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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。

IGMPプロキシの前提条件
• IGMP UDL上のすべてのデバイスに、同じサブネットアドレスがあること。UDL上のす
べてのデバイスで、同じサブネットアドレスを持つことができない場合、アップストリー

ムデバイスは、ダウンストリームデバイスが接続されているすべてのサブネットに一致

するセカンダリアドレスで設定される必要があります。

• IPマルチキャストがイネーブルになり、PIMインターフェイスが設定されます。
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IGMPプロキシの PIMインターフェイスを設定する際は、次のガ
イドラインに従ってください。

•インターフェイスがスパースモード領域で実行中で、スタ
ティック RP、ブートストラップ（BSR）、または自動 RPリ
スナー機能ありで自動RPを実行している場合は、PIMスパー
スモード（PIM-SM）を使用します。

•インターフェイスがスパース-デンスモード領域で実行中で、
自動RPリスナー機能なしで自動RPを実行している場合は、
PIMスパース-デンスモードを使用します。

•インターフェイスがデンスモードで実行されているときに、
デンスモード領域に加入する場合は、PIMデンスモード
（PIM-DM）を使用します。

•インターフェイスが、スパースモード領域のレシーバに到達
する必要があるトラフィックをデンスモード領域から受信す

る場合は、プロキシ登録機能ありのPIM-DMを使用します。

（注）

IGMPプロキシの情報

IGMPプロキシ
IGMPプロキシは、アップストリームネットワークがソースのマルチキャストグループに、ダ
ウンストリームルータに直接接続されていない単方向リンクルーティング（UDLR）環境のホ
ストが加入できるようにします。

次の図に、2つの UDLRシナリオを示すトポロジ例を図示します。

•従来型のUDLルーティングのシナリオ：直接接続されたレシーバがあるUDLデバイス。

• IGMPプロキシのシナリオ：直接接続されたレシーバのない UDLデバイス。

IGMP UDLは、アップストリームおよびダウンストリームデバイス上にある必要はありませ
ん。

（注）

次の図および例では設定内のルータを使用していますが、任意のデバイス（ルータやスイッ

チ）を使用できます。

（注）
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シナリオ 1：従来型の UDLRのシナリオ（直接接続されたレシーバがある UDLデバイス）

シナリオ 1では、IGMPプロキシメカニズムは必要ありません。このシナリオでは、次の一連
のイベントが発生します。

1. ユーザ 2がグループ Gの対象を要求する IGMPメンバーシップレポートを送信します。

2. ルータ Bは、IGMPメンバーシップレポートを受信し、LAN Bのグループ Gの転送エン
トリを追加し、UDLRアップストリームデバイスであるルータAに IGMPレポートをプロ
キシします。

3. IGMPレポートは、インターネットリンク間でプロキシされます。

4. ルータ Aは IGMPプロキシを受信し、単方向リンクの転送エントリを保持します。

シナリオ 2：IGMPプロキシのシナリオ（直接接続されたレシーバのない UDLデバイス）

シナリオ 2の場合、アップストリームネットワークがソースのマルチキャストグループに、
ダウンストリームデバイスに直接接続されていないホストが加入できるように、IGMPプロキ
シメカニズムが必要です。このシナリオでは、次の一連のイベントが発生します。

1. ユーザ 1がグループ Gの対象を要求する IGMPメンバーシップレポートを送信します。

2. ルータ Cが RP（ルータ B）に PIM Joinメッセージをホップバイホップで送信します。

3. ルータ Bで PIM加入メッセージを受信し、LAN B上のグループ Gに対する転送エントリ
が追加されます。

IGMPプロキシの設定
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4. ルータ Bでは、その mrouteテーブルが定期的にチェックされ、インターネットリンクを
介してアップストリーム UDLデバイスに IGMPメンバーシップレポートがプロキシされ
ます。

5. ルータ Aは単方向リンク（UDL）転送エントリを作成し、維持します。

エンタープライズネットワークでは、サテライトを介して IPマルチキャストトラフィックを
受信し、ネットワーク中にトラフィックを転送することができる必要があります。シナリオ 2
は、受信ホストがダウンストリームデバイスのルータ Bに直接接続する必要があるため、単
方向リンクルーティング（UDLR）だけでは不可能です。IGMPプロキシメカニズムを使用す
ると、マルチキャスト転送テーブル内の (*, G)エントリに対し IGMPレポートを作成すること
で、この制限が取り除かれます。そのため、このシナリオを機能させるには、インターフェイ

