IP マルチキャスト オペレーションの確認
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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、Bug Search Tool およびプラット
フォームとソフトウェア リリースのリリース 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。
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IP マルチキャスト オペレーションの確認
IP マルチキャスト オペレーションの確認の前提条件

IP マルチキャスト オペレーションの確認の前提条件
• このモジュールの作業を実行する前に、「IP マルチキャスト テクノロジーの概要」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は、IP マルチキャストがイネーブルに設定され、PIM-SM または SSM
が「基本的な IP マルチキャスト設定」モジュールで説明されている関連タスクを使用して設
定されていることを前提としています。

IP マルチキャスト オペレーションの確認における制限
• PIM-SM については、このモジュールでは、PIM 対応ルータで最短パス ツリー（SPT）しき
い値が値ゼロ（デフォルト）に設定され、無限大ではないことが前提となります。 SPT しき
い値の詳細については、『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』の ip pim spt-threshold
コマンド ページを参照してください。
• 双方向 PIM（Bidir-PIM）ネットワーク、または有限あるいは無限の SPT しきい値が使用され
ている PIM-SM ネットワークでの IP マルチキャスト オペレーションの確認は、このモジュー
ルの範囲外です。

IP マルチキャスト オペレーションに関する情報
PIM-SM ネットワーク環境および PIM-SSM ネットワーク環境での IP マ
ルチキャスト オペレーションの確認に関するガイドライン
PIM-SM ネットワーク環境または PIM-SSM ネットワーク環境で IP マルチキャストのオペレーショ
ンを確認するときに、効果的なアプローチは、ラスト ホップ ルータで確認プロセスを開始し、
ファースト ホップ ルータに到達するまで、SPT が使用されているルータ上で確認プロセスを続行
することです。 この確認の目的は、IP マルチキャスト ネットワークを介して IP マルチキャスト
トラフィックが適切にルーティングされていることを確認することです。

ラスト ホップ ルータでの IP マルチキャスト オペレーションの確認に使用される一
般的なコマンド（PIM-SM および PIM-SSM）
表に、PIM-SM ネットワーク環境および PIM-SSM ネットワーク環境のラスト ホップ ルータで IP
マルチキャスト オペレーションの確認に使用される一般的なコマンドについて説明します。
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IP マルチキャスト オペレーションの確認
PIM-SM ネットワーク環境および PIM-SSM ネットワーク環境での IP マルチキャスト オペレーションの確
認に関するガイドライン

表 1：一般的な IP マルチキャスト確認コマンド（ラスト ホップ ルータ）

コマンド

説明および目的

show ip igmp groups

ルータに直接接続されているレシーバとイン
ターネット グループ管理プロトコル（IGMP）
によって学習されたレシーバを持つマルチキャ
スト グループを表示します。
• LAN 上のレシーバが加入したグループの
ラスト ホップ ルータ上で、IGMP キャッ
シュが適切に生成されていることを確認す
るには、このコマンドを使用します。

show ip pim rp mapping

（設定、あるいは Auto-RP または BSR からの
学習により）ルータが認識しているグループ-RP
マッピングをすべて表示します。
• グループ-RP 間のマッピングがラスト ホッ
プ ルータで正しく生成されていることを
確認する場合は、このコマンドを使用しま
す。
（注）

show ip mroute

PIM-SSM ではランデブー ポイント
（RP）が使用されないため、show ip
pim rp mapping コマンドは PIM-SSM
ネットワーク内のルータでは動作し
ません。

マルチキャスト ルーティング（mroute）テーブ
ルの内容を表示します。
• mroute テーブルがラスト ホップ ルータで
正しく生成されていることを確認する場合
は、このコマンドを使用します。

show ip interface

設定されているインターフェイスについて、情
報および統計情報を表示します。
• IP マルチキャスト高速スイッチングがラス
ト ホップ ルータの発信インターフェイス
でイネーブルになっていることを確認する
には、このコマンドを使用します。

show ip mfib

IP マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）の
転送エントリおよびインターフェイスを表示し
ます。
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コマンド

