
単方向リンクを経由する IP マルチキャスト
の設定

IPマルチキャストは双方向通信を必要としますが、一部のネットワークには、単方向であるブ
ロードキャスト衛星リンクが含まれています。 UniDirectional Link Routing（UDLR）では、物理
的単一方向インターフェイス（ブロードキャスト衛星リンクなど）を介してユニキャストパケッ

トおよびマルチキャストパケットのルーティングを可能にするためルータが双方向リンクをエ

ミュレートする 3つのメカニズムが提供されます。このメカニズムとは、UDLRトンネル、イ
ンターネットグループ管理プロトコル（IGMP）UDLR、および IGMPプロキシです。このマ
ニュアルではUDLRトンネルおよび IGMPUDLRについて説明します。 IGMPプロキシについて
は、「Customizing IGMP」モジュールで説明します。 3つのメカニズムは、別々に使用されるこ
とも、組み合わせて使用されることもあります。

• 機能情報の確認, 1 ページ

• UDLRの前提条件, 2 ページ

• UDLRの概要, 2 ページ

• 単方向リンクを経由する IPマルチキャストをルーティングする方法, 4 ページ

• UDLRの設定例, 10 ページ

• その他の関連資料, 16 ページ

• 単方向リンクを経由する IPマルチキャストの機能情報, 17 ページ

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。
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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。

UDLR の前提条件
•「IP Multicast Technology Overview」モジュールの概念を理解していること。

•ネットワークで IPマルチキャストを設定していること。「Configuring Basic IP Multicast」モ
ジュールを参照してください。

UDLR の概要

UDLR の概要
ユニキャストルーティングプロトコルとマルチキャストルーティングプロトコルはどちらも、

ルーティング制御情報を受信したインターフェイスのデータを転送します。このモデルには、双

方向リンクが必要です。ただし、一部のネットワークリンクは単方向です。単方向のネットワー

ク（ブロードキャスト衛星リンクなど）では、制御情報が単方向環境で動作するような通信方法

が必要です。（IGMPはルーティングプロトコルではないことに注意してください）。

具体的には、ユニキャストルーティングでは、ルータがインターフェイスでプレフィックスの

アップデートメッセージを受信すると、そのプレフィックスと一致する宛先のデータを同じイン

ターフェイスから転送します。これは、ディスタンスベクトルルーティングプロトコルで多く

発生します。同様に、マルチキャストルーティングでは、ルータがインターフェイスでマルチ

キャストグループへの Joinメッセージを受信すると、そのグループ宛てのデータのコピーを同じ
インターフェイスから転送します。これらの原則に基づくと、ユニキャストルーティングプロ

トコルおよびマルチキャストルーティングプロトコルは、UDLRを使用しなければ単方向リンク
（UDL）の経由のルーティングをサポートできません。UDLRは、ルーティングプロトコル自体
を変更せずに、UDLを経由したルーティングプロトコルが機能できるように設計されています。

UDLRでは、UDLを経由した IP機能のための双方向リンクの動作をルータがエミュレートできま
す。次のセクションで説明するように、UDLRには双方向リンクのエミュレーション用に 3個の
補足機能が含まれています。

• UDLRトンネル：ユニキャストおよびマルチキャストトラフィックをルーティングするため
のメカニズム。

•インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）UDLR：マルチキャストトラフィックを
ルーティングするためのメカ二ズム。この方式は、多くのブロードキャスト衛星リンクに対

応して適切に拡張できます。

• IGMPプロキシ：マルチキャストトラフィックをルーティングするためのメカニズム。
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これらのメカニズムは個別に、または他と組み合わせて使用できます。 IGMPプロキシについて
は、「Customizing IGMP」モジュールで説明します。

UDLR トンネル
UDLRトンネルメカニズムにより、IPと、それに関連付けられているユニキャストおよびマルチ
キャストルーティングプロトコルが論理的に双方向として単方向リンク（UDL）を処理できるよ
うになります。受信専用インターフェイスを宛先とするパケットは UDLRトンネルメカニズム
によって選別され、Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネルを使用してアップストリーム
ルータに送信されます。制御トラフィックはユーザデータフローの反対方向に流れます。アッ

プストリームルータがこのパケットを受信するときに、UDLRトンネルメカニズムが、パケット
が UDLの送信専用インターフェイスで受信されたかのようにします。

単方向 GREトンネルの目的は、制御パケットをダウンストリームノードからアップストリーム
ノードに移動することです。単方向のトンネルは単方向のインターフェイスにマッピングされま

