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IGMPのの前提条件
•このモジュールの作業を実行する前に、『IP Multicast Routing 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、「Configuring
Basic IPMulticastRouting」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設定の制約事項
次に、IGMPを設定する際の制約事項を示します。

•デバイスは、IGMPバージョン 1、2、および 3をサポートします。

IGMPバージョン 3の場合、IGMPバージョン 3 BISS（基本的な
IGMPv3スヌーピングサポート）のみがサポートされます。

（注）

• IGMPバージョン 3では新しいメンバーシップレポートメッセージを使用しますが、これ
らは以前の IGMPスヌーピングデバイスが正しく認識しない可能性があります。
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• IGMPv3は、ISMおよび SSMと同時に動作可能です。ISMでは、excludeと includeの両方
のモードのレポートを適用できます。SSMでは、ラストホップルータは includeモードの
レポートだけを受け入れます。excludeモードのレポートは無視されます。

IGMPに関する情報

Internet Group Management Protocol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。

•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汎用クエリーは、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。
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• 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。

IGMPのバージョン
デバイスは、IGMPバージョン 1、IGMPバージョン 2、および IGMPバージョン 3をサポート
しています。これらのバージョンは、デバイス上で相互運用できます。たとえば、IGMPスヌー
ピングがイネーブルになっており、クエリーのバージョンが IGMPv2で、デバイスがホストか
ら IGMPv3レポートを受信している場合、デバイスは IGMPv3レポートをマルチキャストルー
タに転送できます。

IGMPv3デバイスは、SourceSpecificMulticast（SSM）機能を実行しているデバイスとメッセー
ジの送受信を行うことができます。

IGMPv1

IGMPバージョン1（IGMPv1）にはクエリー応答モデルが使用されているため、マルチキャス
トルータおよびマルチレイヤデバイスは、ローカルサブネット上のどのマルチキャストグ

ループがアクティブであるか（マルチキャストグループに関係するホストが1台または複数存
在するか）を判別できます。IGMPv1では別のプロセスを使用して、ホストをマルチキャスト
グループに加入および脱退させることができます。詳細については、RFC 1112を参照してく
ださい。

IGMPv2

IGMPv2は IGMP機能の拡張版です。IGMP脱退処理などの機能を提供して、脱退遅延を短縮
し、グループ固有のクエリー数を削減し、明示的な最大クエリー応答時間を短縮します。ま

た、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ルータに追加されます。詳細については、RFC2236を参照してください。

IGMPバージョン 2はデバイスのデフォルトバージョンです。（注）

IGMPバージョン 3

デバイスは IGMPバージョン 3をサポートしています。

IGMPv3デバイスは、Basic IGMPv3SnoopingSupport（BISS）をサポートしています。BISSは、
IGMPv1および IGMPv2スイッチでのスヌーピング機能と、IGMPv3メンバーシップレポート
メッセージをサポートしています。ネットワークに IGMPv3ホストがある場合、BISSにより
マルチキャストトラフィックのフラッディングは抑制されます。トラフィックは、IGMPv2ま
たは IGMPv1ホストの IGMPスヌーピング機能の場合とほぼ同じポートセットに抑制されま
す。
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IGMPv3デバイスは、SourceSpecificMulticast（SSM）機能を実行しているデバイスとメッセー
ジの送受信を行うことができます。

IGMPv3ホストシグナリング

IGMPv3では、ホストはマルチキャストグループのラストホップルータにメンバーシップシ
グナルを送信します。ホストは、グループメンバーシップシグナルの送信に、送信元に関す

るフィルタリング機能を使用できます。ホストは、いくつかの特定の送信元を除くすべての送

信元からグループへのトラフィックを受信する（excludeモード）というシグナルか、または、
いくつかの特定の送信元からグループへのトラフィックだけを受信する（includeモード）とい
うシグナルを送信できます。

IGMPv3は、インターネット標準マルチキャスト（ISM）でも、SourceSpecificMulticast（SSM）
でも動作できます。ISMでは、excludeと includeの両方のモードのレポートを適用できます。
SSMでは、ラストホップルータは includeモードのレポートだけを受け入れます。excludeモー
ドのレポートは無視されます。

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 Version

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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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。

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。
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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。

• [MaximumResponseTime]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。

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。
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IGMPの加入および脱退処理

IGMPの加入処理

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のデフォルト設定
次の表に、デバイスの IGMPのデフォルト設定を示します。