説明および目的

show ip pim interface count

PIM 対応インターフェイスで送受信されたマル
チキャスト パケットの数に関連する統計情報を
表示します。
• マルチキャストトラフィックがラストホッ
プ ルータに転送されていることを、ラス
ト ホップ ルータ上で確認する場合は、こ
のコマンドを使用します。

show ip mroute active

アクティブなソースがマルチキャスト グループ
に送信しているレートを、キロビット/秒
（kb/s）単位で表示します。
• ラスト ホップ ルータ上のグループに送信
を実行しているアクティブなソースのマル
チキャスト パケット レートに関する情報
を表示する場合は、このコマンドを使用し
ます。

show ip mroute count

mroute テーブルの mroute に関連する統計情報
を表示します。
• マルチキャストトラフィックがラストホッ
プ ルータに転送されていることを、ラス
ト ホップ ルータ上で確認する場合は、こ
のコマンドを使用します。

SPT が使用されているルータでの IP マルチキャスト オペレーションの確認に使用さ
れる一般的なコマンド（PIM-SM および PIM-SSM）
表に、PIM-SM ネットワーク環境および PIM-SSM ネットワーク環境の SPT が使用されているルー
タで IP マルチキャスト オペレーションの確認に使用される一般的なコマンドについて説明しま
す。
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PIM-SM ネットワーク環境および PIM-SSM ネットワーク環境での IP マルチキャスト オペレーションの確
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表 2：一般的な IP マルチキャスト確認コマンド（SPT が使用されているルータ）

コマンド

説明および目的

show ip mroute

mroute テーブルの内容を表示します。
• ソースへのリバース パス転送（RPF）ネイ
バーが、SPT が使用されている各ルータの
想定 RPF ネイバーであることを確認する
には、このコマンドを使用します。

show ip mroute active

アクティブなソースがマルチキャスト グループ
に送信しているレートを、kb/s 単位で表示しま
す。
• SPT が使用されているルータ上のグループ
に送信を実行しているアクティブなソース
のマルチキャスト パケット レートに関す
る情報を表示する場合は、このコマンドを
使用します。

ファースト ホップ ルータでの IP マルチキャスト オペレーションの確認に使用され
る一般的なコマンド（PIM-SM および PIM-SSM）
表に、PIM-SM ネットワーク環境および PIM-SSM ネットワーク環境のファースト ホップ ルータ
で IP マルチキャスト オペレーションの確認に使用される一般的なコマンドについて説明します。
表 3：一般的な IP マルチキャスト確認コマンド（ファースト ホップ ルータ）

コマンド

説明および目的

show ip mroute

mroute テーブルの内容を表示します。
• F フラグがファースト ホップ ルータの
mroute に設定されていることを確認するに
は、このコマンドを使用します。
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IP マルチキャスト オペレーションを確認する方法

コマンド

説明および目的

show ip mroute active

アクティブなソースがマルチキャスト グループ
に送信しているレートを、kb/s 単位で表示しま
す。
• ファースト ホップ ルータ上のグループに
送信を実行しているアクティブなソースの
マルチキャスト パケット レートに関する
情報を表示する場合は、このコマンドを使
用します。

IP マルチキャスト オペレーションを確認する方法
PIM 対応ルータを使用して IP マルチキャストの到達可能性をテストす
る方法
PIM 対応ルータを使用して IP マルチキャストの到達可能性をテストするには、次の作業を実行し
ます。
管理しているすべての PIM 対応ルータおよびアクセス サーバが、マルチキャスト グループのメ
ンバで、すべてのルータが応答する原因となる ping が送信されます。これは、効果的な管理およ
びデバッグのツールです。
PIM 対応ルータを使用して IP マルチキャストの到達可能性をテストするには、次の作業を実行し
ます。

マルチキャスト ping に応答するルータの設定
ルータをマルチキャスト ping に応答するように設定するには、次の作業を実行します。 この作業
の実行によって、指定されたグループに加入するよう、ルータ上のインターフェイスが設定され
ます。 この作業は、マルチキャスト ネットワークに加入しているルータ上の各インターフェイ
ス、およびマルチキャスト ネットワークに加入しているすべてのルータで実行する必要がありま
す。
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IP マルチキャスト オペレーションの確認
PIM 対応ルータを使用して IP マルチキャストの到達可能性をテストする方法