す（反対方向で入力）。マッピングはリンク層で行われるため、単方向のインターフェイスが双

方向のように現れます。アップストリームノードがトンネルを経由したパケットを受信したとき

は、パケットが送信可能なUDLで受信されたかのように上位層プロトコルを機能させる必要があ
ります。

UDLRトンネルでは、次の機能がサポートされます。

• UDLを通じたアドレス解決プロトコル（ARP）およびNext Hop Resolution Protocol（NHRP）

•すべての IPトラフィックに対する双方向リンクのエミュレーション（制御専用ブロードキャ
スト/マルチキャストトラフィックだけに対して）。

•受信専用トンネルにおける IP GREマルチポイントのサポート

UDLルータは、多くのルーティングピア（たとえば、ブロードキャスト衛星リンクを経由し
て相互接続されたルータなど）を持てます。双方向リンクの場合と同様に、処理する必要が

あるルーティング更新のボリュームを制限するには、1台のルータが持つピアルータの数を比
較的小さく維持する必要があります。マルチキャスト動作の場合、20を超えるルータを相互
接続する場合は IGMP UDLRメカニズムの使用を推奨します。

（注）

IGMP UDLR
UDLRトンネルに加えて、UDLを経由したマルチキャストルーティングプロトコルのサポート
をイネーブルにするもう 1つのメカニズムは、UDLRに対応する IGMPでの IPマルチキャスト
ルーティングの使用です。このメカニズムは、多くのブロードキャスト衛星リンクに対応して適

切に拡張できます。

IGMP UDLRにより、アップストリームルータは UDLのメンバに定期クエリーを送信します。
クエリーには、単方向インターフェイスのユニキャストアドレスではないルータのユニキャスト

アドレスが含まれます。ダウンストリームルータは、直接接続されたメンバから（IGMPレポー
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トをヘルパー転送するように設定されたインターフェイスで）受信した IGMPレポートをアップ
ストリームルータに転送します。アップストリームルータは単方向インターフェイスを (*, G)発
信インターフェイスリストに追加します。これによって UDLの下方向にマルチキャストパケッ
トを転送できるようになります。

大規模な企業ネットワークでは、衛星を介して 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ません。この制限が存在するのは、受信ホストが

ダウンストリームルータに直接接続される必要があるためです。ただし、この制限を克服するた

めに、IGMPプロキシメカニズムを使用できます。このメカニズムの詳細については、「Customizing
IGMP」モジュールを参照してください。

単方向リンクを経由する IP マルチキャストをルーティン
グする方法

ここでは、次の手順について説明します。ネットワークでいずれか、または両方を実行できま

す。

UDLR トンネルの設定
UDLRトンネルを設定するには、この項の手順を実行します。トンネルモードのデフォルトは
GREです。 IPアドレスをトンネルに割り当てる必要はありません（ip addressコマンドまたは ip
unnumberedコマンドを使用する必要はありません）。トンネルエンドポイントアドレスを設定
する必要があります。

アップストリームルータおよびダウンストリームルータの両方を次の条件に適合するように設定

する必要があります。

• UDLが送信だけできるアップストリームルータで、受信するようにトンネルを設定します。
トンネルでパケットが受信されると、上位層プロトコルは、単一方向送信専用インターフェ

イスで受信されたかのようにパケットを処理します。

• UDLが受信だけできるダウンストリームルータで、送信するようにトンネルを設定します。
パケットがインターフェイスを通じて上位層プロトコルで送信されるときに、この GREト
ンネルを通じてリダイレクトおよび送信されます。

はじめる前に

UDLRトンネルを設定する前に、UDL上のすべてのルータで、同じサブネットアドレスがあるこ
とを確認します。 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。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. interface tunnel number
5. tunnel udlr receive-only type number
6. tunnel source {ip-address | type number}
7. tunnel destination {hostname| ip-address}
8. ダウンストリームルータに移動します。
9. enable
10. configure terminal
11. interface type number
12. interface tunnel number
13. tunnel udlr send-only type number
14. tunnel source {ip-address | type number}
15. tunnel destination {hostname| ip-address}
16. tunnel udlr address-resolution

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：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