表 2 : IGMPのデフォルト設定

デフォルト設定機能

グループメンバーシップは未定義マルチキャストグループのメンバとしてのマ

ルチレイヤデバイス

インターフェイスのすべてのグループを許可マルチキャストグループへのアクセス

すべてのインターフェイスでバージョン 2IGMPのバージョン

すべてのインターフェイスで 60秒IGMPホストクエリーメッセージインターバ
ル

すべてのインターフェイスで 60秒IGMPクエリータイムアウト

すべてのインターフェイスで 10秒IGMP最大クエリー応答時間

ディセーブル静的に接続されたメンバとしてのマルチレイ

ヤデバイス

IGMPの設定方法

グループのメンバとしてのデバイスの設定

デバイスをマルチキャストグループのメンバとして設定し、マルチキャストがネットワークに

到達可能かどうかを検出できます。管理しているすべてのマルチキャスト対応ルータおよびマ

ルチレイヤデバイスがマルチキャストグループのメンバである場合、グループに pingを送信
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すると、これらのすべてのデバイスが応答します。デバイスは、所属グループにアドレス指定

された ICMPエコー要求パケットに応答します。もう 1つの例は、ソフトウェア付属のマルチ
キャストトレースルートツールです。

この手順を実行すると、グループアドレス用のデータトラフィックがすべて CPUに送られる
ため、CPUのパフォーマンスが低下する場合があります。

注意

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp join-group group-address
5. end
6. show ip igmp interface [interface-id]
7. copy running-config startup-config

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

マルチキャストルーティングをイネーブルにする

インターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

Device(config)# interface

ステップ 3

gigabitethernet 1/0/1

デバイスをマルチキャストグループに参加するよう

に設定します。

ip igmp join-group group-address

例：

ステップ 4

デフォルトで、グループのメンバーシップは定義さ

れていません。
Device(config-if)# ip igmp
join-group 225.2.2.2

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

group-addressには、マルチキャスト IPアドレスを
ドット付き 10進表記で指定します。

グループ内のメンバーシップを取り消すに

は、no ip igmp join-group group-addressイ
ンターフェイスコンフィギュレーション

コマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show ip igmp interface

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

IPマルチキャストグループへのアクセスの制御
スイッチは IGMPホストクエリーメッセージを送信し、接続されたローカルネットワーク上
のメンバーが属しているマルチキャストグループを判別します。次に、スイッチは、マルチ

キャストグループにアドレス指定されたすべてのパケットをこれらのグループメンバーに転

送します。インターフェイスごとにフィルタを適用し、インターフェイスで処理されるサブ

ネット上のホストが加入可能なマルチキャストグループを制限できます。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp access-group access-list-number
5. exit
6. access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard]
7. end
8. show ip igmp interface [interface-id]

IGMPの設定
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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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定するインターフェイスを指定して、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 interface-id

例：

Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0/12

ステップ 3

インターフェイスで処理されるサブネット上のホス

トが加入できるマルチキャストグループを指定しま

す。

ip igmp access-group access-list-number

例：

Device(config-if)# ip igmp access-group 10

ステップ 4

デフォルトでは、インターフェイスのすべてのグ

ループが許可されています。

access-list-numberには、IP標準アドレスアクセスリ
スト番号を指定します。

指定できる範囲は 1～ 199です。

インターフェイスでグループをディセーブ

ルにするには、 no ip igmp access-groupイ
ンターフェイスコンフィギュレーション

コマンドを使用します。

（注）

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：

ステップ 5

Device(config-if)# exit

標準アクセスリストを作成します。access-list access-list-number {deny | permit} source
[source-wildcard]

ステップ 6

• access-list-numberには、ステップ 3で作成した
アクセスリストを指定します。例：

Device(config)# access-list 10 permit

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

• denyキーワードは、条件が一致した場合にアク
セスを拒否します。permitキーワードは、条件
が一致した場合にアクセスを許可します。

• sourceには、サブネット上のホストが加入でき
るマルチキャストグループを指定します。

•（任意）source-wildcardには、sourceに適用さ
れるワイルドカードビットをドット付き 10進
表記で入力します。無視するビット位置には 1
を設定します。

アクセスリストの末尾には、すべてに対する暗黙の

拒否ステートメントが常に存在することに注意して

ください。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config-igmp-profile)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 8

Device# show ip igmp interface

IGMPバージョンの変更
スイッチでは、IGMPクエリータイムアウトや最大クエリー応答時間などの機能を使用できる
IGMPバージョン 2がデフォルトで使用されます。

サブネット上のすべてのシステムで、同じバージョンをサポートする必要があります。スイッ

チは自動的にバージョン 1のシステムを検出せず、バージョン 1へのスイッチングも行いませ
ん。バージョン 2のルータまたはスイッチは、常に IGMPv1ホストと正しく連動しているた
め、バージョン 1とバージョン 2のホストはサブネット上で混在できます。