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip igmp join-group group-address
5. マルチキャスト ネットワークに加入しているルータ上のインターフェイスで、ステップ 3 とス
テップ 4 を繰り返します。
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number
例：

• type および number 引数に、ホストに直接接続されている

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

ステップ 4

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ip igmp join-group group-address
例：

インターフェイスまたはホストに直面しているインター
フェイスを指定します。
（任意）ルータ上のインターフェイスを指定したグループに
参加するように設定します。
• この作業の目的として、マルチキャスト ネットワークに

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

加入しているルータ上のすべてのインターフェイス上
で、group-address 引数に同じグループ アドレスを設定し
ます。
（注）

この方法では、ルータは、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ことに
より、ルータの高速スイッチングは行われません。
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PIM 対応ルータを使用して IP マルチキャストの到達可能性をテストする方法

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

マルチキャストネットワークに加入し -ているルータ上のインターフェイス
で、ステップ 3 とステップ 4 を繰り返
します。

ステップ 6

end

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。

例：
Router(config-if)# end

マルチキャスト ping に応答するように設定されているルータの ping
マルチキャスト ping に応答するように設定されているルータをテストするために、ルータ上で
ping を開始するには、次の作業を実行します。 この作業は、ネットワークの IP マルチキャストの
到達可能性をテストするために使用します。

手順の概要
1. enable
2. ping group-address

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

ping group-address
例：

IP マルチキャスト グループ アドレスに ping を実行します。
• 正常な応答は、グループ アドレスが機能していること
を示します。

Router# ping 225.2.2.2
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PIM-SM ネットワークまたは PIM-SSM ネットワークでの IP マルチキャスト オペレーションの確認

PIM-SM ネットワークまたは PIM-SSM ネットワークでの IP マルチキャ
スト オペレーションの確認
PIM-SM ネットワークまたは PIM-SSM ネットワークで IP マルチキャスト オペレーションを確認
するには、次の任意の作業を実行します。 ソースとレシーバが期待どおりに動作していない場
合、これらの作業の手順を実行すると、障害が発生したホップの場所を特定できます。

（注）

パケットが想定された宛先に到達していない場合、IP マルチキャスト高速スイッチングをディ
セーブルにすることを検討する必要が生じることがあります。これによって、ルータはプロセ
ス スイッチング モードになります。 IP マルチキャスト高速スイッチングがディセーブルされ
た後で、パケットが適切な宛先に到達し始めた場合、問題は IP マルチキャスト高速スイッチ
ングに関連していた可能性が非常に高くなります。 IP マルチキャスト高速スイッチングをディ
セーブルにする方法の詳細については、「IP マルチキャストのモニタリングおよび保持」モ
ジュールを参照してください。
PIM-SM マルチキャスト ネットワークまたは PIM-SSM マルチキャスト ネットワークで IP マルチ
キャスト オペレーションを確認するには、次の確認作業を実行します。

ラスト ホップ ルータでの IP マルチキャスト オペレーションの確認
ラスト ホップ ルータで IP マルチキャストのオペレーションを確認するには、次の作業を実行し
ます。

（注）

PIM-SSM ネットワークのラスト ホップ ルータを確認する場合は、ステップ 3 を無視します。

手順の概要
1. enable
2. show ip igmp groups
3. show ip pim rp mapping
4. show ip mroute
5. show ip interface [type number]
6. show ip mfib
7. show ip pim interface count
8. show ip mroute count
9. show ip mroute active [kb/s]
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手順の詳細
ステップ 1

enable
特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
Router>

ステップ 2

enable

show ip igmp groups
ラスト ホップ ルータで IGMP メンバーシップを確認するには、このコマンドを使用します。 この情報に
よって、ラストホップルータに直接接続され、IGMPを介して認識されるレシーバが使用されているマル
チキャスト グループが確認されます。
次に、show ip igmp groups コマンドの出力例を示します。
例：
Router# show ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address
Interface
239.1.2.3
GigabitEthernet1/0/0
224.0.1.39
GigabitEthernet0/0/0

