
IP マルチキャストのモニタリングおよび保
持

このモジュールでは、IPマルチキャストネットワークをモニタリングおよび保持する方法につ
いて説明します。

•ローカルルータとピアリングしている隣接マルチキャストルータを表示する方法

•マルチキャストパケットレートおよび損失情報を表示する方法

•マルチキャスト配信ツリーでソースから宛先ブランチまでのパスを追跡する方法

• IPマルチキャストルーティングテーブルの内容、PIMに設定されているインターフェイス
に関する情報、ルータによって検出されたPIMネイバー、および IP高速スイッチングキャッ
シュの内容を表示する方法

•キャッシュ、テーブル、およびデータベースをクリアする方法

• IPマルチキャストパケットの配信をモニタリングし、配信によって特定のパラメータが満
たされなかった場合にアラートを受け取る方法（IPマルチキャストハートビート）

•セッション記述プロトコル、セッション通知プロトコル、およびアプリケーションを使用
して、マルチキャストマルチメディア会議および他のマルチキャストセッションのアドバ

タイズメントを補助し、参加者予定者に対して関連セッションの設定情報を通信する方法

（SAPリスナーサポート）

• IPマルチキャストパケットヘッダーをキャッシュに格納する方法、およびネットワーク内
で誰がどのグループに IPマルチキャストパケットを送信しているかについての情報や、マ
ルチキャスト転送ループなどの情報を検索して表示する方法

•簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して、管理対象オブジェクトをリモート
にモニタリングし、PIMを設定する方法

•デバッグメッセージを記録するために IPマルチキャストの高速スイッチングをディセーブ
ルにする方法

• 機能情報の確認, 2 ページ
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• IPマルチキャストのモニタリングおよび保持の前提条件, 2 ページ

• IPマルチキャストのモニタリングおよび保持について, 2 ページ

• IPマルチキャストのモニタリングおよび保持の方法, 5 ページ

• IPマルチキャストのモニタリングおよび保持の設定例, 15 ページ

• その他の関連資料, 19 ページ

• IPマルチキャストのモニタリングおよび保持の機能情報, 20 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、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。

IP マルチキャストのモニタリングおよび保持の前提条件
•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。

•使用しているネットワークで IPマルチキャストをイネーブルにし、Protocol Independent
Multicast（PIM）を設定して実行しておく必要もあります。「基本的な IPマルチキャスト設
定」モジュールを参照してください。

IP マルチキャストのモニタリングおよび保持について

IP マルチキャストハートビート
IPマルチキャストハートビート機能を使用すると、IPマルチキャストパケットの配信をモニタ
リングし、配信によって特定のパラメータが満たされなかった場合にアラートを受け取ることが

できます。

代わりにMRMを使用して IPマルチキャストをモニタリングすることもできますが、MRMで実
行できない IPマルチキャストハートビートでは、次の作業を実行できます。

• SNMPトラップの生成
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•実働マルチキャストストリームのモニタリング

IPマルチキャストハートビートがイネーブルの場合、ルータは、特定の間隔で特定のマルチキャ
ストグループ宛ての IPマルチキャストパケットをモニタします。観察されたパケット数が設定
された最小量よりも少ない場合、ルータは指定されたネットワーク管理ステーションにハートビー

ト例外の損失を示す SNMPトラップを送信します。

ルータの groupに既存のマルチキャスト転送状態がない場合、ip multicast heartbeatコマンドに
よってハートビートは作成されません。このコマンドでは、ルータでのマルチキャスト転送状態

は作成されません。 IPマルチキャストトラフィックを強制的に転送する場合は、ルータまたはダ
ウンストリームルータ上で ip igmp static-groupコマンドを実行します。特定のレシーバホスト
への IPマルチキャストトラップの送信をイネーブルにする場合は、snmp-server host ipmulticast
コマンドを使用します。マルチキャストハートビート機能をデバッグする場合は、debug ip
mhbeatコマンドを使用します。

セッション通知プロトコル（SAP）
セッション記述プロトコル、セッション通知プロトコル、およびアプリケーションを使用して、

マルチキャストマルチメディア会議および他のマルチキャストセッションのアドバタイズメント

を補助し、参加予定者に対して関連セッション設定情報を通信するには、セッション通知プロト

コル（SAP）リスナーサポートが必要です。

セッションは、RFC 2327で定義されているセッション記述プロトコル（SDP）で記述されます。
SDPでは、存続可能時間（TTL）スコープ、グループアドレス、およびユーザデータグラムプロ
トコル（UDP）ポート番号などの特定の属性で、セッション（たとえば、音声、ビデオ、ホワイ
トボードなど）で使用されているセッションプロパティ（たとえば、連絡情報、セッションライ

