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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。

IP マルチキャスト テクノロジーに関する情報
IP マルチキャストについて
（注）

マルチキャスト グループに対する転送速度の制御はサポートされていません。
IP 通信の一端である IP ユニキャストでは、送信元 IP ホストが特定の宛先 IP ホストにパケットを
送信します。この場合、IP パケットに指定される宛先アドレスは、IP ネットワーク上で一意に識
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別される単一ホストのアドレスです。これらの IP パケットは、ネットワーク上の送信元ホストか
ら、一連のデバイスによって宛先ホストに転送されます。送信元と宛先間のパス上の各ポイント
では、デバイスがユニキャスト ルーティング テーブルを使用して、パケットの IP 宛先アドレス
に基づきユニキャスト転送先を決定します。
IP 通信で IP ユニキャストの対極にある IP ブロードキャストでは、送信元ホストはネットワーク
セグメント上のすべてのホストにパケットを送信します。IP ブロードキャスト パケットの宛先ア
ドレスでは、宛先 IP アドレスのホスト部分がすべて 1 に設定され、ネットワーク部分がサブネッ
トのアドレスに設定されています。一連の IP ホスト（デバイスを含む）は、宛先アドレスとして
IP ブロードキャスト アドレスを指定されたパケットが、サブネット上のすべての IP ホスト向け
であることを認識しています。特に設定しない限り、デバイスは IP ブロードキャスト パケットを
転送しないので、一般的に IP ブロードキャスト通信はローカル サブネットに限定されます。
IP マルチキャストは、IP ユニキャスト通信と IP ブロードキャスト通信の中間に位置します。IP
マルチキャスト通信によって、ホストは IP ネットワーク上の任意の場所にあるホストのグループ
に IP パケットを送信します。IP マルチキャスト通信では、特定のグループに情報を送信するため
に、IP マルチキャスト グループ アドレスという特殊な形式の IP 宛先アドレスを使用します。IP
マルチキャスト グループ アドレスは、パケットの IP 宛先アドレス フィールドに指定されます。
IP 情報をマルチキャストするには、レイヤ 3 スイッチおよびデバイスが IP マルチキャスト グルー
プのメンバに接続する出力インターフェイスすべてに着信 IP パケットを転送する必要がありま
す。
IP マルチキャストはビデオ会議と同じものとして考えられる傾向があります。ネットワークに初
めて導入する IP マルチキャスト アプリケーションは多くの場合ビデオ会議ですが、ビデオは実用
的で多様な IP マルチキャスト アプリケーションのひとつに過ぎません。生産性の向上につながる
他の IP マルチキャスト アプリケーションとしては、マルチメディア会議、データ複製、リアルタ
イム データ マルチキャスト、シミュレーション アプリケーションなどがあります。

情報配信における IP マルチキャストの役割
IP マルチキャストは、単一の情報ストリームを何千もの潜在的な企業および家庭に同時に配信す
ることによってトラフィックを削減する帯域幅節約テクノロジーです。マルチキャストを利用す
るアプリケーションには、ビデオ会議、企業コミュニケーション、通信教育、およびソフトウェ
ア、株価情報、ニュースの配信などが含まれます。
IP マルチキャスト ルーティングにより、ホスト（ソース）は、IP マルチキャスト グループ アド
レスと呼ばれる特別な形式の IP アドレスを使用して、IP ネットワーク内の任意の場所にあるホス
ト（レシーバ）にパケットを送信できます。ソースのホストは、マルチキャストグループアドレ
スをパケットの宛先 IP アドレス フィールドに挿入します。IP マルチキャスト ルータおよびマル
チレイヤ スイッチは、受信した IP マルチキャスト パケットを、マルチキャスト グループのメン
バにつながるすべてのインターフェイスから転送します。どのホストも、グループのメンバであ
るかどうかにかかわらず、グループに送信できます。ただし、グループのメンバだけがメッセー
ジを受信します。
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IP マルチキャスト ルーティング プロトコル
ソフトウェアでは、IP マルチキャスト ルーティングを実装するため、次のプロトコルがサポート
されています。
• IGMP を LNA 上のホストとその LAN上のルータ間で使用して、ホストがメンバになってい
るマルチキャスト グループを追跡します。
• PIM（Protocol Independent Multicast）は、相互に転送されるマルチキャスト パケット、およ
び直接接続されている LAN に転送されるマルチキャスト パケットを追跡するためにルータ
間で使用されます。
次の図に、これらのプロトコルが IP マルチキャスト環境内のどの部分で動作するかを示します。