ステップ 3

Uptime
00:05:14
00:09:11

Expires
00:02:14
00:02:08

Last Reporter
10.1.0.6
172.31.100.1

show ip pim rp mapping
グループ-RP 間のマッピングがラスト ホップ ルータで正しく生成されていることを確認する場合は、こ
のコマンドを使用します。
PIM-SSM ネットワークのラスト ホップ ルータを確認する場合は、この手順を無視します。
PIM-SSM では RP が使用されないため、show ip pim rp mapping コマンドは PIM-SSM ネット
ワーク内のルータでは動作しません。 さらに、正しく設定されている場合、show ip pim rp
mapping コマンドの出力には PIM-SSM グループは表示されません。
次に、show ip pim rp mapping コマンドの出力例を示します。
（注）

例：
Router# show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
Group(s) 224.0.0.0/4
RP 172.16.0.1 (?), v2v1
Info source: 172.16.0.1 (?), elected via Auto-RP
Uptime: 00:09:11, expires: 00:02:47

ステップ 4

show ip mroute
mroute テーブルがラスト ホップ ルータで正しく生成されていることを確認する場合は、このコマンドを
使用します。
次に、 show ip mroute コマンドの出力例を示します。
例：
Router# show ip mroute
(*, 239.1.2.3), 00:05:14/00:03:04, RP 172.16.0.1, flags: SJC
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Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.31.100.1
Outgoing interface list:
GigabitEthernet1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:05:10/00:03:04
(10.0.0.1, 239.1.2.3), 00:02:49/00:03:29, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.31.100.1
Outgoing interface list:
GigabitEthernet1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:02:49/00:03:04
(*, 224.0.1.39), 00:10:05/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:05:15/00:00:00
GigabitEthernet0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:10:05/00:00:00
(172.16.0.1, 224.0.1.39), 00:02:00/00:01:33, flags: PTX
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.31.100.1

ステップ 5

show ip interface [type number]
マルチキャスト高速スイッチングがラスト ホップ ルータの発信インターフェイスで、最適化されたパ
フォーマンスでイネーブルになっていることを確認するには、このコマンドを使用します。
no ip mroute-cache インターフェイス コマンドを使用すると、IP マルチキャスト高速スイッチ
ングをディセーブルにされます。 IP マルチキャスト高速スイッチングがディセーブルの場合、
パケットはプロセス スイッチド パスを使用して転送されます。
次に、特定のインターフェイスに対する show ip interface コマンドの出力例を示します。
（注）

例：
Router# show ip interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.31.100.2/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Multicast reserved groups joined: 224.0.0.1 224.0.0.22 224.0.0.13
224.0.0.5 224.0.0.6
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is disabled
IP Fast switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
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WCCP Redirect exclude is disabled
BGP Policy Mapping is disabled

ステップ 6

show ip mfib
IP マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）の転送エントリおよびインターフェイスを表示するには、こ
のコマンドを使用します。
例：

ステップ 7

show ip pim interface count
マルチキャスト トラフィックがラスト ホップ ルータに転送されていることを確認する場合は、このコマ
ンドを使用します。
次に、show ip pim interface コマンドに count キーワードを指定した場合の出力例を示します。
例：
Router# show ip pim interface count
State: * - Fast Switched, D - Distributed
H - Hardware Switching Enabled
Address
Interface
172.31.100.2
GigabitEthernet0/0/0
10.1.0.1
GigabitEthernet1/0/0

