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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、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよび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には、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ワイヤレスマルチキャスト設定の前提条件
• IPマルチキャストルーティングをイネーブルにし、PIMバージョンと PIMモードを設定
する必要があります。デフォルトルートをデバイスで使用できるようにする必要がありま

す。これらのタスクを実行した後、デバイスはマルチキャストパケットを転送し、マルチ

キャストルーティングテーブルに読み込むことができるようになります。

• IPマルチキャスティングに加入するには、マルチキャストホスト、ルータ、およびマル
チレイヤスイッチで IGMPが動作している必要があります。
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•上でマルチキャストモードを有効にする場合は、CAPWAPマルチキャストグループアド
レスも設定する必要があります。アクセスポイントは、IGMPを使用して CAPWAPマル
チキャストグループをリッスンします。

ワイヤレスマルチキャスト設定の制約事項
次は、IPマルチキャストルーティングの設定の制約事項です。

•監視モード、スニファモード、または不正検出モードのアクセスポイントは、CAPWAP
マルチキャストグループアドレスには加入しません。

•上で設定されているCAPWAPマルチキャストグループは、デバイスごとに異なっている
必要があります。

•マルチキャストルーティングは、管理インターフェイスには有効にしないでください。

IPv6スヌーピングの制限
IPv6スヌーピング機能は、EtherChannelポートではサポートされません。

IPv6 RAガードの制限
• IPv6 RAガード機能は、IPv6トラフィックがトンネリングされる環境では保護を行いませ
ん。

•この機能は、TCAM（Ternary Content Addressable Memory）がプログラムされているハー
ドウェアでのみサポートされています。

•この機能は、入力方向のスイッチポートインターフェイスで設定できます。

•この機能は、ホストモードとルータモードをサポートしています。

•この機能は、入力方向だけでサポートされます。出力方向ではサポートされません。

•この機能は、EtherChannelおよび EtherChannelポートメンバーではサポートされません。

•この機能は、マージモードのトランクポートではサポートされません。

•この機能は、補助VLANおよびプライベートVLAN（PVLAN）でサポートされています。
PVLANの場合、プライマリ VLANの機能が継承され、ポート機能とマージされます。

• IPv6 RAガード機能によってドロップされたパケットはスパニングできます。

• platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery commandコマンドが設定されている場
合、IPv6RAガード機能は設定できず、エラーメッセージが表示されます。このコマンド
は、RAガードの ICMPエントリを上書きするデフォルトのグローバル Internet Control
Message Protocol（ICMP）エントリを追加します。
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ワイヤレスマルチキャストに関する情報
ネットワークがパケットのマルチキャストをサポートしている場合は、デバイスが使用するマ

ルチキャストの方法を設定できます。デバイスは次の2つのモードでマルチキャストを実行し
ます。

•ユニキャストモード：デバイスは、デバイスにアソシエートしているすべてのアクセス
ポイントに、すべてのマルチキャストパケットをユニキャストします。このモードは非効

率的ですが、マルチキャストをサポートしないネットワークでは必要な場合があります。

•マルチキャストモード：デバイスは、マルチキャストパケットを CAPWAPマルチキャ
ストグループに送信します。この方法では、デバイスプロセッサのオーバーヘッドが軽

減され、パケットレプリケーションの作業はネットワークに移されます。これは、ユニ

キャストを使った方法より、はるかに効率的です。

マルチキャストモードが有効な場合に、デバイスがマルチキャストパケットを有線 LANか
ら受信すると、デバイスは CAPWAPを使用してパケットをカプセル化し、CAPWAPマルチ
キャストグループアドレスへ転送します。デバイスは、必ず管理 VLANを使用してマルチ
キャストパケットを送信します。マルチキャストグループのアクセスポイントはパケットを

受け取り、クライアントがマルチキャストトラフィックを受信する LANにマップされたすべ
ての BSSIDにこれを転送します。

デバイスは、マルチキャストリスナー検出（MLD)v1スヌーピングを含む v1のすべての機能
をサポートしていますが、v2および v3の機能は制限されます。この機能により、IPv6マルチ
キャストフローが追跡され、フローを要求したクライアントにそれらが配信されます。IPv6
マルチキャストをサポートするには、グローバルマルチキャストモードを有効にする必要が

