
マルチキャストコマンド

ここでは、CiscoASR9000シリーズルータでブロードバンドネットワークゲートウェイ（BNG）
のマルチキャストコマンドの設定に使用される Cisco IOS XRソフトウェアのコマンドについて
説明します。関連設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Broadband Network Gateway Configuration Guide』を参照してください。
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router igmp vrf
ルートポリシーが帯域幅プロファイルのマッピングに使用されるように設定するには、グローバ

ルコンフィギュレーションモードで router igmpvrfコマンドを使用します。この機能をディセー
ブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

router igmp vrf vrf_name {traffic| profile| profile_name}

no router igmp vrf vrf_name {traffic| profile| profile_name}

___________________
構文の説明 VRF名を指定します。vrf_name

IGMPトラフィック変数を設定します。traffic

ルートポリシーが帯域幅プロファイルのマッピ

ングに使用されるように設定します。

profile

プロファイル名を指定します。profile_name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast
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___________________
例 これは、グローバルコンフィギュレーションモードで router igmp vrfコマンドを設定する例で

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp vrf vrf1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp vrf vrf1 traffic profile prof-name
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igmp accounting
IGMPの下でのアカウンティング機能をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーショ
ンモードで igmp accountingコマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、この
コマンドの no形式を使用します。

igmp accounting{max-history| number_of_days}

no igmp accounting{max-history| number_of_days}

___________________
構文の説明

アカウンティングの最大履歴（日数）を設定します。max-history

履歴が保持される必要がある日数を指定します。この値の範囲

は、1～ 365です。
number_of_days

___________________
コマンドデフォルト max-historyが指定されていない場合、デフォルト値は 0です。これは、履歴が保存されないこと

を示します。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast
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___________________
例 これは、グローバルコンフィギュレーションモードで igmp accountingコマンドを設定する例で

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp accounting max-history 67
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igmp explicit-tracking
IGMPバージョン 3で明示的ホストトラッキングを設定するには、ダイナミックテンプレートコ
ンフィギュレーションモードで igmp explicit-trackingコマンドを使用します。明示的ホストト
ラッキングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

igmp explicit-tracking access_list_name

no igmp explicit-tracking

___________________
構文の説明

アクセスリストトラッキンググループ範囲を指定します。access_list_name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

dynamic-template type pppコマンドを使用して、ダイナミックテンプレートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast
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___________________
例 これは、igmp explicit-trackingコマンドをダイナミックテンプレートコンフィギュレーション

モードで設定する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ppp foo
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# igmp explicit-tracking igmp1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

Cisco IOS XRソフトウェアが
IGMPホストクエリーメッセー
ジを送信する頻度を設定しま

す。

igmp query-interval, （8ページ）

加入者のユニキャストトラ

フィックの IGMP QOSシェー
パーを設定します。

unicast-qos-adjust, （14ページ）

unicast-qos-adjusted機能の内部
統計情報を表示します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics, （16ページ）

IGMPクエリーにアドバタイズ
された最大応答時間を設定しま

す。

igmp query-max-response-time, （10ページ）

マルチキャストコンポーネン

トが、ダイナミックテンプレー

トに関連付けられた加入者セッ

ションに対して機能するモード

を設定します。

multicast（BNG）, （12ページ）
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igmp query-interval
Cisco IOS XRソフトウェアが IGMPホストクエリーメッセージを送信する頻度を設定するには、
ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで igmp query-intervalコマンドを使
用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

igmp query-interval seconds

no igmp query-interval

___________________
構文の説明 1～ 3600の間で IGMPホストクエリーメッセージの送信頻度を指定し

ます。

seconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの query-interval値は 60秒です。

___________________
コマンドモード ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

dynamic-template type pppコマンドを使用して、ダイナミックテンプレートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast
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___________________
例 これは、ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで igmp query-intervalコマ

ンドを設定する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ppp foo
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# igmp query-interval 60

___________________
関連コマンド

説明コマンド

加入者のユニキャストトラ

フィックの IGMP QOSシェー
パーを設定します。

unicast-qos-adjust, （14ページ）

IGMPバージョン 3で明示的ホ
ストトラッキングを設定しま

す

igmp explicit-tracking, （6ページ）

IGMPクエリーにアドバタイズ
された最大応答時間を設定しま

す。

igmp query-max-response-time, （10ページ）

マルチキャストコンポーネン

トが、ダイナミックテンプレー

トに関連付けられた加入者セッ

ションに対して機能するモード

を設定します。

multicast（BNG）, （12ページ）

unicast-qos-adjusted機能の内部
統計情報を表示します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics, （16ページ）
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igmp query-max-response-time
IGMPクエリーにアドバタイズされる最大応答時間を設定するには、ダイナミックテンプレート
コンフィギュレーションモードで igmp query-max-response-timeコマンドを使用します。この機
能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

igmp query-max-response-time seconds

no igmp query-max-response-time

___________________
構文の説明 1～ 12の間で IGMPクエリーにアドバタイズされる最大応答時間（秒）

を指定します。

seconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの query-max-response-timeは 10秒です。