Internet Group Management Protocol（インターネット グループ管理プロトコル）
IP マルチキャスト ホストは IGMP メッセージを使用して、ローカルのレイヤ 3 スイッチまたは
ルータに要求を送信し、特定のマルチキャストグループに加入して、マルチキャストトラフィッ
クの受信を開始します。IGMPv2 の一部の拡張機能を使用すると、IP ホストはレイヤ 3 スイッチ
またはルータに対し、IP マルチキャスト グループを脱退してマルチキャスト グループ トラフィッ
クを受信しないように求める要求も送信します。
レイヤ 3 スイッチまたはルータは、IGMP によって得た情報を使用して、マルチキャスト グルー
プ メンバーシップのリストをインターフェイス単位で維持します。インターフェイス上で少なく
とも 1 つのホストが、マルチキャスト グループ トラフィックを受信するための IGMP 要求を送信
している限り、そのインターフェイスのマルチキャストグループメンバーシップはアクティブで
す。

プロトコル独立マルチキャスト
プロトコル独立マルチキャスト（PIM）がプロトコルに依存しない理由は、使用されている任意
のユニキャスト ルーティング プロトコルを利用してルーティング テーブルへの書き込みを行い
（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、Border
Gateway Protocol（BGP）、およびスタティック ルートを含む）、IP マルチキャストをサポートす
るからです。
PIM はさらに、完全に独立したマルチキャスト ルーティング テーブルを作成する代わりに、ユニ
キャスト ルーティング テーブルを使用して Reverse Path Forwarding（RPF）チェック機能を実行し
ます。PIM は、他のルーティング プロトコルが行うような、ルータ間でのマルチキャスト ルー
ティング アップデートの送受信は行いません。

PIM デンス モード（PIM-DM）
PIM デンス モード（PIM-DM）は、プッシュ モデルを使用してマルチキャスト トラフィックを
ネットワークの隅々にまでフラッディングします。PIM-DM は、LAN TV や企業情報または財務
情報ブロードキャストなど、大部分の LAN でマルチキャストの受信が必要とされるネットワーク
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での使用を目的としています。これは、ネットワーク上のすべてのサブネットにアクティブな受
信者が存在する場合、効率的な配信メカニズムになります。
PIM デンス モードの詳細については、次の URL を参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/
docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/12-2sx/imc_pim_dense_rfrsh.html

PIM スパース モード（PIM-SM）
PIM スパース モード（PIM-SM）は、プル モデルを使用してマルチキャスト トラフィックを配信
します。明示的にデータを要求した、アクティブな受信者のいるネットワークだけにトラフィッ
クが転送されます。PIM-SM は、デスクトップ ビデオ会議や企業コンピューティングなど、少数
の受信者がそれぞれ異なるマルチキャストを一般に同時使用するネットワークでの使用を目的と
しています。