あります。

マルチキャストパケットのダイレクトを向上させるために、インターネットグループ管理プ

ロトコル（IGMP）スヌーピングを導入しています。この機能が有効になっている場合、デバ
イススヌーピングは IGMPレポートをクライアントから収集して処理し、レイヤ 3マルチキャ
ストアドレスとVLAN番号に基づいて一意なマルチキャストグループ ID（MGID）を作成し、
その IGMPレポートを IGMPクエリアへ送信します。次に、デバイスは、アクセスポイント
上のアクセスポイントMGIDテーブルを、クライアントMACアドレスを使用して更新しま
す。デバイスが特定のマルチキャストグループのマルチキャストトラフィックを受信した場

合、それをすべてのアクセスポイントに転送します。ただし、アクティブなクライアントで

リッスンしているアクセスポイント、またはそのマルチキャストグループへ加入しているア

クセスポイントだけは、その特定のWLAN上でマルチキャストトラフィックを送信します。
IPパケットは、入力 VLANおよび宛先マルチキャストグループの一意のMGIDを使用して転
送されます。レイヤ 2マルチキャストパケットは、入力 VLANの一意のMGIDを使用して転
送されます。

MGIDは、CAPWAPヘッダー内のワイヤレス情報の 16ビットの予約済みフィールドに入力さ
れた 14ビットの値です。残りの 2ビットはゼロに設定する必要があります。

関連トピック

ワイヤレスマルチキャストMCMCモードの設定（CLI）（8ページ）
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ワイヤレスマルチキャストMCUCモードの設定（CLI）（8ページ）

マルチキャスト最適化について

マルチキャストは、マルチキャストアドレスとVLANを 1つのエンティティ（MGID）として
グループ化することを基本としていました。VLANグループで、重複したパケットが増加する
可能性があります。VLANグループ機能を使用して、すべてのクライアントがそれぞれ異なる
VLAN上でマルチキャストストリームをリッスンします。そのため、デバイスは、マルチキャ
ストアドレスと VLANの組み合わせごとに異なるMGIDを作成します。その結果、最悪の場
合、アップストリームルータは VLANごとにコピーを 1つ送信するため、グループ内に存在
する VLANの数だけコピーが作成されます。WLANはすべてのクライアントに対して同じま
まなので、マルチキャストパケットの複数のコピーがワイヤレスネットワークで送信されま

す。デバイスとアクセスポイント間のワイヤレスメディアでマルチキャストストリームの重

複を抑制するには、マルチキャスト最適化機能を使用できます。

マルチキャスト最適化では、マルチキャストトラフィック用に使用可能なマルチキャスト

VLANを作成できます。デバイス内の VLANの 1つを、マルチキャストグループが登録され
るマルチキャスト VLANとして設定できます。クライアントは、マルチキャスト VLAN上で
マルチキャストストリームをリッスンできます。MGIDは、マルチキャスト VLANとマルチ
キャスト IPアドレスを使用して生成されます。同じWLANの異なるVLAN上にある複数のク
ライアントが単一のマルチキャスト IPアドレスをリッスンしている場合、単一のMGIDが生
成されます。デバイスは、この VLANグループ上のクライアントからのすべてのマルチキャ
ストストリームが常にマルチキャスト VLAN上に送出されるようにして、その VLANグルー
プのすべての VLANに対し、アップストリームルータに登録されるエントリが 1つになるよ
うにします。クライアントが異なる VLAN上にあっても、1つのマルチキャストストリーム
だけが VLANグループにヒットします。したがって、ネットワークで送信されるマルチキャ
ストパケットは、1つのストリームだけになります。

関連トピック

WLANの IPマルチキャスト VLANの設定（CLI）（14ページ）

IPv6グローバルポリシー
IPv6グローバルポリシーは、ストレージおよびアクセスポリシーデータベースのサービスを
提供します。IPv6 ND検査と IPv6 RAガードは、IPv6グローバルポリシー機能です。NDイン
スペクションまたは RAガードをグローバルに設定するたびに、ポリシーの属性が、ソフト
ウェアポリシーデータベースに保存されます。その後ポリシーはインターフェイスに適用さ