___________________
コマンドモード ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

dynamic-template type pppコマンドを使用して、ダイナミックテンプレートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast
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___________________
例 これは、ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで igmpquery-max-response-time

コマンドを設定する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ppp foo
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# igmp query-max-response-time 12

___________________
関連コマンド

説明コマンド

Cisco IOS XRソフトウェアが
IGMPホストクエリーメッセー
ジを送信する頻度を設定しま

す。

igmp query-interval, （8ページ）

IGMPバージョン 3で明示的ホ
ストトラッキングを設定しま

す

igmp explicit-tracking, （6ページ）

unicast-qos-adjusted機能の内部
統計情報を表示します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics, （16ページ）

加入者のユニキャストトラ

フィックの IGMP QOSシェー
パーを設定します。

unicast-qos-adjust, （14ページ）

マルチキャストコンポーネン

トが、ダイナミックテンプレー

トに関連付けられた加入者セッ

ションに対して機能するモード

を設定します。

multicast（BNG）, （12ページ）
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multicast（BNG）
マルチキャストコンポーネントが動的テンプレートに関連付けられている加入者セッションで機

能するモードを設定するには、ダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで

multicastコマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式
を使用します。

multicast[ipv4]{qos-correlation| passive}

no multicast[ipv4]{qos-correlation| passive}

マルチキャストを IGMP-HQOS相関モードに設
定します。

qos-correlation

マルチキャストをパッシブモードに設定しま

す。

passive

オプション IPv4アドレスファミリの設定を指
定します。

ipv4

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミックテンプレートコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

dynamic-template type pppコマンドを使用して、ダイナミックテンプレートコンフィギュレー
ションモードを開始します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast

___________________
例 これは、multicastコマンドをダイナミックテンプレートコンフィギュレーションモードで設定

する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ppp foo
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# multicast ipv4 qos-correlation

___________________
関連コマンド

説明コマンド

Cisco IOS XRソフトウェアが IGMPホストク
エリーメッセージを送信する頻度を設定しま

す。

igmp query-interval, （8ページ）

加入者のユニキャストトラフィックの IGMP
QOSシェーパーを設定します。

unicast-qos-adjust, （14ページ）

IGMPバージョン 3で明示的ホストトラッキ
ングを設定します

igmp explicit-tracking, （6ページ）

IGMPクエリーにアドバタイズされた最大応答
時間を設定します。

igmp query-max-response-time, （10ページ）

unicast-qos-adjusted機能の内部統計情報を表示
します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics, （16ペー
ジ）
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unicast-qos-adjust
加入者のユニキャストトラフィックの IGMP QOSシェーパーを設定するには、IGMPコンフィ
ギュレーションモードで unicast-qos-adjustコマンドを使用します。この機能をディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

unicast-qos-adjust{adjustment-delay| download-interval| holdoff}

no unicast-qos-adjust

___________________
構文の説明 QOSでレートをプログラムする前に待機する時間を設定します。adjustment-delay

QOSにインターフェイスのバッチをダウンロードするまでの時間
を設定します。

download-interval

QOSが失効したエントリをクリアするまでのホールドオフ時間を
設定します。

holdoff

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード IGMPコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

dynamic-template type pppコマンドを使用して、ダイナミックテンプレートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writemulticast
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___________________
例 これは、IGMPコンフィギュレーションモードで unicast-qos-adjustコマンドを設定する例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router igmp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# unicast-qos-adjust

___________________
関連コマンド

説明コマンド

Cisco IOS XRソフトウェアが IGMPホストク
エリーメッセージを送信する頻度を設定しま

す。

igmp query-interval, （8ページ）

IGMPバージョン3で明示的ホストトラッキン
グを設定します

igmp explicit-tracking, （6ページ）

unicast-qos-adjusted機能の内部統計情報を表示
します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics, （16ペー
ジ）

IGMPクエリーにアドバタイズされた最大応答
時間を設定します。

igmp query-max-response-time, （10ページ）

マルチキャストコンポーネントが、ダイナミッ

クテンプレートに関連付けられた加入者セッ

ションに対して機能するモードを設定します。

multicast（BNG）, （12ページ）
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show igmp unicast-qos-adjust statistics
unicast-qos-adjusted機能の統計情報を表示するには、show igmp unicast-qos-adjust statisticsコマン
ドを EXECモードで使用します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics[ interface type interface-path-id ]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスの名前、調整されたフローの数、調整された合計レー