•アップストリームルータでこのステップを実
行します。

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：

Router# configure terminal

ステップ 2   

単方向送信専用インターフェイスを設定します。interface type number

例：

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

受信専用トンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel number

例：

Router(config-if)# interface tunnel 0

ステップ 4   

UDLRトンネルを設定します。tunnel udlr receive-only type number

例：

Router(config-if)# tunnel udlr receive-only
fastethernet 0/0/0

ステップ 5   

• typeおよび numberの値には、ステップ 3の
interface type numberコマンドで指定した単方
向送信専用インターフェイスの typeおよび
numberの値と同じ値を使用します。

トンネル送信元を設定します。tunnel source {ip-address | type number}

例：

Router(config-if)# tunnel source 10.3.4.5

ステップ 6   

トンネル宛先を設定します。tunnel destination {hostname| ip-address}

例：

Router(config-if)# tunnel destination
10.8.2.3

ステップ 7   

--ダウンストリームルータに移動します。ステップ 8   

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 9   

•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：

Router# configure terminal

ステップ 10   

単一方向受信専用インターフェイスを設定します。interface type number

例：

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

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

送信専用トンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel number

例：

Router(config-if)# interface tunnel 0

ステップ 12   

UDLRトンネルを設定します。tunnel udlr send-only type number

例：

Router(config-if)# tunnel udlr send-only
ethernet 0

ステップ 13   

• typeおよび numberの値には、ステップ 3の
interface type numberコマンドで指定した単方
向受信専用インターフェイスの typeおよび
numberの値と同じ値を使用します。

トンネル送信元を設定します。tunnel source {ip-address | type number}

例：

Router(config-if)# tunnel source 11.8.2.3

ステップ 14   

トンネル宛先を設定します。tunnel destination {hostname| ip-address}

例：

Router(config-if)# tunnel destination
10.3.4.5

ステップ 15   

ARPおよび NHRPの転送をイネーブルにします。tunnel udlr address-resolution

例：

Router(config-if)# tunnel udlr
address-resolution

ステップ 16   

IGMP UDLR の設定
IGMPUDLを設定するには、アップストリームルータおよびダウンストリームルータの両方を設
定します。方向が送信か受信かを指定する必要はありません。IGMPは、物理接続の性質によっ
て方向を学習します。

ダウンストリームルータは、IGMPレポートをホストから受信すると、ip igmp helper-addressコ
マンドで指定されたUDLインターフェイスに関連付けられている IGMPクエリアにレポートを送
信します。
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はじめる前に

• 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。

•マルチキャストレシーバはダウンストリームルータに直接接続されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip igmp unidirectional-link
5. ダウンストリームルータに移動します。
6. enable
7. configure terminal
8. ip multicast default-rpf-distance distance
9. interface type number
10. ip igmp unidirectional-link
11. ip igmp helper-address udl type number
12. exit
13. show ip igmp udlr [group-name| group-address | type 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：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

•アップストリームルータで開始します。

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：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定します。interface type number

例：

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

単方向になるインターフェイスで IGMPを設定します。ip igmp unidirectional-link

例：

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

ステップ 4   

--ダウンストリームルータに移動しま

す。

ステップ 5   

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 6   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

•アップストリームルータで開始します。

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：

Router# configure terminal

ステップ 7   

（任意）デフォルトRPFインターフェイスの距離を設定しま
す。

ipmulticast default-rpf-distance distance

例：

Router# ip multicast
default-rpf-distance 10

ステップ 8   

デフォルトでは、デフォルトのリバースパス転送（RPF）イ
ンターフェイスの距離は 15です。ルーティングプロトコル
によって学習される明示的なソースは、その距離が ip
multicast default-rpf-distanceコマンドで設定された距離より
も小さいときに優先権を持ちます。いくつかのソースがテレ

ストリアルパスを使用するために RPFを使用して UDLRリ
ンクなどにアクセスする場合、ダウンストリームルータでこ

のコマンドを使用します。

• IGMPに UDLを優先させる場合は、距離をユニキャス
トルーティングプロトコルの距離よりも小さくします。

• IGMPに非 UDLを優先させる場合は、距離をユニキャ
ストルーティングプロトコルの距離よりも大きくしま

す。

インターフェイスを設定します。interface type number

例：

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

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

単方向になるインターフェイスで IGMPを設定します。ip igmp unidirectional-link

例：

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

ステップ 10   

IGMPヘルパーになるインターフェイスを設定します。ip igmp helper-address udl type number

例：

Router(config-if)# ip igmp
helper-address udl ethernet 0

ステップ 11   

•このコマンドを使用して各ダウンストリームルータ、
および各インターフェイスで、UDLインターフェイス
を特定する type値および number値を指定します。