ランデブー ポイント
また、PIM をスパース モードで動作するよう構成する場合は、1 つまたは複数のデバイスをラン
デブー ポイント（RP）とするよう選択する必要があります。マルチキャスト グループへの送信
者は、RP を使用してその存在を通知します。マルチキャスト パケットの受信者は、RP を使用し
て新しい送信者について学習します。1 つのマルチキャスト グループのパケットが 1 つまたは複
数の RP を使用できるように Cisco IOS ソフトウェアを構成できます。
RP アドレスは、パケットをグループに送信するホストの代わりに PIM Register メッセージを送信
するためにファースト ホップ デバイスによって使用されます。また、RP アドレスは、ラストホッ
プ デバイスによって PIM join および prune メッセージを RP に送信してグループ メンバーシップ
について通知するためにも使用されます。すべてのデバイス（RP デバイスを含む）で RP アドレ
スを設定する必要があります。
1 台の PIM デバイスを、複数のグループの RP にできます。同じグループの PIM ドメイン内で一
度に使用できる RP アドレスは 1 つだけです。アクセス リストで指定されている条件は、（異な
るグループが異なる RP を持つことが可能なため）デバイスがいずれのグループの RP であるかを
決定します。

IGMP スヌーピング
IGMP スヌーピングは、レイヤ 2 スイッチング環境でのマルチキャストに使用します。IGMP ス
ヌーピングを使用する場合、レイヤ 3 スイッチまたはルータは、ホストとデバイス間で転送され
る IGMP パケットのレイヤ 3 情報を検証します。スイッチが特定のマルチキャスト グループのホ
ストから IGMP Host Report を受信すると、スイッチはそのホストのポート番号を対応するマルチ
キャスト テーブル エントリに追加します。スイッチがホストから IGMP Leave Group メッセージ
を受信すると、スイッチはテーブル エントリからそのホストのポートを削除します。
IGMP 制御メッセージはマルチキャスト パケットとして送信されるので、レイヤ 2 ヘッダーだけ
が検証される場合は、マルチキャスト データと区別できません。IGMP スヌーピングが稼働して
いるスイッチは、すべてのマルチキャスト データ パケットについて、関連する IGMP 制御情報が
含まれているかどうかを調べます。低速の CPU を搭載したローエンドのスイッチに IGMP スヌー
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ピングを実装すると、データを高速で送信する場合、パフォーマンスに重大な影響が出る可能性
があります。

IP マルチキャスト テーブル
次に、デバイスがハードウェアで IP マルチキャスト パケットを転送する目的で使用する主なデー
タ構造図を示します。
図 1：IP マルチキャスト テーブルおよびプロトコル

Integrated Switching Engine は、個々の IP マルチキャスト ルートを識別する目的で、ハードウェア
FIB テーブルを維持します。各エントリは、宛先グループの IP アドレスおよびオプションの送信
元 IP アドレスで構成されます。マルチキャスト トラフィックは、主に（S,G）および（*,G）の 2
種類のルート上を流れます。（S,G）ルートは、マルチキャスト送信元の IP アドレスと、マルチ
キャスト グループ宛先の IP アドレスに基づいて、送信元からグループへ流れます。（*,G）ルー
トのトラフィックは、PIM RP からグループ G のすべての受信者へ流れます。（*,G）ルートを使
用するのは、スパース モード グループだけです。Integrated Switching Engine ハードウェアには、
合計 128,000 のルート用のスペースが準備されています。これらがユニキャスト ルート、マルチ
キャスト ルート、およびマルチキャスト高速ドロップ エントリによって共有されます。
出力インターフェイスのリストは、Multicast Expansion Table（MET）に保存されます。MET に
は、最大 32,000 の出力インターフェイス リスト用のスペースがあります（RET には、最大 102 K
エントリ（フラッディング セットに 32 K、マルチキャスト エントリに 70,000 使用）が可能で
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す）。MET リソースは、レイヤ 3 マルチキャスト ルートおよびレイヤ 2 マルチキャスト エント
リによって共有されます。ハードウェアで使用できる出力インターフェイス リストの実際の数
は、設定によって異なります。マルチキャスト ルートの総数が 32,000 を超えると、Integrated
Switching Engine によってマルチキャスト パケットをスイッチングできなくなる場合があります。
そのパケットは、CPU サブシステムによってきわめて低い速度で転送されることになります