ト、最初の調整後の稼働時間などのインターフェイス固有の情報を表形式で表示

します。インターフェイスを指定した場合、インターフェイスに固有の統計情報

は、最新の 5つの更新を示すテーブルに表示されます。

interface

出力修飾子を指定します。|

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readmulticast
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___________________
例 これは、show igmp unicast-qos-adjust statisticsコマンドの出力例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp unicast-qos-adjust statistics

show igmp unicast-qos-adjust statisticsの出力は次のとおりです。

Mon Feb 4 08:47:01.640 GMT

IGMP to QoS Batch stats
Current Queue count : 0
Last IGMP-to-QOS Batch count : 0
Last IGMP-to-QOS Batch errors : 0
Interfaces added to queue(all batches) : 0
Interfaces removed from queue(all batches) : 0

IGMP to QoS message send stats
Number of Send Success : 1
Number of Send Error COMMS : 0
Number of Send Error Partial : 0
Time elapsed since last download : 3w0d

Resync stats
Is RESYNC required : No
Is RESYNC REQUEST received : No
Is RESYNC START message sent : No
Has Mark&Sweep happened anytime : Yes
Time elapsed since last mark and sweep : 3w0d

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 1：show igmp unicast-qos-adjust statistics のフィールドの説明

説明フィールド

IGMPからQoSへのバッチ統計情報の詳細を指
定します。たとえば、現在のキューカウント、

バッチカウンタ、バッチエラー、キューに追

加されたインターフェイスの数、およびキュー

から削除されたインターフェイスの数です。

IGMP to QoS Batch stats

IGMPからQoSへの送信統計情報の詳細を指定
します。たとえば、成功した送信メッセージの

数、エラーとなった送信メッセージの数、部分

的にエラーとなった送信メッセージの数、およ

び前回ダウンロードからの経過時間です。

IGMP to QoS message send stats

再同期統計情報の詳細情報を指定します。たと

えば、再同期が必要かどうか、再同期要求が受

信されたかどうか、再同期開始メッセージが送

信されたかどうか、再同期のマークおよびス

イープが行われたかどうか、および前回のマー

クおよびスイープからの経過時間です。

Resync stats

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

Cisco IOS XRソフトウェアが IGMPホストク
エリーメッセージを送信する頻度を設定しま

す。

igmp query-interval, （8ページ）

加入者のユニキャストトラフィックの IGMP
QOSシェーパーを設定します。

unicast-qos-adjust, （14ページ）

IGMPバージョン 3で明示的ホストトラッキン
グを設定します

igmp explicit-tracking, （6ページ）

IGMPクエリーにアドバタイズされた最大応答
時間を設定します。

igmp query-max-response-time, （10ページ）

マルチキャストコンポーネントが、ダイナミッ

クテンプレートに関連付けられた加入者セッ

ションに対して機能するモードを設定します。

multicast（BNG）, （12ページ）
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show igmp vrf（BNG）
IGMP VRF固有の情報を表示するには、EXECモードで show igmp vrfコマンドを使用します。

show igmp vrf vrf_name{groups| interface| nsf| ranges| ssm| summary| traffic| unicast-qos-adjusted}

___________________
構文の説明 IGMPユニキャスト QoSシェーパーの VRF情報を示します。vrf

vrf名を指定します。vrf_name

IGMPグループメンバーシップ情報を表示します。groups

IGMPインターフェイス情報を表示します。interface

IGMP NSFのステータスを表示します。nsf

IGMPグループマップの範囲を示します。ranges

SSM関連情報を表示します。ssm

IGMPのサマリー情報を表示します。summary

IGMPトラフィックカウンタを表示します。traffic

IGMPユニキャスト QoSシェーパーを表示します。unicast-qos-adjusted

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readmulticast

___________________
例 これは、show igmp vrfコマンドの出力例です。

RP/0/RSP0/CPU0:router#show igmp vrf vrf1 summary

show igmp vrf vrf1 summaryの出力は次のとおりです。

Thu Feb 7 10:02:24.457 GMT
Robustness Value 2
No. of Group x Interfaces 10
Maximum number of Group x Interfaces 50000

Supported Interfaces : 2
Unsupported Interfaces : 0
Enabled Interfaces : 2
Disabled Interfaces : 0

MTE tuple count : 0

Interface Number Max #
Groups Groups

BVI1 7 10
Loopback1001 3 25000

RP/0/RSP0/CPU0:router#show igmp vrf vrf1 interface bvi1

Thu Feb 7 10:02:48.231 GMT

BVI1 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.251.1/30
IGMP is enabled on interface
Current IGMP version is 3
IGMP query interval is 60 seconds
IGMP querier timeout is 125 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Last member query response interval is 1 seconds
IGMP activity: 26 joins, 19 leaves
IGMP querying router is 172.16.251.1 (this system)
Time elapsed since last query sent 00:00:41
Time elapsed since IGMP router enabled 3w3d
Time elapsed since last report received 00:00:32

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
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表 2：show igmp vrf のフィールドの説明

説明フィールド

サポートされるインターフェイスの数を指定し

ます。

サポートされるインターフェイス

サポートされないインターフェイスの数を指定

します。

Unsupported Interfaces

イネーブルになっているインターフェイスの数

を指定します。

Enabled Interfaces

ディセーブルになっているインターフェイスの

数を指定します。

Disabled Interfaces
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