ステップ 8

Fast Switched
FS Mpackets In/Out
*
4122/0
*
0/3193

show ip mroute count
マルチキャスト トラフィックがラスト ホップ ルータに転送されていることを確認する場合は、このコマ
ンドを使用します。
次に、show ip mroute コマンドに count キーワードを指定した場合の出力例を示します。
例：
Router# show ip mroute count
IP Multicast Statistics
6 routes using 4008 bytes of memory
3 groups, 1.00 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: 239.1.2.3, Source count: 1, Packets forwarded: 3165, Packets received: 3165
RP-tree: Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
Source: 10.0.0.1/32, Forwarding: 3165/20/28/4, Other: 0/0/0
Group: 224.0.1.39, Source count: 1, Packets forwarded: 21, Packets received: 120
Source: 172.16.0.1/32, Forwarding: 21/1/48/0, Other: 120/0/99
Group: 224.0.1.40, Source count: 1, Packets forwarded: 10, Packets received: 10
Source: 172.16.0.1/32, Forwarding: 10/1/48/0, Other: 10/0/0

ステップ 9

show ip mroute active [kb/s]
ラスト ホップ ルータ上のグループに送信を実行しているアクティブなマルチキャスト ソースに関する情
報を表示する場合は、ラスト ホップ ルータ上でこのコマンドを使用します。 このコマンドの出力では、
アクティブなソースのマルチキャスト パケット レートに関する情報が示されます。
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デフォルトでは、active キーワードを指定した show ip mroute コマンドの出力では、4 kb/s. 以上
のレートでグループにトラフィックを送信しているアクティブなソースに関する情報が表示さ
れます。 より低いレートのトラフィック（4 kb/s 未満のトラフィック）をグループに送信して
いるアクティブなソースに関する情報を表示する場合は、kb/s 引数に 1 の値を指定します。 こ
の引数に 1 の値を指定すると、1 kb/s 以上のレートでグループにトラフィックを送信しているア
クティブなソースに関する情報が表示されます。これによって、存在する可能性があるすべて
のアクティブなソース トラフィックに関する情報が効果的に表示されます。
次に、show ip mroute コマンドに active キーワードを指定した場合の出力例を示します。
（注）

例：
Router# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.1.2.3, (?)
Source: 10.0.0.1 (?)
Rate: 20 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 50 secs), 4 kbps(life avg)

SPT が使用されているルータでの IP マルチキャストの確認
PIM-SM ネットワークまたは PIM-SSM ネットワークで SPT が使用されているルータ上で IP マル
チキャストのオペレーションを確認するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. show ip mroute [group-address]
3. show ip mroute active

手順の詳細
ステップ 1

enable
特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
Router>

ステップ 2

enable

show ip mroute [group-address]
特定の 1 つまたは複数のグループのソースへの RPF ネイバーを確認する場合は、SPT が使用されている
ルータでこのコマンドを使用します。
次に、特定のグループに対する show ip mroute コマンドの出力例を示します。
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例：
Router# show ip mroute 239.1.2.3
(*, 239.1.2.3), 00:17:56/00:03:02, RP 172.16.0.1, flags: S
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:17:56/00:03:02
(10.0.0.1, 239.1.2.3), 00:15:34/00:03:28, flags: T
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 172.31.200.1
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:15:34/00:03:02

ステップ 3

show ip mroute active
グループに送信を実行しているアクティブなマルチキャスト ソースに関する情報を表示する場合は、SPT
が使用されているルータ上でこのコマンドを使用します。 このコマンドの出力では、アクティブなソース
のマルチキャスト パケット レートに関する情報が示されます。
デフォルトでは、active キーワードを指定した show ip mroute コマンドの出力では、4 kb/s. 以上
のレートでグループにトラフィックを送信しているアクティブなソースに関する情報が表示さ
れます。 より低いレートのトラフィック（4 kb/s 未満のトラフィック）をグループに送信して
いるアクティブなソースに関する情報を表示する場合は、kb/s 引数に 1 の値を指定します。 こ
の引数に 1 の値を指定すると、1 kb/s 以上のレートでグループにトラフィックを送信しているア
クティブなソースに関する情報が表示されます。これによって、存在する可能性があるすべて
のアクティブなソース トラフィックに関する情報が効果的に表示されます。
次に、show ip mroute コマンドに active キーワードを指定した場合の出力例を示します。
（注）

例：
Router# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.1.2.3, (?)
Source: 10.0.0.1 (?)
Rate: 20 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 30 secs), 4 kbps(life avg)