（注）

（RET では 102 K エントリまでサポートされます（フラッディング セットに 32K、multicast
エントリに 70 K を使用））。

ハードウェアおよびソフトウェアによる転送
Integrated Switching Engine は通常、パケットをハードウェアで非常に高速で転送します。CPU サ
ブシステムは、例外パケットをソフトウェアで転送します。Integrated Switching Engine が大部分の
パケットをハードウェアで転送していることは、統計レポートからわかります。
次に、ハードウェアとソフトウェアの転送コンポーネントの概念図を示します。
図 2：ハードウェアおよびソフトウェアの転送コンポーネント

Integrated Switching Engine は、通常の動作モードでは、ハードウェアで VLAN 間ルーティングを
実行します。CPU サブシステムは、ソフトウェアによる転送のために、総称ルーティング カプセ
ル化（GRE）トンネルをサポートしています。
複製は、パケットの 1 コピーを送信する代わりに、パケットを複製して複数のコピーを送信する
転送の一種です。レイヤ 3 で複製が行われるのは、マルチキャスト パケットに限られます。ユニ
キャスト パケットが複数のレイヤ 3 インターフェイス用に複製されることはありません。IP マル
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チキャスト動作では、着信した IP マルチキャスト パケットごとに、そのパケットの多くの複製が
送信されます。
IP マルチキャスト パケットを伝送するルートのタイプは、次のとおりです。
• ハードウェア ルート
• ソフトウェア ルート
• 部分的なルート
ハードウェア ルートは、Integrated Switching Engine ハードウェアがパケットのすべての複製を転
送する場合に発生します。ソフトウェア ルートは、CPU サブシステム ソフトウェアがパケットの
すべての複製を転送する場合に発生します。部分的なルートは、Integrated Switching Engine が一部
の複製をハードウェアで転送し、CPU サブシステムが一部の複製をソフトウェアで転送する場合
に発生します。

部分的なルート
（注）

以下に記載する条件が成立する場合、CPU サブシステム ソフトウェアによって複製が転送さ
れますが、ハードウェアによる複製の転送パフォーマンスに影響はありません。
あるルートに対するパケットの複製の一部が CPU サブシステムによって転送される条件は、次の
とおりです。
• ip igmp join-group コマンドを使用して、マルチキャスト送信元の RPF インターフェイス上
の IP マルチキャスト グループのメンバとしてスイッチを設定している場合。
• スイッチが PIM スパース モードの送信元へのファースト ホップである場合。スイッチは RP
に PIM Register メッセージを送信する必要があります。

ソフトウェア ルート
（注）

RPF インターフェイスまたは出力インターフェイスの設定について次の条件が 1 つでも成立す
ると、出力のすべての複製はソフトウェアで実行されます。
あるルートに対するパケットの複製の一部が CPU サブシステム ソフトウェアによって転送される
条件は、次のとおりです。
• インターフェイスがマルチキャスト ヘルパーを使用して設定されている場合
• インターフェイスが GRE トンネルまたはディスタンス ベクトル マルチキャスト ルーティン
グ プロトコル（DVMRP）トンネルである場合
• インターフェイスが高等研究計画局（ARPA）以外のカプセル化を使用している場合
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次のパケットは、常にソフトウェアによって転送されます。
• 224.0.0* の範囲に入るマルチキャスト グループに送信されたパケット。（* は 0 ～ 255 の範
囲）。この範囲は、ルーティング プロトコルが使用します。レイヤ 3 スイッチングでは、こ
の範囲以外のすべてのマルチキャスト グループ アドレスがサポートされています。
• IP オプション付きのパケット

