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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
ご使用のプラットフォームおよび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。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、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。

CGMPの設定の前提条件
CGMPを設定する際の前提条件は次のとおりです。

•複数のシスコCGMP対応デバイスがスイッチドネットワークに接続されていて、ip cgmp
proxyコマンドを使用する必要がある場合は、すべてのデバイスを同じCGMPオプション
を使用して設定し、他社製のルータよりも IGMPクエリアになる優先順位を上げてくださ
い。

•
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CGMPの制約事項
次に、CGMPの制約事項を示します。

• CGMPとHSRPv1は両立できません。CGMP脱退処理とHSRPv1を同時にイネーブルにで
きません。ただし、CGMPと HSRPv2は同時にイネーブルにできます。

CGMPに関する情報
Cisco Group Management Protocol、または CGMPサーバサポートはデバイスで提供されます。
クライアント側機能は提供されません。デバイスは、IGMPスヌーピングをサポートしない、
CGMPクライアント機能が組み込まれているデバイス用の CGMPサーバとして機能します。

CGMPはレイヤ 2 Catalystデバイスに接続された Ciscoルータおよびマルチレイヤデバイスで
使用され、IGMPで実行される作業と同様の作業を実行します。CGMPを使用すると、レイヤ
2グループメンバーシップ情報を CGMPサーバからデバイスに通信できます。これにより、
デバイスはすべてのデバイスインターフェイスにマルチキャストトラフィックをフラッディ

ングしないで、マルチキャストメンバーが存在するインターフェイスを取得できるようになり

ます。（IGMPスヌーピングは、マルチキャストパケットのフラッディングを抑制するための
もう 1つの方法です）。

CGMPが必要となるのは、レイヤ 2デバイスで IPマルチキャストデータパケットと IGMPレ
ポートメッセージを区別できないためです。これらはともにMACレベルで、同じグループ
アドレスにアドレス指定されます。

CGMPサーバサポートのイネーブル化
複数のシスコCGMP対応デバイスがスイッチドネットワークに接続されていて、ip cgmpproxy
コマンドを設定する場合は、すべてのデバイスを同じ CGMPオプションを使用して設定し、
他社製のルータよりも IGMPクエリアになる優先順位を上げてください。デバイスインター
フェイスで CGMPサーバをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

この手順は任意です。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. ip cgmp [proxy | router-only]
5. end
6. show running-config
7. copy running-config startup-config
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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

レイヤ2Catalystデバイスに接続されたインターフェ
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

インターフェイスでCGMPをイネーブルにします。ip cgmp [proxy | router-only]

例：

ステップ 4

デフォルトでは、CGMPはすべてのインターフェイ
ス上でディセーブルです。

Device(config-if)# ip cgmp proxy
CGMPをイネーブルにすると、CGMP Joinメッセー
ジが送信されます。レイヤ 2 Catalystデバイスに接
続されたレイヤ 3インターフェイスでだけ、CGMP
をイネーブルにします。

（任意）proxyキーワードを入力すると、CGMPプ
ロキシ機能がイネーブルになります。プロキシルー

タは、CGMP非対応ルータのMACアドレス、およ
びグループアドレス 0000.0000.0000が格納された
CGMP Joinメッセージを送信し、CGMP非対応ルー
タが存在することをアドバタイズします。
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目的コマンドまたはアクション

CGMPプロキシを実行するには、デバイス
を IGMPクエリアに設定する必要がありま
す。ip cgmp proxyコマンドを設定する場
合は、ネットワークで動作中の IGMPの
バージョンに応じて、IPアドレスが最大ま
たは最小のデバイスが IGMPクエリアにな
るように IPアドレスを手動で操作する必
要があります。IGMPバージョン 2クエリ
アは、インターフェイスの最小の IPアド
レスに基づいて選択されます。IGMPバー
ジョン1クエリアは、インターフェイスで
使用されるマルチキャストルーティング

プロトコルに基づいて選択されます。

（注）

インターフェイス上で CGMPをディセー
ブルにするには、no ip cgmp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-if)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 6

Device# show running-config

（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

次のタスク

レイヤ 2 Catalystデバイス CGMPクライアントの設定を確認します。詳細については、製品に
付属のマニュアルを参照してください。
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CGMP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。

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 1 :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

マルチキャストグループアドレスにインター

ネット制御メッセージプロトコル（ICMP）エ
コー要求を送信します。

ping [group-name | group-address]

スイッチに直接接続されており、IGMPを介し
て学習したマルチキャストグループを表示し

ます。

show ip igmp groups [group-name | group-address
| type number]

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]

IP高速スイッチングキャッシュの内容を表示
します。

show ip mcache [group [source]]

循環キャッシュヘッダーバッファの内容を表

示します。

show ip mpacket [source-address | name]
[group-address | name] [detail]

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-name | group-address]
[source] [summary] [count] [active kbps]

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。このコマンドは、

すべてのソフトウェアイメージで使用できま

す。

show ip pim interface [type number] [count]
[detail]

スイッチによって検出された PIMネイバーの
リストを示します。このコマンドは、すべて

のソフトウェアイメージで使用できます。

show ip pim neighbor [type number]
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目的コマンド

スパースモードの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。この
コマンドは、すべてのソフトウェアイメージ

で使用できます。

show ip pim rp [group-name | group-address]

スイッチの RPFの実行方法（ユニキャスト
ルーティングテーブル、DVMRPルーティン
グテーブル、またはスタティックマルチキャ

ストルーティングのいずれか）を表示します。

show ip rpf {source-address | name}

SessionAnnouncement Protocol（SAP）バージョ
ン 2キャッシュを表示します。

show ip sap [group | session-name | detail]

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

標準および RFC

Title標

準/RFC

——

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
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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。

CGMP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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