ファースト ホップ ルータでの IP マルチキャストの確認
ファースト ホップ ルータで IP マルチキャストのオペレーションを確認するには、次の作業を実
行します。

手順の概要
1. enable
2. show ip mroute [group-address]
3. show ip mroute active [kb/s]
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手順の詳細
ステップ 1

enable
特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router>

ステップ 2

enable

show ip mroute [group-address]
F フラグがファースト ホップ ルータの mroute に設定されていることを確認するには、ファースト ホップ
ルータでこのコマンドを使用します。
次に、特定のグループに対する show ip mroute コマンドの出力例を示します。
例：
Router# show ip mroute 239.1.2.3
(*, 239.1.2.3), 00:18:10/stopped, RP 172.16.0.1, flags: SPF
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 172.31.200.2
Outgoing interface list: Null
(10.0.0.1, 239.1.2.3), 00:18:10/00:03:22, flags: FT
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Serial1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:18:10/00:03:19

ステップ 3

show ip mroute active [kb/s]
グループに送信を実行しているアクティブなマルチキャストソースに関する情報を表示する場合は、ファー
スト ホップ ルータ上でこのコマンドを使用します。 このコマンドの出力では、アクティブなソースのマ
ルチキャスト パケット レートに関する情報が示されます。
デフォルトでは、active キーワードを指定した show ip mroute コマンドの出力では、4 kb/s. 以上
のレートでグループにトラフィックを送信しているアクティブなソースに関する情報が表示さ
れます。 より低いレートのトラフィック（4 kb/s 未満のトラフィック）をグループに送信して
いるアクティブなソースに関する情報を表示する場合は、kb/s 引数に 1 の値を指定します。 こ
の引数に 1 の値を指定すると、1 kb/s 以上のレートでグループにトラフィックを送信しているア
クティブなソースに関する情報が表示されます。これによって、存在する可能性があるすべて
のアクティブなソース トラフィックに関する情報が効果的に表示されます。
次に、show ip mroute コマンドに active キーワードを指定した場合の出力例を示します。
（注）

例：
Router# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.1.2.3, (?)
Source: 10.0.0.1 (?)
Rate: 20 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 30 secs), 4 kbps(life avg)
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IP マルチキャスト オペレーションの設定例
PIM-SM ネットワークまたは PIM-SSM ネットワークでの IP マルチキャ
スト オペレーションの確認例
次に、ネットワークに PIM-SM が導入された後で、IP マルチキャスト オペレーションを確認する
例を示します。 例は、図に示された PIM-SM トポロジに基づいています。
図に示されているラスト ホップ ルータからファースト ホップ ルータで、この特定の PIM-SM ネッ
トワーク トポロジの IP マルチキャスト オペレーションを確認する例を示します。
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ラスト ホップ ルータでの IP マルチキャストの確認例
次に、show ip igmp groups コマンドの出力例を示します。 出力例では、図に示されているラスト
ホップ ルータの IGMP メンバーシップが表示されます。 このコマンドは、LAN 上のレシーバが
加入したグループに対して、IGMP キャッシュが適切に生成されていることを確認するために、
この例で使用されています。
Router# show ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address
Interface
239.1.2.3
GigabitEthernet1/0/0
224.0.1.39
GigabitEthernet0/0/0

Uptime
00:05:14
00:09:11

Expires
00:02:14
00:02:08

Last Reporter
10.1.0.6
172.31.100.1

次に、show ip pim rp mapping コマンドの出力例を示します。 出力例では、RP フィールドに表示
されている RP アドレスに注意してください。 図に示されているラスト ホップ ルータ上でグルー
プから RP へのマッピング適切に生成されたことを確認するには、RP アドレスとグループ情報を
使用します。

（注）

出力の「（?）」は、ルータによって、IP アドレスをホスト名に解決できなかったことを示し
ます。
Router# show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
Group(s) 224.0.0.0/4
RP 172.16.0.1 (?), v2v1
Info source: 172.16.0.1 (?), elected via Auto-RP
Uptime: 00:09:11, expires: 00:02:47