スでプロキシされた (*, G)マルチキャストスタティックルート（mroute）エントリの IGMPレ
ポートの転送をイネーブルにして（ipigmpmroute-proxyコマンドを使用）、mrouteプロキシ
サービスをイネーブルにし、（ipigmpproxy-serviceコマンドを使用）、PIM対応ネットワーク
と可能性があるメンバーに導く必要があります。

PIMメッセージはアップストリームに転送されないため、各ダウンストリームネットワーク
とアップストリームネットワークのドメインは別になります。

（注）

関連トピック

IGMP UDLRに対するアップストリーム UDLデバイスの設定（4ページ）
IGMPプロキシサポート付きの IGMP UDLRに対するダウンストリーム UDLデバイスの
設定（5ページ）
例：IGMPプロキシ設定（9ページ）

IGMPプロキシの設定方法

IGMP UDLRに対するアップストリーム UDLデバイスの設定
IGMP UDLRに対するアップストリーム UDLデバイスを設定するには、この作業を実行しま
す。

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

IGMPプロキシの設定
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目的コマンドまたはアクション

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

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 type number

例：

ステップ 3

• typeおよび number引数に、アップ
ストリームデバイスのUDLとしてDevice(config)# interface

gigabitethernet 1/0/0
使用するインターフェイスを指定し

ます。

インターフェイス上の IGMPを、IGMP
UDLRに対して単方向になるよう設定し
ます。

ipigmpunidirectional-link

例：

Device(config-if)# ip igmp
unidirectional-link

ステップ 4

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。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5