フタイム、メディアなど）の、書式化されたテキスト説明が提供されます。

多くのマルチメディアアプリケーションは、セッションの説明について SDPに依存します。た
だし、これらは異なる方法を使用してこれらのセッションの説明が配信される場合があります。

たとえば、IP/TVでは、Webに依存して、参加者にセッションの説明が配信されます。この例で
は、参加者は、セッション情報を提供するWebサーバを認識する必要があります。

MBONEアプリケーション（たとえば、vic、vat、wbなど）やその他のアプリケーションは、ネッ
トワーク中に送信されるマルチキャストセッション情報に依存します。これらの場合、SDPセッ
ション通知の転送に SAPが使用されます。 SAPバージョン 2では、周知のセッションディレク
トリマルチキャストグループ 224.2.127.254が使用されて、グローバルスコープセッションおよ
び管理スコープセッションのグループ239.255.255.255のSDPセッションの説明が配信されます。

Session Directory（SDR）アプリケーションは、通常、SDP/SAPセッション通知の送受信に使
用されます。

（注）
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IP マルチキャストに対する SNMP トラップの PIM MIB 拡張
Protocol IndependentMulticast（PIM）は、マルチキャストグループにマルチキャストデータパケッ
トをルーティングするために使用される IPマルチキャストルーティングプロトコルです。 RFC
2934には、IPv4対応 PIM MIBが定義されています。これは、簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP）を使用した PIMのリモートモニタリングと設定を可能にする管理対象オブジェクトに
関する記述です。

PIM MIB拡張は、次の新しいクラスの PIM通知を導入します。

• neighbor-change：この通知は、次の条件により発生します。

•ルータの PIMインターフェイスが（インターフェイスコンフィギュレーションモード
で ip pimコマンドを使用して）無効化、または有効化されている。

•ルータの PIMネイバーの隣接関係が失効している（RFC 2934の定義による）。

• rp-mapping-change：この通知は、自動RPメッセージまたはブートストラップルータ（BSR）
メッセージが原因でランデブーポイント（RP）マッピング情報が変更された場合に発生しま
す。

• invalid-pim-message：この通知は、次の条件により発生します。

•デバイスが、無効な（*,G）加入またはプルーニングメッセージを受信した場合（たと
えば、パケットで指定された RPがマルチキャストグループの RPではない加入または
プルーニングメッセージを、ルータが受信した場合）

•デバイスが、無効な PIM登録メッセージを受信した場合（たとえば、RPではないマル
チキャストグループからの登録メッセージをルータが受信した場合）

PIM MIB 拡張の利点
PIM MIB拡張：

• RPマッピングの変更点を検出することで、ネットワークにおけるマルチキャストトポロジ
の変更点を特定できます。

• PIMが有効なインターフェイス上で、PIMプロトコルをモニタリングするトラップを提供し
ます。

•マルチキャストインターフェイスでマルチキャストネイバー隣接関係が失効している場合、
ルーティングの問題の特定に役立ちます。

• RP設定のエラー（たとえば、Auto-RPのような、ダイナミック RP割り当てプロトコルにお
けるフラッピングによるエラー）をモニタリングできます。
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IP マルチキャストのモニタリングおよび保持の方法

マルチキャストピア、パケットレート、および損失情報を表示し、

パスを追跡する

ローカルルータとピアリングしている隣接マルチキャストルータ、マルチキャストパケットレー

ト、および損失情報を確認する場合、または、マルチキャスト配信ツリーでソースから宛先ブラ

ンチまでのパスを追跡する場合には、IPマルチキャストルーティングをモニタリングします。

手順の概要

1. enable
2. mrinfo [host-name | host-address] [source-address | interface]
3. mstat {source-name | source-address} [destination-name | destination-address] [group-name |

group-address]
4. mtrace {source-name | source-address} [destination-name | destination-address] [group-name |

group-address]

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）。

（任意）ローカルルータと「ピアリング」してい

る隣接マルチキャストルータを問い合わせます。

mrinfo [host-name | host-address] [source-address |
interface]