コンフィギュレーションモードを終了し、EXECモードに戻
ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 12   

（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 [group-name|
group-address | type number]

例：

Router(config)# show ip igmp udlr

ステップ 13   

UDLR の設定例

UDLR トンネルの例
次に、UDLRトンネルを設定する例を示します。この例で、ルータ A（アップストリームルー
タ）は、Open Shortest Path First（OSPF）および PIMを使用するように設定されます。シリアル
インターフェイス 0には送信専用機能があります。したがって、UDLRトンネルは受信専用とし
て設定され、シリアル 0と接続されています。

ルータ B（ダウンストリームルータ）は OSPFおよび PIMに設定されています。シリアルイン
ターフェイス 1には受信専用機能があります。したがって、UDLRトンネルは送信専用として設
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定され、シリアル 1と接続されています。 ARPおよび NHRPの転送はイネーブルです。以下の
図に例を示します。

図 1：UDLR トンネルの例

ルータ A の設定

ip multicast-routing
!
! Serial0/0/0 has send-only capability
!
interface serial 0/0/0
encapsulation hdlc
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! Configure tunnel as receive-only UDLR tunnel.
!
interface tunnel 0
tunnel source 10.20.0.1
tunnel destination 10.41.0.2
tunnel udlr receive-only serial 0/0/0
!
! Configure OSPF.
!
router ospf
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ルータ B の設定

ip multicast-routing
!
! Serial1 has receive-only capability
!
interface serial 1/0/0
encapsulation hdlc
ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! Configure tunnel as send-only UDLR tunnel.
!
interface tunnel 0
tunnel source 10.41.0.2
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tunnel destination 10.20.0.1
tunnel udlr send-only serial 1/0/0
tunnel udlr address-resolution
!
! Configure OSPF.
!
router ospf
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

IGMP UDLR の例
次の例では、IGMP UDLRを設定する方法を示します。この例で、uplink-rtrはローカルアップス
トリームルータで、downlink-rtrはダウンストリームルータです。

両方のルータがバックチャネル接続によって相互に接続されています。両方のルータとも、2つ
の IPアドレスを持ちます。つまり、UDL上のアドレスと、バックチャネルにつながるインター
フェイス上のアドレスです。バックチャネルは、任意のリターンルートであり、任意の数のルー

タを持てます。

アップリンクルータおよびダウンリンクルータのバックチャネルインターフェイスの PIM
設定はオプションです。

（注）

UDL上のすべてのルータに、同じサブネットアドレスがなければなりません。 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、
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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。

図 2：IGMP 単方向リンクルーティングの例

アップリンクルータ（uplink-rtr）の設定

ip multicast-routing
!
! Interface that source is attached to
!
interface gigabitethernet 0/0/0
description Typical IP multicast enabled interface
ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! Back channel
!
interface gigabitethernet 1/0/0
description Back channel which has connectivity to downlink-rtr
ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! Unidirectional link
!
interface serial 0/0/0
description Unidirectional to downlink-rtr
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp unidirectional-link
no keepalive
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ダウンリンクルータ（downlink-rtr）の設定

ip multicast-routing
!
! Interface that receiver is attached to, configure for IGMP reports to be
! helpered for the unidirectional interface.
!
interface gigabitethernet 0/0/0
description Typical IP multicast-enabled interface
ip address 14.0.0.2 255.0.0.0
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp helper-address udl serial 0/0/0
!
! Back channel
!
interface gigabitethernet 1/0/0
description Back channel that has connectivity to downlink-rtr
ip address 13.0.0.2 255.0.0.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! Unidirectional link
!
interface serial 0/0/0
description Unidirectional to uplink-rtr
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp unidirectional-link
no keepalive

統合された UDLR トンネル IGMP UDLR と IGMP プロキシの例
次の例は、UDLを共有するアップストリームルータおよびダウンストリームルートの両方での
UDLRトンネル、IGMP UDLR、および IGMPプロキシの設定方法を示します。

アップストリームの設定

ip multicast-routing
!
interface Tunnel0
ip address 9.1.89.97 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
tunnel source 9.1.89.97
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 5
tunnel udlr receive-only GigabitEthernet2/3/0

!
interface GigabitEthernet2/0/0
no ip address
shutdown

!
! user network
interface GigabitEthernet2/1/0
ip address 9.1.89.1 255.255.255.240
no ip directed-broadcast
ip pim dense-mode
ip cgmp
fair-queue 64 256 128
no cdp enable
ip rsvp bandwidth 1000 100