次に、show ip mroute コマンドの出力例を示します。 このコマンドは、図に示されているラスト
ホップ ルータ上で mroute テーブルが正しく生成されていることを確認する場合に使用します。
出力例では、（10.0.0.1, 239.1.2.3）mroute の T フラグに注意してください。 T フラグは、SPT ビッ
トが設定されたことを示します。これは、マルチキャスト パケットが特定の mroute の SPT ツリー
で受信されたことを意味します。 また、RPF nbr フィールドは、マルチキャスト ソースへのユニ
キャスト ルーティングによって特定された最上位の IP アドレスを持つ RPF ネイバーを指す必要
があります。
Router# show ip mroute
(*, 239.1.2.3), 00:05:14/00:03:04, RP 172.16.0.1, flags: SJC
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.31.100.1
Outgoing interface list:
Ethernet1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:05:10/00:03:04
(10.0.0.1, 239.1.2.3), 00:02:49/00:03:29, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.31.100.1
Outgoing interface list:
Ethernet1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:02:49/00:03:04
(*, 224.0.1.39), 00:10:05/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Ethernet1/0, Forward/Sparse-Dense, 00:05:15/00:00:00
Ethernet0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:10:05/00:00:00

次に、着信インターフェイスに対する show ip interface コマンドの出力例を示します。 図に示さ
れているラスト ホップ ルータ上で IP マルチキャスト高速スイッチングがイネーブルにされてい
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ることを確認する場合は、この例のこのコマンドを使用します。 IP マルチキャスト高速スイッチ
ングがイネーブルの場合、「IP multicast fast switching is enabled」という行が出力に表示されます。
Router# show ip interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.31.100.2/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Multicast reserved groups joined: 224.0.0.1 224.0.0.22 224.0.0.13
224.0.0.5 224.0.0.6
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is disabled
IP Fast switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
BGP Policy Mapping is disabled

次に、 show ip pim interface count コマンドの出力例を示します。 図に示されているラスト ホッ
プルータにマルチキャストトラフィックが転送されていることを確認する場合は、この例のこの
コマンドを使用します。 出力例では、Mpackets In/Out フィールドに注意してください。 このフィー
ルドでは、出力に一覧表示されている各インターフェイスで送受信されたマルチキャスト パケッ
トの数が表示されます。
Router# show ip pim interface count
State: * - Fast Switched, D - Distributed
H - Hardware Switching Enabled
Address
Interface
172.31.100.2
GigabitEthernet0/0/0
10.1.0.1
GigabitEthernet1/0/0

Fast Switched
FS Mpackets In/Out
*
4122/0
*
0/3193

次に、show ip mroute コマンドに count キーワードを指定した場合の出力例を示します。 図に示
されているラストホップルータで、アクティブなソースからグループへパケットが送信されてい
るを確認する場合は、このコマンドを使用します。 出力例では、Forwarding フィールドに表示さ
れているパケット数に注意してください。 このフィールドでは、グループに送信を実行している
ソースに対するパケット転送カウントが表示されます。
Router# show ip mroute count
IP Multicast Statistics
6 routes using 4008 bytes of memory
3 groups, 1.00 average sources per group
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Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: 239.1.2.3, Source count: 1, Packets forwarded: 3165, Packets received: 3165
RP-tree: Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
Source: 10.0.0.1/32, Forwarding: 3165/20/28/4, Other: 0/0/0
Group: 224.0.1.39, Source count: 1, Packets forwarded: 21, Packets received: 120
Source: 172.16.0.1/32, Forwarding: 21/1/48/0, Other: 120/0/99
Group: 224.0.1.40, Source count: 1, Packets forwarded: 10, Packets received: 10
Source: 172.16.0.1/32, Forwarding: 10/1/48/0, Other: 10/0/0

次に、show ip mroute コマンドに active キーワードを指定した場合の出力例を示します。 ラスト
ホップルータ上でアクティブなソースがあるマルチキャストグループを確認する場合は、図に示
されているラスト ホップ ルータでこのコマンドを使用します。