例：

Router# mrinfo

ステップ 2   

（任意）IPマルチキャストパケットレートおよ
び損失情報を表示します。

mstat {source-name | source-address}
[destination-name | destination-address] [group-name
| group-address]

ステップ 3   

例：

Router# mstat allsource
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目的コマンドまたはアクション

（任意）マルチキャスト配信ツリーでソースから

宛先ブランチへのパスを追跡します。

mtrace {source-name | source-address}
[destination-name | destination-address] [group-name
| group-address]

ステップ 4   

例：

Router# mtrace allsource

IP マルチキャストシステムおよびネットワーク統計情報の表示
IPマルチキャストルーティングテーブルの内容、PIMで設定されているインターフェイスに関す
る情報、ルータによって検出されるPIMネイバー、IP高速スイッチングキャッシュの内容、およ
び循環キャッシュヘッダーバッファの内容を表示する場合は、IPマルチキャストシステム統計
情報を表示します。

手順の概要

1. enable
2. ping [group-name | group-address]
3. show ipmroute [group-address | group-name] [source-address | source-name] [type number] [summary]

[count] [active kbps]
4. show ip pim interface [type number] [df | count] [rp-address] [detail]
5. show ip pim neighbor [type number]
6. show ip pim rp [mapping |metric] [rp-address]
7. show ip rpf {source-address | source-name} [metric]

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）。

（任意）マルチキャストグループアドレスまたはグ

ループ名に、ICMPエコー要求メッセージを送信しま
す。

ping [group-name | group-address]

例：

Router# ping cbone-audio

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）IPマルチキャストルーティングテーブルの
内容を表示します。

show ip mroute [group-address | group-name]
[source-address | source-name] [type number]
[summary] [count] [active kbps]

ステップ 3   

例：

Router# show ip mroute cbone-audio

（任意）PIMに対して設定されたインターフェイスに
関する情報を表示します。

show ip pim interface [type number] [df | count]
[rp-address] [detail]

例：

Router# show ip pim interface
gigabitethernet1/0/0 detail

ステップ 4   

（任意）ルータによって検出されたPIMネイバーのリ
ストを表示します。

show ip pim neighbor [type number]

例：

Router# show ip pim neighbor

ステップ 5   

（任意）スパースモードマルチキャストグループに

関連付けられた RPルータを表示します。
show ip pim rp [mapping |metric] [rp-address]

例：

Router# show ip pim rp metric

ステップ 6   

（任意）ルータによるRPFの実行方法（つまり、ユニ
キャストルーティングテーブルからか、DVMRPルー

show ip rpf {source-address | source-name}
[metric]

例：

Router# show ip rpf 172.16.10.13

ステップ 7   

ティングテーブルからか、またはスタティックmroute
からか）を表示します。また、ユニキャストルーティ

ングメトリックも表示します。

IP マルチキャストルーティングテーブルまたはキャッシュのクリア
IPマルチキャストルーティングテーブル、Auto-RPキャッシュ、IGMPキャッシュ、およびCatalyst
スイッチのキャッシュからエントリを削除する場合は、IPマルチキャストキャッシュをクリアし
ます。これらのエントリがクリアされると、再認識、つまり不正確なエントリの削除によって、

情報がリフレッシュされます。
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手順の概要

1. enable
2. clear ip mroute {* | group-name [source-name | source-address] | group-address [source-name |

source-address]}
3. clear ip pim auto-rp rp-address
4. clear ip igmp group [group-name | group-address | interface-type interface-number]
5. clear ip cgmp [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：

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）。

（任意）IPマルチキャストルーティングテー
ブルからエントリを削除します。

clear ip mroute {* | group-name [source-name |
source-address] | group-address [source-name |
source-address]}

ステップ 2   

例：

Router# clear ip mroute 224.2.205.42 228.3.0.0

（任意）Auto-RPキャッシュをクリアします。clear ip pim auto-rp rp-address

例：

Router# clear ip pim auto-rp 224.5.6.7

ステップ 3   

（任意）IGMPキャッシュからエントリを削除
します。

clear ip igmp group [group-name | group-address |
interface-type interface-number]

例：

Router# clear ip igmp group 224.0.255.1

ステップ 4   

（任意）Catalystスイッチのキャッシュから、す
べてのグループエントリをクリアします。

clear ip cgmp [interface-type interface-number]