非リバース パス フォワーディング トラフィック
Reverse Path Forwarding（RPF）チェックに失敗したトラフィックを、非 RPF トラフィックといい
ます。Integrated Switching Engine は、非 RPF トラフィックをフィルタリング（持続的にドロップ）
するか、またはレート制限して転送します。
複数のレイヤ 3 スイッチまたはルータが同一の LAN セグメントに接続されている冗長な構成で、
送信元から発信インターフェイス上の受信側へマルチキャスト トラフィックを転送するのは、1
台の装置だけです。次の図に、一般的なネットワーク構成で非 RPF トラフィックが発生した状況
を示します。
図 3：スタブ ネットワークにおける冗長マルチキャスト ルータの構成

この種のトポロジでは、PIM 指定ルータ（PIM DR）であるルータ A だけが共通の VLAN にデー
タを転送します。ルータ B は転送されたマルチキャスト トラフィックを受信しますが、このトラ
フィックをドロップします。不正なインターフェイスでこのトラフィックが着信したので、RPF
チェックに失敗するためです。このように RPF チェックに失敗するトラフィックを、「非 RPF ト
ラフィック」といいます。

マルチキャスト グループ伝送方式
IP 通信は、最初の図に示すように、トラフィックの送信者として機能するホストと、レシーバと
して機能するホストで構成されます。送信者はソースと呼ばれます。従来の IP 通信は、単一のホ
スト ソースがパケットを別の単一ホスト（ユニキャスト伝送）またはすべてのホスト（ブロード
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キャスト伝送）に送信することによって行われます。IP マルチキャストは第三の方式を提供する
ものであり、ホストはすべてのホストのサブセットにパケットを送信できます（マルチキャスト
伝送）。受信側のホストのこのサブセットをマルチキャスト グループと呼びます。マルチキャス
ト グループに属するホストは、グループ メンバと呼ばれます。
マルチキャストは、このグループの概念に基づいています。マルチキャスト グループは、特定の
データ ストリームを受信するためにグループに加入する任意の数のレシーバです。このマルチ
キャスト グループには、物理的境界または地理的境界はありません。ホストは、インターネット
上または任意のプライベート ネットワーク上のどこにでも配置できます。ソースから特定のグ
ループに対するデータを受信する必要があるホストはそのグループに加入する必要があります。
グループに加入するには、ホスト レシーバで Internet Group Management Protocol（IGMP）を使用
します。
マルチキャスト環境では、どのホストも、グループのメンバであるかどうかにかかわらず、グルー
プに送信できます。ただし、そのグループに送信されたパケットはグループのメンバだけが受信
できます。IP ユニキャスト パケットと同様、マルチキャスト パケットは、ベストエフォート型の
信頼性を使用してグループに配信されます。

次の図では、レシーバ（指定したマルチキャスト グループ）がソースからのビデオ データ スト
リームを受信する必要があります。これらのレシーバは、ネットワーク内のルータに IGMP ホス
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ト レポートを送信することによってその意思を示します。この場合、ルータがソースからレシー
バへのデータの配信を担います。ルータは、Protocol Independent Multicast（PIM）を使用して、マ
ルチキャスト配信ツリーを動的に作成します。その後、ソースとレシーバ間のパスにあるネット
ワーク セグメントにのみ、ビデオ データ ストリームが配信されます。

IP マルチキャスト境界
図に示すように、アドレス スコーピングは、同じ IP アドレスを持つ RP が含まれるドメインが相
互にデータを漏出させることのないように、ドメイン境界を定義します。スコーピングは、大き
なドメイン内のサブネット境界や、ドメインとインターネットの間の境界で実行されます。
図 4：境界でのアドレス スコーピング
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マルチキャストグループアドレッシングのインターフェイスに管理スコープの境界を設定するに
は、ipmulticastboundary コマンドと access-list 引数を使用します。影響を受けるアドレス範囲は、
標準アクセス リストによって定義されます。境界が設定されると、マルチキャスト データ パケッ
トは境界を越えて出入りできなくなります。境界を定めることで、同じマルチキャスト グループ
アドレスをさまざまな管理ドメイン内で使用できます。
Internet Assigned Numbers Authority（IANA）は、マルチキャスト アドレス範囲 239.0.0.0 ～
239.255.255.255 を管理スコープ アドレスとして指定しています。この範囲のアドレスは、さまざ
まな組織で管理されるドメイン内で再使用されます。これらは、グローバルに一意ではなくロー
カルとみなされます。
filter-autorp キーワードを設定して、管理用スコープの境界で Auto-RP 検出と通知メッセージを検
査し、フィルタできます。境界のアクセス コントロール リスト（ACL）に拒否された Auto-RP パ
ケットからの Auto-RP グループ範囲通知は削除されます。Auto-RP グループ範囲通知は、Auto-RP
グループ範囲のすべてのアドレスが境界 ACL によって許可される場合に限り境界を通過できま
す。許可されないアドレスがある場合は、グループ範囲全体がフィルタリングされ、Auto-RP メッ
セージが転送される前に Auto-RP メッセージから削除されます。