使用しているホストでバージョン 2がサポートされていない場合は、スイッチをバージョン 1
に設定してください。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal

IGMPの設定
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3. interface interface-id
4. ip igmp version {1 | 2 | 3 }
5. end
6. show ip igmp interface [interface-id]
7. copy running-config startup-config

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定するインターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

ステップ 3

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

スイッチで使用する IGMPバージョンを指定しま
す。

ip igmp version {1 | 2 | 3 }

例：

ステップ 4

バージョン 1に変更すると、 ip igmp
query-intervalまたは ip igmp
query-max-response-timeインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを設

定できません。

（注）
Device(config-if)# ip igmp version 2

デフォルトの設定に戻すには、no ip igmpversionイ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンド

を使用します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 6

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device# show ip igmp interface

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

IGMPホストクエリーメッセージインターバルの変更
デバイスは、IGMPホストクエリーメッセージを定期的に送信し、接続されたネットワーク上
にあるマルチキャストグループを検出します。これらのメッセージは、TTLが 1の全ホスト
マルチキャストグループ（224.0.0.1）に送信されます。デバイスはホストクエリーメッセージ
を送信し、ネットワーク上に存在するメンバーシップに関する情報をリフレッシュします。ク

エリーをいくつか実行したあとで、マルチキャストグループのメンバーであるローカルホスト

が存在しないことをソフトウェアが検出した場合、そのグループのリモート送信元からローカ

ルネットワークへのマルチキャストパケット転送が停止され、プルーニングメッセージが送

信元のアップストリーム方向へ送信されます。

デバイスはLAN（サブネット）用の PIMDRを選択します。DRは、LAN上のすべてのホスト
に IGMPホストクエリーメッセージを送信します。SMの場合、DRは PIM登録メッセージお
よび PIM Joinメッセージも RPルータに向けて送信します。IGMPv2では、DRは IPアドレス
が最大である、ルータまたはマルチレイヤデバイスです。IGMPv1では、DRはLAN上で動作
するマルチキャストルーティングプロトコルに従って選択されます。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp query-interval seconds
5. end
6. show ip igmp interface [interface-id]
7. copy running-config startup-config

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

マルチキャストルーティングをイネーブルにする

インターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

Device(config)# interface

ステップ 3

gigabitethernet 1/0/1

DR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。

ip igmp query-interval seconds

例：

ステップ 4

デフォルトでは、DRは IGMPホストクエリーメッ
セージを 60秒ごとに送信し、ホストおよびネット
ワークでの IGMPオーバーヘッドを抑制します。

Device(config-if)# ip igmp
query-interval 75

指定できる範囲は 1～ 18000です。

デフォルト設定に戻すには、no ip igmp
query-intervalインターフェイスコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show ip igmp interface

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

IGMPの設定
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IGMPv2の IGMPクエリータイムアウトの変更
IGMPv2を使用している場合、デバイスがインターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでの
時間を指定できます。デフォルトでは、デバイスは ip igmp query-intervalインターフェイス
コンフィギュレーションコマンドによって制御されるクエリーインターバルの 2倍の時間だ
け待機します。この時間を経過しても、デバイスがクエリーを受信しない場合は、スイッチが

クエリアになります。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp querier-timeout seconds
5. end
6. show ip igmp interface [interface-id]
7. copy running-config startup-config

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

マルチキャストルーティングをイネーブルにする

インターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

Device(config)# interface

ステップ 3

gigabitethernet 1/0/1

IGMPクエリータイムアウトを指定します。ip igmp querier-timeout seconds

例：

ステップ 4

デフォルトは 60秒です（クエリーインターバルの
2倍）。指定できる範囲は 60～ 300です。

Device(config-if)# ip igmp

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

querier-timeout 120 デフォルト設定に戻すには、no ip igmp
querier-timeoutインターフェイスコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show ip igmp interface

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

IGMPv2の最大クエリー応答時間の変更
IGMPv2を使用している場合は、IGMPクエリーでアドバタイズされる最大クエリー応答時間
を変更できます。デバイスは最大クエリー応答時間を使用し、LAN上に直接接続されたグルー
プメンバが存在しないことを短時間で検出します。値を小さくすると、デバイスによるグルー

プのプルーニング速度が向上します。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp query-max-response-time seconds
5. end
6. show ip igmp interface [interface-id]
7. copy running-config startup-config

IGMPの設定
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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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