例：

Router# clear ip cgmp

ステップ 5   
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IP マルチキャストハートビートを使用した IP マルチキャスト配信の
モニタリング

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip multicast-routing distributed
4. snmp-server host {hostname | ip-address} [traps | informs] [version {1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv]}]

community-string[udp-port port] [notification-type]
5. snmp-server enable traps ipmulticast
6. ip multicast heartbeat group-address minimum-number window-size interval

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）。

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   

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：

Router(config)# ip multicast-routing
distributed

ステップ 3   

SNMP通知動作の受信者を指定します。snmp-server host {hostname | ip-address} [traps
| informs] [version {1 | 2c | 3 [auth | noauth |

ステップ 4   

priv]}] community-string[udp-port port]
[notification-type]

例：

Router(config)# snmp-server host 224.1.0.1
traps public
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目的コマンドまたはアクション

IPマルチキャストトラップを送信するようにルータ
をイネーブルにします。

snmp-server enable traps ipmulticast

例：

Router(config)# snmp-server enable traps
ipmulticast

ステップ 5   

IPマルチキャストパケット配信のモニタリングをイ
ネーブルにします。

ip multicast heartbeat group-address
minimum-number window-size interval

例：

Router(config)# ip multicast heartbeat
224.1.1.1 1 1 10

ステップ 6   

•マルチキャスト高速スイッチング（MDFS）が使
用されるプラットフォームでは、パケットカウ

ンタは 10秒ごとにのみ更新されるため、これら
のプラットフォームでは、intervalを 10秒の倍数
で設定する必要があります。他のプラットフォー

ムでは、増分が異なる場合があります。

SAP リスナーを使用したマルチキャストマルチメディアセッションの
アドバタイズ

セッション記述プロトコル、セッション通知プロトコル、およびアプリケーションを使用して、

マルチキャストマルチメディア会議および他のマルチキャストセッションのアドバタイズメント

を補助し、参加予定者に対して関連セッション設定情報を通信する場合は、SAPリスナーサポー
トをイネーブルにします。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip sap cache-timeout minutes
4. interface type number
5. ip sap listen
6. end
7. clear ip sap [group-address | “ session-name ”]
8. show ip sap [group-address | “ session-name ”| detail]
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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）。

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   

（任意）SAPキャッシュエントリがキャッシュ内でア
クティブのままである期間を制限します。

ip sap cache-timeout minutes

例：

Router(config)# ip sap cache-timeout
600

ステップ 3   

•デフォルトでは、SAPキャッシュエントリはネッ
トワークから受信した24時間後に削除されます。

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：

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

ステップ 4   

セッションディレクトリ通知をリッスンするように、

Cisco IOS XEソフトウェアをイネーブルにします。
ip sap listen

例：

Router(config-if)# ip sap listen

ステップ 5   

セッションを終了し、EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   

SAPキャッシュエントリまたはSAPキャッシュ全体を
クリアします。

clear ip sap [group-address | “ session-name
”]

例：

Router# clear ip sap "Sample Session"

ステップ 7   

（任意）SAPキャッシュを表示します。show ip sap [group-address | “ session-name
”| detail]

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router# show ip sap 224.2.197.250 detail

IP マルチキャストの高速スイッチングのディセーブル化
高速スイッチングがイネーブルの場合、デバッグメッセージは記録されないため、デバッグメッ

セージを記録する場合は高速スイッチングをディセーブルにします。

パケットが宛先に到達していない場合にも、ルータがプロセススイッチングに置かれる高速ス

イッチングをディセーブルにすると効果的な場合があります。高速スイッチングがディセーブル

で、パケットが宛先に到達している場合は、スイッチングが原因の可能性があります。

IPマルチキャストパケットの高速スイッチングは、デフォルトで、1つの例外を除き、（総称ルー
ティングカプセル化（GRE）およびDVMRPトンネルを含む）すべてのインターフェイス上でイ
ネーブルです。例外とは、X.25カプセル化インターフェイスを介する場合で、この場合、IPマル
チキャストパケットの高速スイッチングはディセーブルにされ、サポートされません。次は、高

速スイッチングのプロパティです。

•マルチキャストルーティングテーブルエントリの着信インターフェイス上で高速スイッチ
ングがディセーブルの場合、発信インターフェイスリストのすべてのインターフェイスのプ

ロセスレベルで、パケットが送信されます。

•マルチキャストルーティングテーブルエントリの発信インターフェイス上で高速スイッチ
ングがディセーブルの場合、パケットは、そのインターフェイスのプロセスレベルのスイッ