IP マルチキャスト グループ アドレッシング
マルチキャスト グループは、マルチキャスト グループ アドレスによって識別されます。マルチ
キャスト パケットは、そのマルチキャスト グループ アドレスに配信されます。単一のホストを
独自に識別するユニキャスト アドレスとは異なり、マルチキャスト IP アドレスは特定のホストを
識別しません。マルチキャスト アドレスに送信されるデータを受信するには、アドレスが識別す
るグループにホストが参加する必要があります。データは、マルチキャスト アドレスに送信さ
れ、そのグループに送信されたトラフィックを受信する意思を示してグループに加入しているす
べてのホストによって受信されます。マルチキャストグループアドレスは、送信元でグループに
割り当てられます。マルチキャストグループアドレスを割り当てるネットワーク管理者は、Internet
Assigned Numbers Authority（IANA）で予約されるマルチキャスト アドレスの範囲にアドレスが準
拠していることを確認する必要があります。

IP クラス D アドレス
IP マルチキャスト アドレスは、IANA によって IPv4 クラス D アドレス空間に割り当てられまし
た。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。マルチキャスト アドレスは送信元（送
信者）でマルチキャスト グループの受信先として選択されます。

（注）

クラス D アドレスの範囲は、IP マルチキャスト トラフィックのグループ アドレスまたは宛先
アドレスにだけ使用されます。マルチキャスト データグラムの送信元アドレスは常にユニキャ
スト送信元アドレスになります。
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IP マルチキャスト アドレスのスコーピング
さまざまなアドレス範囲の予測可能な動作を提供したり、より小規模なドメイン内でアドレスを
再利用したりできるよう、マルチキャスト アドレスの範囲はさらに分割されます。表に、マルチ
キャスト アドレスの範囲を要約します。それに続いて、各範囲について簡単に説明します。
表 1：マルチキャスト アドレス範囲の割り当て

