応できるよう

にします。 IGMPv3の拡張アク
セスリストのサポートにより、

IPv4における SSMの重要な利
点、つまりソースアドレス、

グループアドレス、またはそ

の両方に基づいた IGMPv3レ
ポートのフィルタリングの利点

を活用できます。

この機能により、ip igmp
access-groupコマンドが導入さ
れました。

12.0(19)S

12.3(7)T

12.2(25)S

12.2(27)SBC

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

15.0(1)S

Cisco IOS XE 3.1.0SG

IPv4で SSMをサポートするた
めの IGMPの拡張 ACLサポー
ト
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