チングですが、発信インターフェイスリストにある他のインターフェイスの高速スイッチン

グの可能性があります。

•高速スイッチングがイネーブルの場合、デバッグメッセージのロギングは行われません。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. no ip mroute-cache
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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）。

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指定します。interface type number

例：

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

ステップ 3   

IPマルチキャストの高速スイッチングをディセー
ブルにします。

no ip mroute-cache

例：

Router(config-if)# no ip mroute-cache

ステップ 4   

IP マルチキャストに対する PIM MIB 拡張のイネーブル化
IPマルチキャストの PIM MIB拡張をイネーブルにするには、この作業を実行します。

次のMIBテーブルは、Cisco IOSおよび Cisco IOS XEソフトウェアではサポートされていませ
ん。

（注）

• pimIpMRouteTable

• pimIpMRouteNextHopTable

• pimInterfaceVersionオブジェクトは RFC 2934から削除されたため、ソフトウェアではサ
ポートされなくなりました。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. snmp-server enable traps pim [neighbor-change | rp-mapping-change | invalid-pim-message]
4. snmp-server host host-address [traps | informs] community-string pim

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）。

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   

ルータを、PIM通知を送信するようにルータをイネーブルにしま
す。

snmp-server enable traps pim
[neighbor-change | rp-mapping-change
| invalid-pim-message]

ステップ 3   

• neighbor-change：このキーワードは、ルータのPIMインター
フェイスがディセーブル、またはイネーブルである、あるい例：

Router(config)# snmp-server enable
traps pim neighbor-change

はルータの PIMネイバー隣接関係が失効していることを示
す通知をイネーブル化します。

• rp-mapping-change：このキーワードは、Auto-RPメッセー
ジまたはBSRメッセージによるRPマッピング情報の変更を
示す通知をイネーブルにします。

• invalid-pim-message：このキーワードは、無効なPIMプロト
コル操作のモニタリングの通知をイネーブルにします（たと

えば、パケットで指定されたRPがマルチキャストグループ
のRPではない加入またはプルーニングメッセージをルータ
が受信した場合や、RPではないマルチキャストグループか
らの登録メッセージをルータが受信した場合）。

PIM SNMP通知動作の受信者を指定します。snmp-server host host-address [traps
| informs] community-string pim

ステップ 4   

例：

Router(config)# snmp-server host
10.10.10.10 traps public pim
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IP マルチキャストのモニタリングおよび保持の設定例

IP マルチキャストシステムおよびネットワーク統計情報の表示例
次に、mrinfoコマンドの出力例を示します。

Router# mrinfo

192.31.7.37 (labs-allcompany) [version cisco 12.3] [flags: PMSA]:
192.31.7.37 -> 192.31.7.34 (lab-southwest) [1/0/pim]
192.31.7.37 -> 192.31.7.47 (lab-northwest) [1/0/pim]
192.31.7.37 -> 192.31.7.44 (lab-southeast) [1/0/pim]
131.119.26.10 -> 131.119.26.9 (lab-northeast) [1/32/pim]

ユーザ EXECモードで実行した mstatコマンドからの出力例は次のとおりです。

Router> mstat labs-in-china 172.16.0.1 224.0.255.255

Type escape sequence to abort.
Mtrace from 172.16.0.0 to 172.16.0.10 via group 224.0.255.255
>From source (labs-in-china) to destination (labs-in-africa)
Waiting to accumulate statistics......
Results after 10 seconds:
Source Response Dest Packet Statistics For Only For Traffic
172.16.0.0 172.16.0.10 All Multicast Traffic From 172.16.0.0
| __/ rtt 48 ms Lost/Sent = Pct Rate To 224.0.255.255
v / hop 48 ms --------------------- --------------------
172.16.0.1 labs-in-england
| ^ ttl 1
v | hop 31 ms 0/12 = 0% 1 pps 0/1 = --% 0 pps
172.16.0.2
172.16.0.3 infolabs.com
| ^ ttl 2
v | hop -17 ms -735/12 = --% 1 pps 0/1 = --% 0 pps
172.16.0.4
172.16.0.5 infolabs2.com
| ^ ttl 3
v | hop -21 ms -678/23 = --% 2 pps 0/1 = --% 0 pps
172.16.0.6
172.16.0.7 infolabs3.com
| ^ ttl 4
v | hop 5 ms 605/639 = 95% 63 pps 1/1 = --% 0 pps
172.16.0.8
172.16.0.9 infolabs.cisco.com
| \__ ttl 5
v \ hop 0 ms 4 0 pps 0 0 pps
172.16.0.0 172.16.0.10
Receiver Query Source