名前

範囲

説明

予約済みリンクローカル アドレス

224.0.0.0 ～ 224.0.0.255

ローカル ネットワーク セグメントの
ネットワークプロトコルで使用するた
めに予約されています。

グローバル スコープ アドレス

224.0.1.0 ～ 238.255.255.255

組織間およびインターネット上でマル
チキャストデータを送信するために予
約されています。

Source Specific Multicast

232.0.0.0 ～ 232.255.255.255

明示的にグループに参加している受信
者だけにデータを転送する SSM デー
タグラム配信モデル用に予約されてい
ます。

GLOP アドレス

233.0.0.0 ～ 233.255.255.255

割り当て済みの自律システム（AS）ド
メイン番号をすでに持つ組織によって
静的に定義されるアドレス用に予約さ
れています。

限定スコープ アドレス

239.0.0.0 ～ 239.255.255.255

管理スコープ アドレスまたはプライ
ベート マルチキャスト ドメインで使
用するための限定スコープアドレスと
して予約されています。

予約済みリンクローカル アドレス
IANA では、ローカル ネットワーク セグメントのネットワーク プロトコルで使用するために
224.0.0.0 ～ 224.0.0.255 の範囲を予約しています。この範囲のアドレスを持つパケットはスコープ
内ローカルであり、IP ルータによって転送されません。通常、リンク ローカル宛先アドレスを持
つパケットは存続可能時間（TTL）値 1 を使用して送信されるため、ルータによって転送されま
せん。
この範囲内の予約済みリンクローカルアドレスは、それぞれに予約されたネットワークプロトコ
ル機能を提供します。ネットワーク プロトコルは、これらのアドレスをルータの自動検出および
重要なルーティング情報の伝達用に使用します。たとえば、Open Shortest Path First（OSPF）は、
IP アドレスの 224.0.0.5 と 224.0.0.6 を使用してリンクステート情報を交換します。
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IANA では、ネットワーク プロトコルやネットワーク アプリケーションに対する単一マルチキャ
スト アドレス要求を 224.0.1.xxx のアドレス範囲外に割り当てています。マルチキャスト ルータ
はこれらのマルチキャスト アドレスを転送します。

（注）

ASR 903 RSP2 モジュールでは、デフォルトにより、予約済みのリンクローカル アドレスを持
つすべてのパケットが CPU にパントされます。

グローバル スコープ アドレス
224.0.1.0 ～ 238.255.255.255 の範囲のアドレスは、グローバル スコープ アドレスと呼ばれます。
これらのアドレスは、組織間およびインターネット上でのマルチキャスト データの送信に使用し
ます。これらのアドレスの一部はマルチキャスト アプリケーションで使用するよう IANA によっ
て予約されています。たとえば、IPアドレス 224.0.1.1 は、Network Time Protocol（NTP）用に予約
されています。
Source Specific Multicast アドレス
232.0.0.0/8 のアドレス範囲は、Source Specific Multicast（SSM）用に予約されています。Cisco IOS
ソフトウェアでは、ippimssm コマンドを使用して任意の IP マルチキャスト アドレス用の SSM も
設定できます。SSM は、1 対多通信での効率的なデータ配信メカニズムを可能にする Protocol
Independent Multicast（PIM）の拡張版です。SSM については、IP マルチキャスト配信モード, （
16 ページ）の項を参照してください。
GLOP アドレス
GLOP アドレッシングでは（233/8 の RFC 2770、GLOP アドレッシングで提案されているように）、
AS 番号をすでに予約している組織による静的に定義されたアドレス用に 233.0.0.0/8 の範囲を予約
することを提案しています。これは、GLOP アドレッシングと呼ばれます。ドメインの AS 番号は
233.0.0.0/8 アドレス範囲の 2 番目と 3 番目のオクテットに組み込まれます。たとえば、AS 62010
は 16 進数形式で F23A と表されます。この 2 つのオクテット F2 および 3A を分割すると、結果は
10 進数でそれぞれ 242 および 58 となります。これらの値は、AS 62010 に使用するようにグロー
バルに予約される 233.242.58.0/24 のサブネットとなります。
限定スコープ アドレス
239.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲は、管理スコープ アドレス、またはプライベート マルチキャ
ストドメインで使用する限定スコープアドレスとして予約されています。これらのアドレスは、
ローカル グループまたは組織に使用するように制限されています。会社、大学および他の組織
は、限定スコープ アドレスを使用すると、ドメイン外に転送されないローカル マルチキャスト
アプリケーションを使用できます。通常、ルータは、このアドレス範囲のマルチキャスト トラ
フィックが自律システム（AS）またはユーザ定義のドメイン外にフローしないようにするフィル
タを使用して設定されます。AS またはドメイン内では、ローカル マルチキャスト境界を定義で
きるように、限定スコープ アドレス範囲を細分化することもできます。
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（注）