!
interface GigabitEthernet2/2/0
ip address 9.1.95.1 255.255.255.240
no ip directed-broadcast

!
! physical send-only interface
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interface GigabitEthernet2/3/0
ip address 9.1.92.100 255.255.255.240
no ip directed-broadcast
ip pim dense-mode
ip nhrp network-id 5
ip nhrp server-only
ip igmp unidirectional-link
fair-queue 64 256 31
ip rsvp bandwidth 1000 100

!
router ospf 1
network 9.1.92.96 0.0.0.15 area 1

!
ip classless
ip route 9.1.90.0 255.255.255.0 9.1.92.99

ダウンストリームの設定

ip multicast-routing
!
interface Loopback0
ip address 9.1.90.161 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
ip igmp helper-address udl GigabitEthernet2/3/0
ip igmp proxy-service

!
interface Tunnel0
ip address 9.1.90.97 255.255.255.252
ip access-group 120 out
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
tunnel source 9.1.90.97
tunnel destination 9.1.89.97
tunnel key 5
tunnel udlr send-only GigabitEthernet2/3/0
tunnel udlr address-resolution

!
interface GigabitEthernet2/0/0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
no cdp enable

!
! user network
interface GigabitEthernet2/1/0
ip address 9.1.90.1 255.255.255.240
no ip directed-broadcast
ip pim sparse-mode
ip igmp mroute-proxy Loopback0
no cdp enable

!
! Backchannel
interface GigabitEthernet2/2/0
ip address 9.1.95.3 255.255.255.240
no ip directed-broadcast
no cdp enable

!
! physical receive-only interface
interface GigabitEthernet2/3/0
ip address 9.1.92.99 255.255.255.240
no ip directed-broadcast
ip pim sparse-mode
ip igmp unidirectional-link
no keepalive
no cdp enable

!
router ospf 1
network 9.1.90.0 0.0.0.255 area 1
network 9.1.92.96 0.0.0.15 area 1

!
ip classless
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ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 9.1.95.1
! set rpf to be the physical receive-only interface
ip mroute 0.0.0.0 0.0.0.0 9.1.92.96
ip pim rp-address 9.1.90.1
!
! permit ospf, ping and rsvp, deny others
access-list 120 permit icmp any any
access-list 120 permit 46 any any
access-list 120 permit ospf any any

その他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』IPマルチキャストコマンド：コマンド構文の
詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォ

ルト設定、使用に関する注意事項、および例

「Implementing Tunnels」モジュールトンネルインターフェイス

「Customizing IGMP」モジュールIGMPおよび IGMPプロキシ

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

なし
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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/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

単方向リンクを経由する IP マルチキャストの機能情報
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。

表 1：単方向リンクを経由する IP マルチキャストの機能情報

機能の設定情報リリース機能名

この機能は、単方向リンクによ

る arpをイネーブルにし、ダウ
ンストリームのマルチキャスト

レシーバを単方向リンクのダウ

ンストリームルータに直接接

続する必要があるという既存の

制限を克服します。

12.2(8)TUni-Directional Link Routing
（UDLR）トンネルARPおよび
IGMPプロキシ
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機能の設定情報リリース機能名

単方向リンクルーティングを

使用して、ルータが単方向リン

クで接続されている環境でルー

ティングプロトコルを機能さ

せます。単方向リンクのアッ

プストリーム側のルータにルー

ティング情報をトンネリングす

ることで、単方向リンクルー

ティングによるレイヤ3接続が
可能になります。

12.2(2)T

12.2(17d)SXB1

UDLR

   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
18

単方向リンクを経由する IP マルチキャストの設定
単方向リンクを経由する IP マルチキャストの機能情報


	単方向リンクを経由する IP マルチキャストの設定
	機能情報の確認
	UDLR の前提条件
	UDLR の概要
	UDLR の概要
	UDLR トンネル
	IGMP UDLR

	単方向リンクを経由する IP マルチキャストをルーティングする方法
	UDLR トンネルの設定
	IGMP UDLR の設定

	UDLR の設定例
	UDLR トンネルの例
	IGMP UDLR の例
	統合された UDLR トンネル IGMP UDLR と IGMP プロキシの例

	その他の関連資料
	単方向リンクを経由する IP マルチキャストの機能情報