ユーザ EXECモードで実行した mtraceコマンドからの出力例は次のとおりです。

Router> mtrace 172.16.0.0 172.16.0.10 239.254.254.254
Type escape sequence to abort.
Mtrace from 172.16.0.0 to 172.16.0.10 via group 239.254.254.254
From source (?) to destination (?)
Querying full reverse path...
0 172.16.0.10
-1 172.16.0.8 PIM thresh^ 0 0 ms
-2 172.16.0.6 PIM thresh^ 0 2 ms
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-3 172.16.0.5 PIM thresh^ 0 894 ms
-4 172.16.0.3 PIM thresh^ 0 893 ms
-5 172.16.0.2 PIM thresh^ 0 894 ms
-6 172.16.0.1 PIM thresh^ 0 893 ms

IP マルチキャストハートビートを使用した IP マルチキャスト配信の
モニタリング例

次に、このルータを介してグループアドレス 244.1.1.1に転送される IPマルチキャストパケット
をモニタリングする例を示します。このグループのパケットが10秒間受信されなかった場合、IP
アドレス 224.1.0.1で SNMP管理ステーションに SNMPトラップが送信されます。

!
ip multicast-routing
!
snmp-server host 224.1.0.1 traps public
snmp-server enable traps ipmulticast
ip multicast heartbeat 224.1.1.1 1 1 10

SAP リスナーを使用したマルチキャストマルチメディアセッションの
アドバタイズ例

次に、セッションディレクトリ通知をルータでリッスンできるようにし、SAPキャッシュタイム
アウトを 30分に変更します。

ip multicast routing
ip sap cache-timeout 30
interface loopback 0
ip address 10.0.0.51 255.255.255.0
ip pim sparse-dense mode
ip sap listen

次に、マルチキャストグループ 224.2.197.250を使用したセッションに対する show ip sapコマン
ドの出力例を示します。

Router# show ip sap 224.2.197.250
SAP Cache - 198 entries
Session Name: Session1

Description: This broadcast is brought to you courtesy of Name1.
Group: 0.0.0.0, ttl: 0, Contiguous allocation: 1
Lifetime: from 10:00:00 PDT Jul 4 1999 until 10:00:00 PDT Aug 1 1999
Uptime: 4d05h, Last Heard: 00:01:40
Announcement source: 128.102.84.134
Created by: sample 3136541828 3139561476 IN IP4 128.102.84.134
Phone number: Sample Digital Video Lab (555) 555-5555
Email: email1 <name@email.com>
URL: http://url.com/
Media: audio 20890 RTP/AVP 0
Media group: 224.2.197.250, ttl: 127
Attribute: ptime:40

Media: video 62806 RTP/AVP 31
Media group: 224.2.190.243, ttl: 127
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IP マルチキャストシステムおよびネットワーク統計情報の表示例

show ip mroute

次に、スパースモードで動作しているルータに関する show ip mrouteコマンドの出力例を示しま
す。

Router# show ip mroute

IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode
(*, 224.0.255.3), uptime 5:29:15, RP is 192.168.37.2, flags: SC
Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.3.35.1, Dvmrp
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0, Forward/Sparse, 5:29:15/0:02:57

(192.168.46.0/24, 224.0.255.3), uptime 5:29:15, expires 0:02:59, flags: C
Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.3.35.1
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0, Forward/Sparse, 5:29:15/0:02:57

show ip pim interface

次に、インターフェイスを指定した場合の show ippim interfaceコマンドのサンプル出力を示しま
す。

Router# show ip pim interface GigabitEthernet1/0/0

Address Interface Ver/ Nbr Query DR DR
Mode Count Intvl Prior

172.16.1.4 GigabitEthernet1/0/0 v2/S 1 100 ms 1 172.16.1.4

次に、show ip pim rpコマンドの出力例を示します。

Router# show ip pim rp

Group:227.7.7.7, RP:10.10.0.2, v2, v1, next RP-reachable in 00:00:48

show ip pim rp

次に、mappingキーワードを指定した show ip pim rpコマンドの出力例を示します。

Router# show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
This system is an RP (Auto-RP)
This system is an RP-mapping agent
Group(s) 227.0.0.0/8
RP 10.10.0.2 (?), v2v1, bidir
Info source:10.10.0.2 (?), via Auto-RP