関連トピック

IGMPプロキシ（2ページ）
例：IGMPプロキシ設定（9ページ）

IGMPプロキシサポート付きの IGMP UDLRに対するダウンストリーム
UDLデバイスの設定

IGMPプロキシサポート付きの IGMP UDLRに対するダウンストリーム UDLデバイスを設定
するには、この作業を実行します。

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

IGMPプロキシの設定
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目的コマンドまたはアクション

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

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 type number

例：

ステップ 3

• typeおよび number引数に、IGMP
UDLRに対するダウンストリームDevice(config)# interface

gigabitethernet 0/0/0
デバイスのUDLとして使用するイ
ンターフェイスを指定します。

インターフェイス上の IGMPを、IGMP
UDLRに対して単方向になるよう設定
します。

ipigmpunidirectional-link

例：

Device(config-if)# ip igmp
unidirectional-link

ステップ 4

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：

ステップ 5

ンフィギュレーションモードに戻りま

す。Device(config-if)# exit

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 type number

例：

ステップ 6

• typeおよび number引数で、間接的
に接続されているホストの方向に

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

向いているインターフェイスを選

択します。

プロキシされた (*, G)マルチキャスト
スタティックルート（mroute）エント

ipigmpmroute-proxy type number

例：

ステップ 7

リの IGMPレポートの転送をイネーブ
ルにします。Device(config-if)# ip igmp

mroute-proxy loopback 0
•この手順は、マルチキャスト転送
テーブルにあるすべての (*, G)転
送エントリに対するプロキシサー

ビスインターフェイスへの、IGMP
レポートの転送をイネーブルにす

るために実行されます。

•この例では、ギガビットイーサ
ネットインターフェイス1/0/0で、

IGMPプロキシの設定
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目的コマンドまたはアクション

ギガビットイーサネットインター

フェイス1/0/0に転送されるmroute
テーブルのすべてのグループの

ループバックインターフェイス 0
に IGMPレポートを送信するよう
に要求する ipigmpmroute-proxyコ
マンドが設定されます。

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、グローバルコ

exit

例：

ステップ 8

ンフィギュレーションモードに戻りま

す。Device(config-if)# exit

指定したインターフェイスに対してイ

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 type number

例：

Device(config)# interface loopback 0

ステップ 9

•この例では、ループバックイン
ターフェイス 0が指定されます。

UDLRで IGMPヘルパーを設定しま
す。

ipigmphelper-addressudl interface-type
interface-number

例：

ステップ 10

•このステップで、ダウンストリー
ムデバイスが受信したホストから

Device(config-if)# ip igmp
interface-typeおよびhelper-address udl gigabitethernet

0/0/0 interface-number引数で指定された
インターフェイスに関連付けられ

たUDLに接続されているアップス
トリームデバイスへの IGMPレ
ポートをヘルパー処理できるよう

になります。

•トポロジ例では、IGMPヘルパー
はダウンストリームデバイスの

ループバックインターフェイス 0
に設定されます。そのため、ルー

プバックインターフェイス 0が、
ホストからギガビットイーサネッ

トインターフェイス 0/0/0に接続
されているアップストリームデバ

イスへの IGMPレポートをヘル
パー処理するように設定されま

す。

IGMPプロキシの設定
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目的コマンドまたはアクション

mrouteプロキシサービスをイネーブル
にします。

ipigmpproxy-service

例：

ステップ 11

• mrouteプロキシサービスがイネー
ブルのときに、IGMPクエリインDevice(config-if)# ip igmp

proxy-service
ターバルに基づいて

ipigmpmroute-proxyコマンド（ス
テップ 7を参照）で設定されたイ
ンターフェイスに一致する、(*,G)
転送エントリのスタティック

mrouteテーブルが、デバイスに
よって定期的にチェックされま

す。一致が存在する場合、1つの
IGMPレポートがこのインターフェ
イスで作成され、受信されます。

ipigmpproxy-serviceコマンド
は、ipigmphelper-address
（UDL）コマンドと共に使用
するように意図されていま

す。

（注）

•この例では、ipigmpmroute-proxy
コマンドで登録されているイン

ターフェイスに対するすべてのグ

ループのインターフェイスに対し

て IGMPレポートの転送をイネー
ブルにするように、ループバック

インターフェイス 0で
ipigmpproxy-serviceコマンドが設
定されます（ステップ 7を参照し
てください）。

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。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 12

（任意）インターフェイスに関するマ

ルチキャスト関連情報を表示します。

showipigmpinterface

例：

ステップ 13

Device# show ip igmp interface

IGMPプロキシの設定
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目的コマンドまたはアクション

（任意）設定された UDLヘルパーア
ドレスがあるインターフェイス上で、

showipigmpudlr

例：

ステップ 14

マルチキャストグループに直接接続さ

れている UDLR情報を表示します。Device# show ip igmp udlr

関連トピック

IGMPプロキシ（2ページ）
例：IGMPプロキシ設定（9ページ）

IGMPプロキシの設定例

例：IGMPプロキシ設定
次に、IGMPUDLRに対してアップストリームUDLデバイスを設定し、IGMPプロキシサポー
ト付きの IGMP UDLRに対してダウンストリーム UDLデバイスを設定する例を示します。

アップストリームデバイスの設定

interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode
!
interface gigabitethernet 1/0/0
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode
ip igmp unidirectional-link
!
interface gigabitethernet 2/0/0
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0

ダウンストリームデバイスの設定

ip pim rp-address 10.5.1.1 5
access-list 5 permit 239.0.0.0 0.255.255.255
!
interface loopback 0
ip address 10.7.1.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode
ip igmp helper-address udl ethernet 0
ip igmp proxy-service
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
ip pim dense-mode
ip igmp unidirectional-link
!
interface gigabitethernet 1/0/0
ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode

IGMPプロキシの設定
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ip igmp mroute-proxy loopback 0
!
interface gigabitethernet 2/0/0
ip address 10.6.1.1 255.255.255.0

関連トピック

IGMP UDLRに対するアップストリーム UDLデバイスの設定（4ページ）
IGMPプロキシサポート付きの IGMP UDLRに対するダウンストリーム UDLデバイスの
設定（5ページ）
IGMPプロキシ（2ページ）

その他の参考資料
ここでは、IGMPのカスタマイズに関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『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

「IP Multicast Technology Overview」モジュールIPマルチキャストテクノロジー分野の概
要

「ConfiguringBasic IPMulticast」または「Configuring
IP Multicast in IPv6 Networks」モジュール

基本的な IPマルチキャストの概念、設定
作業、および例

標準および RFC

タイトル標

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プロキシの設定
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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


MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE
Release、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

これらの機能によってサポートされる新し

いMIBまたは変更されたMIBはありませ
ん。またこれらの機能による既存MIBのサ
ポートに変更はありません。

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★枠で囲まれたTechnical Assistanceの場合★右

のURLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。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。

IGMPプロキシの機能履歴と情報
変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE

IGMPプロキシの設定
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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