れ、ポリシーが適用されたこのインターフェイスを含めるためにソフトウェアポリシーデー

タベースエントリが更新されます。

IPv6 RAガード
IPv6 RAガード機能は、ネットワークデバイスプラットフォームに到着した不要または不正
なRAガードメッセージを、ネットワーク管理者がブロックまたは拒否できるようにするため
のサポートを提供します。RAは、リンクで自身をアナウンスするためにデバイスによって使

ワイヤレスマルチキャストの設定

4

ワイヤレスマルチキャストの設定

マルチキャスト最適化について



用されます。IPv6 RAガード機能は、それらの RAを分析して、承認されていないデバイスか
ら送信された RAを除外します。ホストモードでは、ポート上の RAとルータリダイレクト
メッセージはすべて許可されません。RAガード機能は、レイヤ 2（L2）デバイスの設定情報
を、受信した RAフレームで検出された情報と比較します。L2デバイスは、RAフレームと
ルータリダイレクトフレームの内容を設定と照らし合わせて検証した後で、RAをユニキャス
トまたはマルチキャストの宛先に転送します。RAフレームの内容が検証されない場合は、RA
はドロップされます。

IPv6スヌーピングに関する情報

IPv6ネイバーディスカバリネイバーインスペクション

IPv6ネイバー探索インスペクション、または IPv6「スヌーピング」機能によって、複数のレ
イヤ 2 IPv6ファーストホップセキュリティ機能（IPv6アドレス収集と IPv6デバイストラッキ
ングを含む）がバンドルされます。IPv6ネイバー探索（ND）インスペクションは、レイヤ 2
（またはレイヤ 2とレイヤ 3の間）で動作し、IPv6の機能にセキュリティと拡張性を提供しま
す。この機能によって、Duplicate Address Detection（DAD）、アドレス解決、デバイス検出や
ネイバーキャッシュに対する攻撃といった、ネイバー探索メカニズムに固有のいくつかの脆弱

性が軽減されます。

IPv6 NDインスペクションは、レイヤ 2ネイバーテーブルのステートレス自動設定アドレスの
バインディングを学習して保護し、信頼できるバインディングテーブルを構築するためにND
メッセージを分析します。有効なバインディングのない IPv6NDメッセージはドロップされま
す。NDメッセージは、その IPv6からMACへのマッピングが検証可能な場合に信頼できると
見なされます。

ターゲット（プラットフォームのターゲットサポートによって異なり、デバイスポート、ス

イッチポート、レイヤ 2インターフェイス、レイヤ 3インターフェイス、および VLANが含
まれることがある）に IPv6NDインスペクションが設定されている場合、IPv6トラフィックの
NDプロトコルと Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）をルーティングデバイスのス
イッチ統合セキュリティ機能（SISF）インフラストラクチャにリダイレクトするためのキャプ
チャ命令がハードウェアにダウンロードされます。NDトラフィックの場合、NS、NA、RS、
RA、REDIRECTなどのメッセージが SISFにリダイレクトされます。DHCPの場合、ポート
546または 547から送信された UDPメッセージがリダイレクトされます。

IPv6NDインスペクションはその「キャプチャルール」を分類子に登録します。分類子では、
特定のターゲットにあるすべての機能のルールがすべて集約され、対応する ACLがプラット
フォーム依存モジュールにインストールされます。分類子は、リダイレクトされたトラフィッ

クを受信すると、（トラフィックを受信しているターゲットに対して）登録されているすべて

の機能からすべてのエントリポイント（IPv6 NDインスペクションのエントリポイントを含
む）を呼び出します。このエントリポイントは最後に呼び出されるため、他の機能によって行

われた決定が IPv6 NDインスペクションの決定よりも優先されます。

IPv6 ND検査

IPv6 ND検査は、レイヤ 2ネイバーテーブルでステートレス自動設定アドレスのバインディン
グを学習し、保護します。IPv6 ND検査は、信頼できるバインディングテーブルデータベー
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スを構築するためにネイバー探索メッセージを分析します。有効なバインディングがない IPv6
ネイバー探索メッセージはドロップされます。ネイバー探索メッセージは、その IPv6から
MACへのマッピングが検証可能な場合に信頼できると見なされます。