（注）

出力の「（?）」は、ルータによって、IP アドレスをホスト名に解決できなかったことを示し
ます。
Router# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.1.2.3, (?)
Source: 10.0.0.1 (?)
Rate: 20 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 50 secs), 4 kbps(life avg)

SPT が使用されているルータでの IP マルチキャストの確認例
次に、特定のグループに対する show ip mroute コマンドの出力例を示します。 ソースへの RPF ネ
イバーが、図に示されている SPT が使用されているルータで想定されている RPF ネイバーである
ことを確認する場合は、この例のコマンドを使用します。
Router# show ip mroute 239.1.2.3
(*, 239.1.2.3), 00:17:56/00:03:02, RP 172.16.0.1, flags: S
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Ethernet0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:17:56/00:03:02
(10.0.0.1, 239.1.2.3), 00:15:34/00:03:28, flags: T
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 172.31.200.1
Outgoing interface list:

Ethernet0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:15:34/00:03:02
次に、図に示されている SPT が使用されているルータからの、active キーワードを指定した show
ip mroute コマンドの出力例を示します。 このルータでアクティブなソースがあるマルチキャスト
グループを確認する場合は、このコマンドを使用します。

（注）

出力の「（?）」は、ルータによって、IP アドレスをホスト名に解決できなかったことを示し
ます。
Router# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.1.2.3, (?)
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Source: 10.0.0.1 (?)
Rate: 20 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 30 secs), 4 kbps(life avg)

ファースト ホップ ルータでの IP マルチキャストの確認例
次に、特定のグループに対する show ip mroute コマンドの出力例を示します。 図に示されている
ファーストホップルータで、アクティブなソースからグループへパケットが送信されていること
を確認する場合は、この例のこのコマンドを使用します。 出力例では、Forwarding フィールドに
表示されているパケット数に注意してください。 このフィールドでは、ファースト ホップ ルー
タ上のグループに送信を実行しているソースに対するパケット転送カウントが表示されます。

（注）

RPF nbr 0.0.0.0 のフィールドは、mroute のソースが到達したことを示します。
Router# show ip mroute 239.1.2.3
(*, 239.1.2.3), 00:18:10/stopped, RP 172.16.0.1, flags: SPF
Incoming interface: Serial1/0, RPF nbr 172.31.200.2
Outgoing interface list: Null
(10.0.0.1, 239.1.2.3), 00:18:10/00:03:22, flags: FT
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Serial1/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:18:10/00:03:19

次に、図に示されているファースト ホップ ルータからの、active キーワードを指定した show ip
mroute コマンドの出力例を示します。

（注）

出力の「（?）」は、ルータによって、IP アドレスをホスト名に解決できなかったことを示し
ます。
Router# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.1.2.3, (?)
Source: 10.0.0.1 (?)
Rate: 20 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 30 secs), 4 kbps(life avg)

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IP マルチキャスト テクノロジー分野の概要

「IP マルチキャスト テクノロジーの概要」モ
ジュール

PIM-SM と SSM の概念および設定例

「基本的な IP マルチキャスト設定」モジュー
ル
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関連項目

マニュアル タイトル

IP マルチキャスト コマンド：コマンド構文の 『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』
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

標準
標準

タイトル

新しい規格または変更された規格はサポートさ -れていません。また、既存の規格に対するサ
ポートに変更はありません。

MIB
MIB

MIB のリンク

新しい MIB または変更された MIB はサポート 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
されていません。また、既存の MIB に対する ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
サポートに変更はありません。
探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

RFC
RFC

タイトル

新しい RFC または変更された RFC はサポート -されていません。また、既存の RFC に対する
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
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
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、Cisco Notification Service（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。

IP マルチキャスト オペレーションに関する機能情報
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 4：IP マルチキャスト オペレーションに関する機能情報

機能名

リリース

Cisco IOS XE Release 2(1) 以降 -にこのモジュールで導入または
変更された機能はないため、こ
の表は空白になっています。
この表は、このモジュールに機
能情報が追加されると更新され
ます。

機能情報
--
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