Uptime:00:01:42, expires:00:00:32
Group(s) 228.0.0.0/8
RP 10.10.0.3 (?), v2v1, bidir
Info source:10.10.0.3 (?), via Auto-RP

Uptime:00:01:26, expires:00:00:34
Group(s) 229.0.0.0/8
RP 10.10.0.5 (mcast1.cisco.com), v2v1, bidir

IP マルチキャスト：PIM コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（Cisco ASR 1000）

17

IP マルチキャストのモニタリングおよび保持
IP マルチキャストシステムおよびネットワーク統計情報の表示例



Info source:10.10.0.5 (mcast1.cisco.com), via Auto-RP
Uptime:00:00:52, expires:00:00:37

Group(s) (-)230.0.0.0/8
RP 10.10.0.5 (mcast1.cisco.com), v2v1, bidir
Info source:10.10.0.5 (mcast1.cisco.com), via Auto-RP

Uptime:00:00:52, expires:00:00:37

次に、metricキーワードを指定した show ip pim rpコマンドの出力例を示します。

Router# show ip pim rp metric

RP Address Metric Pref Metric Flags RPF Type Interface
10.10.0.2 0 0 L unicast Loopback0
10.10.0.3 90 409600 L unicast GigabitEthernet3/3/0
10.10.0.5 90 435200 L unicast GigabitEthernet3/3/0

show ip rpf

次に、show ip rpfコマンドの出力例を示します。

Router# show ip rpf 172.16.10.13

RPF information for host1 (172.16.10.13)
RPF interface: BRI0
RPF neighbor: sj1.cisco.com (172.16.121.10)
RPF route/mask: 172.16.0.0/255.255.0.0
RPF type: unicast
RPF recursion count: 0
Doing distance-preferred lookups across tables

次に、metricキーワードを指定した show ip rpfコマンドの出力例を示します。

Router# show ip rpf 172.16.10.13 metric
RPF information for host1.cisco.com (172.16.10.13)
RPF interface: BRI0
RPF neighbor: neighbor.cisco.com (172.16.121.10)
RPF route/mask: 172.16.0.0/255.255.0.0
RPF type: unicast
RPF recursion count: 0
Doing distance-preferred lookups across tables
Metric preference: 110

例：IP マルチキャストに対する PIM MIB 拡張のイネーブル化例
次に、デバイスの PIMインターフェイスがイネーブルにされたことを示す通知を生成するように
デバイスを設定する例を示します。最初の行では、PIMトラップが、IPアドレス 10.0.0.1のホス
トにSNMPv2cとして送信されるように設定されます。2行目では、トラップ通知のneighbor-change
クラスをホストに送信するように、デバイスが設定されます。

snmp-server host 10.0.0.1 traps version 2c public pim
snmp-server enable traps pim neighbor-change
interface ethernet0/0
ip pim sparse-dense-mode
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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 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

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Protocol Independent Multicast for IPv4 MIB』RFC 2934

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XEリ
リース、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

• CISCO-IPMROUTE-MIB

• MSDP-MIB

• IGMP-STD-MIB

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。
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IP マルチキャストのモニタリングおよび保持の機能情報
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：IP マルチキャストのモニタリングおよび保持の機能情報

機能の設定情報リリース機能名

Protocol Independent Multicast
（PIM）は、マルチキャストグ
ループにマルチキャストデー

タパケットをルーティングす

るために使用される IPマルチ
キャストルーティングプロト

コルです。 RFC 2934には、
IPv4 MIB対応 PIMが定義され
ています。これは、簡易ネット

ワーク管理プロトコル

（SNMP）を使用したPIMのリ
モートモニタリングと設定を

可能にする管理対象オブジェク

トに関する記述です。

Cisco IOS XE Release 2.1PIM MIB拡張

IPマルチキャストハートビー
ト機能によって、IPマルチキャ
スト配信のステータスをモニタ

リングし、配信に障害が発生し

た場合に（簡易ネットワーク管

理プロトコル（SNMP）トラッ
プを介して）通知を受ける手段

が提供されます。

Cisco IOS XE Release 2.1マルチキャストハートビート
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