この機能によって、Duplicate Address Detection（DAD）、アドレス解決、デバイス検出やネイ
バーキャッシュに対する攻撃といった、ネイバー探索メカニズムに固有のいくつかの脆弱性が

軽減されます。

IPv6デバイストラッキング

IPv6デバイストラッキングは、IPv6ホストが非表示になったときにネイバーテーブルを即時
に更新できるように、IPv6ホストの活性トラッキングを提供します。

IPv6ファーストホップセキュリティバインディングテーブル

IPv6ファーストホップセキュリティバインディングテーブルのリカバリメカニズム機能を使
用すると、デバイスのリブート時にバインディングテーブルをリカバリできます。デバイスに

接続されている IPv6ネイバーのデータベーステーブルは、NDスヌーピングなどの情報源か
ら作成されます。このデータベース（またはバインディング）テーブルは、スプーフィングや

リダイレクト攻撃を防止するために、リンク層アドレス（LLA）、IPv4または IPv6アドレス、
およびネイバーのプレフィックスバインディングを検証するためにさまざまな IPv6ガード機
能によって使用されます。

このメカニズムにより、デバイスのリブート時にバインディングテーブルをリカバリできま

す。リカバリメカニズムは、不明な送信元、（バインディングテーブルにまだ指定されてい

ない送信元や、NDまたは DHCPグリーニングを使用して学習されていない送信元）からの
データトラフィックをブロックします。この機能は、宛先ガードで宛先アドレスの解決に失敗

したときに、不足しているバインディングテーブルのエントリをリカバリします。障害が発生

すると、バインディングテーブルのエントリは、設定に応じて、DHCPサーバまたは宛先ホス
トにクエリを実行することでリカバリできます。

リカバリプロトコルとプレフィックスリスト

IPv6ファーストホップセキュリティバインディングテーブルのリカバリメカニズム機能は、
DHCPと NDPの両方でリカバリを試みる前に、一致するプレフィックスリストを提供する機
能を導入します。

アドレスがプロトコルと関連付けられているプレフィックスリストと一致しない場合、そのプ

ロトコルではバインディングテーブルエントリのリカバリは試行されません。プレフィック

スリストは、プロトコルを使用してレイヤ2ドメインに割り当てられているアドレスに対して
有効なプレフィックスに対応している必要があります。デフォルトではプレフィックスリスト

は存在せず、すべてのアドレスのリカバリが試行されます。プレフィクスリストとプロトコル

を関連付けるコマンドは、protocol {dhcp | ndp} [prefix-list prefix-list-name]です。

IPv6デバイストラッキング

IPv6デバイストラッキングは、IPv6ホストが非表示になったときにネイバーテーブルを即時
に更新できるように、IPv6ホストの活性トラッキングを提供します。
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IPv6アドレス収集

IPv6アドレス収集は、正確なバインディングテーブルに依存するその他多くの IPv6の機能の
基盤です。この機能は、アドレス収集のためにリンク上のNDおよびDHCPメッセージを検査
した後に、それらのアドレスをバインディングテーブルに入力します。また、この機能は、ア

ドレスの所有権を強制し、特定のノードが要求可能なアドレスの数を制限します。

次の図は、IPv6アドレス収集の仕組みを示しています。

図 1 : IPv6アドレス収集

ワイヤレスマルチキャストの設定

7

ワイヤレスマルチキャストの設定

IPv6アドレス収集



ワイヤレスマルチキャストの設定方法

ワイヤレスマルチキャストMCMCモードの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ワイヤレスクライアントへのマルチキャ

ストトラフィックを有効にします。デ

wireless multicast

例：

ステップ 3

フォルト値は disableです。ワイヤレス
Device(config)# wireless multicast

Device(config)# no wireless multicast
クライアントへのマルチキャストトラ

フィックを無効にするには、コマンドに

noを追加します。

コンフィギュレーションモードを終了

します。あるいは、Ctrl+Zキーを押し
end

例：

ステップ 4

てコンフィギュレーションモードを終

了します。
Device(config)# end

関連トピック

ワイヤレスマルチキャストに関する情報（3ページ）

ワイヤレスマルチキャストMCUCモードの設定（CLI）

手順

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
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ワイヤレスクライアントへのマルチキャ