マルチキャストルーティングをイネーブルにする

インターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

Device(config)# interface

ステップ 3

gigabitethernet 1/0/1

IGMPクエリーでアドバタイズされる最大クエリー
応答時間を変更します。

ip igmp query-max-response-time seconds

例：

ステップ 4

デフォルトは 10秒です。指定できる範囲は 1～ 25
秒です。

Device(config-if)# ip igmp
query-max-response-time 15

デフォルト設定に戻すには、no ip igmp
query-max-response-timeインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを使

用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show ip igmp interface

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config startup-config

静的に接続されたメンバとしてのデバイスの設定

ネットワークセグメント上にグループメンバが存在しなかったり、ホストで IGMPを使用し
てグループメンバーシップを報告できないことがあります。しかし、そのネットワークセグ

メントに対して、マルチキャストトラフィックの送信が必要な場合もあります。マルチキャス

トトラフィックをネットワークセグメントに送り込むには、次のコマンドを使用します。

• ip igmp join-group：デバイスはマルチキャストパケットの転送だけでなく、マルチキャ
ストパケットを受け入れます。マルチキャストパケットを受信すると、デバイスは高速

スイッチングを実行できません。

• ip igmp static-group：デバイスは、パケットを転送するだけで、パケット自体は受け入れ
ません。この方法を使用すると、高速スイッチングが可能です。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。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip igmp static-group group-address
5. end
6. show ip igmp interface [interface-id]
7. copy running-config startup-config

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：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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。

configureterminal

例：

ステップ 2

IGMPの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

マルチキャストルーティングをイネーブルにする

インターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

Device(config)# interface

ステップ 3

gigabitethernet 1/0/1

デバイスを静的に接続されたグループのメンバとし

て設定します。

ip igmp static-group group-address

例：

ステップ 4

デフォルトでは、この機能はディセーブルになって

います。
Device(config-if)# ip igmp static-group
239.100.100.101

グループのメンバとして設定されたスイッ

チを解除するには、no ip igmp static-group
group-addressインターフェイスコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show ip igmp interface [interface-id]

例：

ステップ 6

Device# show ip igmp interface
gigabitethernet 1/0/1

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を

保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config startup-config

IGMPのモニタリング
IPルーティングテーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示で
きます。

IGMPの設定
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このリリースでは、ルート単位の統計情報がサポートされていません。（注）

また、リソースの使用状況を学習し、ネットワーク問題を解決するための情報を表示すること

もできます。さらに、ノードの到達可能性に関する情報を表示し、そのパケットが経由する

ネットワーク内のパスを検出することもできます。

次の表に示す特権EXECコマンドのいずれかを使用すると、さまざまなルーティング統計情報
を表示できます。

表 3 :システムおよびネットワーク統計情報を表示するコマンド

目的コマンド

デバイスに直接接続され、IGMPによって取得
されたマルチキャストグループを表示します。

show ip igmp groups [type-number | detail ]

インターフェイスのマルチキャスト関連情報

を表示します。

show ip igmp interface [type number]

IGMPプロファイル情報を表示します。show ip igmp profile [ profile_number]

IGMP SSMマッピング情報を表示します。show ip igmp ssm-mapping [ hostname/IP address
]

スタティックグループ情報を表示します。show ip igmp static-group {class-map [ interface
[ type ] ]

選択したVPNルーティング/転送インスタンス
を名前別に表示します。

show ip igmp vrf

IGMPの設定例

例：マルチキャストグループのメンバとしてのデバイスの設定

次に、マルチキャストグループ 255.2.2.2へのデバイスの加入を許可する例を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# ip igmp join-group 255.2.2.2
Device(config-if)#

例：IPマルチキャストグループへのアクセスの制御
次に、ポートに接続されたホストが、グループ255.2.2.2にだけ加入できるように設定する例を
示します。

IGMPの設定
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Switch(config)# access-list 1 255.2.2.2 0.0.0.0
Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip igmp access-group 1

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

IP Multicast Command Reference, Cisco IOS Release
15.2(2)E（Catalyst 2960-XR Switch）

この章で使用するコマンドの完全な構文

および使用方法の詳細。

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

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

エラーメッセージデコーダ

Link説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgiこのリリースのシステムエラーメッ

セージを調査し解決するために、エ

ラーメッセージデコーダツールを

使用します。

標準および RFC

Title標

準/RFC

『Host Extensions for IP Multicasting』RFC
1112

『Internet Group Management Protocol, Version 2』RFC
2236

『Internet Group Management Protocol, Version 3』RFC
3376

IGMPの設定
22

IGMPの設定

その他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc-cr-book.html
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi


MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィー
チャセットに関するMIBを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

本リリースでサポートする

すべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/support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、

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。

IGMPの機能履歴と情報
変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EX1
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support
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