ストトラフィックを有効にして、mDNS
wireless multicast

例：

ステップ 3

ブリッジングを有効にします。デフォル
Device(config)# wireless multicast

ト値は disableです。ワイヤレスクライ
アントへのマルチキャストトラフィッ

クを無効にして、mDNSブリッジングを
無効にするには、コマンドに noを追加
します。

コンフィギュレーションモードを終了

します。あるいは、Ctrl+Zキーを押し
end

例：

ステップ 4

てコンフィギュレーションモードを終

了します。
Device(config)# end

関連トピック

ワイヤレスマルチキャストに関する情報（3ページ）

IPv6スヌーピングの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

MLDスヌーピングをイネーブルにしま
す。

ipv6 mld snooping

例：

ステップ 3

Device(config)# ipv6 mld snooping

ワイヤレスマルチキャストの設定
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IPv6スヌーピングポリシーの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

名前付きの IPv6スヌーピングポリシー
を設定します。

ipv6 snooping policy policy-name

例：

ステップ 3

Device(config)# ipv6 snooping policy
mypolicy

未承認のメッセージを検査してドロップ

するためのセキュリティレベルを設定

します。

security-level guard

例：

Device(config-ipv6-snooping)#
security-level guard

ステップ 4

接続されたポートに、デバイスのロール

（それはノードです）を設定します。

device-role node

例：

ステップ 5

Device(config-ipv6-snooping)#
device-role node

DHCPまたは NDPパケット内のアドレ
スを収集するためのプロトコルを設定し

ます。

protocol {dhcp | ndp}

例：

Device(config-ipv6-snooping)# protocol
ndp

ステップ 6

マルチキャストルータポートとしてのレイヤ 2ポートの設定（CLI）

手順

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

ワイヤレスマルチキャストの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device> enable
•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

レイヤ 2ポートをマルチキャストルー
タポートとして設定します。VLANは
クライアント VLANです。

ipv6 mld snooping vlan vlan-idmrouter
interface Port-channel
port-channel-interface-number

例：

ステップ 3

Device(config)# ipv6 mld snooping vlan
2 mrouter interface Port-channel 22

IPv6 RAガードの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

RAガードのポリシーを設定します。ipv6 nd raguard policy policy-name

例：

ステップ 3

Device(config)# ipv6 nd raguard policy
myraguardpolicy

信頼できるポートを設定します。trusted-port

例：

ステップ 4

Device(config-nd-raguard)# trusted-port

ポートに接続されているデバイスのロー

ルを設定します。

device-role {host |monitor | router |
switch}

例：

ステップ 5

ワイヤレスマルチキャストの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-nd-raguard)# device-role
router

非 IPワイヤレスマルチキャストの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

すべての VLANで非 IPマルチキャスト
を有効にします。デフォルト値はenable

wireless multicast non-ip

例：

ステップ 3

です。トラフィックが通過できるよう
Device(config)# wireless multicast
non-ip に、ワイヤレスマルチキャストを有効

にしておく必要があります。すべての
Device(config)# no wireless multicast
non-ip VLANで非 IPマルチキャストを無効に

するには、コマンドに noを追加しま
す。

VLANごとに非 IPマルチキャストを有
効にします。デフォルト値は enableで

wireless multicast non-ip vlanid

例：

ステップ 4

す。トラフィックが通過できるように、
Device(config)# wireless multicast
non-ip 5 ワイヤレスマルチキャストおよびワイ

ヤレスマルチキャスト非 IPの両方を有
Device(config)# no wireless multicast
non-ip 5 効にする必要があります。VLANごとに

非IPマルチキャストを無効にするには、
コマンドに noを追加します。

コンフィギュレーションモードを終了

します。あるいは、Ctrl+Zキーを押し
end

例：

ステップ 5

てコンフィギュレーションモードを終

了します。
Device(config)# end

ワイヤレスマルチキャストの設定
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ワイヤレスブロードキャストの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ワイヤレスクライアントへのブロード

キャストパケットを有効にします。デ

wireless broadcast

例：

ステップ 3

フォルト値は、disableです。wireless
Device(config)# wireless broadcast

Device(config)# no wireless broadcast
broadcastを有効にすると、各VLANへ
のブロードキャストトラフィックが有

効になります。ブロードキャスティング

パケットをディセーブルにするには、コ

マンドに「no」を追加します。

単一の VLANへのブロードキャストパ
ケットを有効にします。デフォルト値は

wireless broadcast vlan vlanid

例：

ステップ 4

enableです。ワイヤレスブロードキャ
Device(config)# wireless broadcast vlan
3 ストは、ブロードキャスティングに対し

有効にする必要があります。各 VLAN
Device(config)# no wireless broadcast
vlan 3 へのブロードキャストトラフィックを

無効にするには、コマンドに noを追加
します。

コンフィギュレーションモードを終了

します。あるいは、Ctrl+Zキーを押し
end

例：

ステップ 5

てコンフィギュレーションモードを終

了します。
Device(config)# end

ワイヤレスマルチキャストの設定
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WLANの IPマルチキャスト VLANの設定（CLI）

手順

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

グローバルコマンドモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

WLANにさまざまなパラメータを設定
するコンフィギュレーションモードを

開始します。

wlan wlan_name

例：

Device(config)# wlan test 1

ステップ 3

WLANをディセーブルにします。shutdown

例：

ステップ 4

Device(config-wlan)# shutdown

WLANにマルチキャスト VLANを設定
します。WLANのマルチキャストVLAN

ip multicast vlan {vlan_name vlan_id}

例：

ステップ 5

を無効にするには、コマンドに noを追
加します。

Device(config-wlan)# ip multicast vlan
5

Device(config-wlan)# no ip multicast
vlan 5

無効になっているWLANをイネーブル
にします。

no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-wlan)# no shutdown

コンフィギュレーションモードを終了

します。あるいは、Ctrl+Zキーを押し
end

例：

ステップ 7

てコンフィギュレーションモードを終

了します。
Device(config)# end

関連トピック

マルチキャスト最適化について（4ページ）

ワイヤレスマルチキャストの設定
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ワイヤレスマルチキャストのモニタリング
表 1 :ワイヤレスマルチキャストをモニタリングするためのコマンド

説明コマンド

マルチキャストステータスと IPマルチキャストモー
ド、各VLANのブロードキャストおよび非 IPマルチキャ
ストステータスを表示します。mDNSブリッジング状態
も表示されます。

show wireless multicast

すべての（送信元、グループおよびVLAN）リストおよ
び対応するMGID値を表示します。

show wireless multicast group
summary

所定の (S,G,V)の詳細を表示し、それに関連付けられて
いるすべてのクライアントおよびMC2UCステータスを
示します。

.

show wireless multicast [source
source] group groupvlan vlanid

IOSとワイヤレスコントローラモジュール間で送信され
るMGIDごとのマルチキャスト SPI数の統計を表示しま
す。

show ip igmp snooping wireless
mcast-spi-count

MGIDマッピングを表示します。show ip igmp snooping wireless mgid

クライアントから SGVへの間マッピングおよび SGVか
らクライアントへのマッピングを表示します。

show ip igmp snooping
igmpv2-tracking

指定されたVLANの IGMPクエリア情報を表示します。show ip igmp snooping querier vlan
vlanid

すべてのVLANの IGMPクエリアの詳細情報を表示しま
す。

show ip igmp snooping querier detail

指定された VLANのMLDクエリア情報を表示します。show ipv6 mld snooping querier vlan
vlanid

IPv6マルチキャストグループのMGIDを表示します。show ipv6mld snoopingwirelessmgid

ワイヤレスマルチキャストの次の作業
次の設定を行えます。

• IGMP

• PIM

• SSM

ワイヤレスマルチキャストの設定
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• IPマルチキャストルーティング

•サービス検出ゲートウェイ

ワイヤレスマルチキャストの設定
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