ネットワーク管理者はこの範囲内のマルチキャスト アドレスを使用できます。これによって、
インターネット内の他の場所と競合することはありません。

レイヤ 2 マルチキャスト アドレス
従来、LAN セグメントのネットワーク インターフェイス カード（NIC）が受信できるのは、
Burned-In MAC Address またはブロードキャスト MAC アドレスに指定されたパケットだけでした。
IP マルチキャストでは、複数のホストが共通の宛先 MAC アドレスを使用した単一のデータ スト
リームを受信する必要があります。複数のホストが同じパケットを受信する場合、複数のマルチ
キャスト グループを区別できるように、何らかの方法を考案する必要があります。そのための 1
つの方法は、IP マルチキャスト クラス D アドレスを MAC アドレスに直接マッピングすることで
す。この方法を使用すると、NIC は多くの異なる MAC アドレスを宛先とするパケットを受信で
きます。
Cisco グループ管理プロトコル（CGMP）は、IGMP によって実行される作業と同様の作業を実行
するために、Catalyst スイッチに接続されたルータ上で使用されます。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（いずれも 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）を区別できない Catalyst スイッチの場合、CGMP が必要になります。

シスコ エクスプレス フォワーディング、MFIB、およびレイヤ 2 転送
実装された IP マルチキャストは、中央集中型シスコ エクスプレス フォワーディングの拡張機能
です。シスコ エクスプレス フォワーディングは、ユニキャスト ルーティング テーブル（BGP、
OSPF、EIGRP などのユニキャスト ルーティング プロトコルによって作成される）から情報を抽
出し、この情報をハードウェアにロードします。
転送情報ベース（FIB）FIB のユニキャスト ルートを使用すると、上位層のルーティング テーブ
ルでルートが変更された場合でも、ハードウェア ルーティング ステートの 1 つのルートを変更す
るだけです。ハードウェアでユニキャスト パケットを転送するために、Integrated Switching Engine
は Ternary CAM（TCAM）から送信元および宛先ルートを検索し、ハードウェア FIB から隣接イ
ンデックスを取り出して、ハードウェア ネイバー テーブル関係からレイヤ 2 リライト情報および
ネクストホップ アドレスを取得します。
マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）サブシステムは、ユニキャストシスコ エクスプレス フォ
ワーディングのマルチキャスト版です。この MFIB サブシステムは、PIM および IGMP によって
作成されるマルチキャスト ルートを抽出し、ハードウェア転送のためのプロトコル独立フォー
マットにします。MFIB サブシステムは、プロトコル固有の情報を削除し、必要なフォワーディン
グ情報だけを残します。MFIB テーブルの各エントリは、（S,G）または（*,G）ルート、入力 RPF
VLAN、およびレイヤ 3 出力インターフェイスのリストで構成されます。MFIB サブシステムは、
プラットフォーム依存の管理ソフトウェアと連携して、このマルチキャスト ルーティング情報を
ハードウェア FIB およびハードウェア Replica Expansion Table（RET）にロードします。デバイス
は、レイヤ 3 ルーティングとレイヤ 2 ブリッジングを同時に実行します。いずれの VLAN イン
ターフェイスにも複数のレイヤ 2 スイッチ ポートを設定できます。
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次の図に、シスコ デバイスがユニキャスト ルーティング、マルチキャスト ルーティング、およ
びレイヤ 2 ブリッジングの情報を組み合わせてハードウェアで転送を実行する機能の概要を示し
ます。
図 5：ハードウェアでのシスコ エクスプレス フォワーディング、MFIB、およびレイヤ 2 転送情報の組み合わ
せ

MFIB ルートは、シスコ エクスプレス フォワーディング ユニキャスト ルートと同様にレイヤ 3 で
あるため、該当するレイヤ 2 情報と結合する必要があります。MFIB ルートの例を示します。
(*,203.0.113.1)
RPF interface is Vlan3
Output Interfaces are:
Vlan 1
Vlan 2

ルート（*,203.0.113.1）がハードウェア FIB テーブルにロードされ、出力インターフェイスのリス
トが MET にロードされます。出力インターフェイスのリストへのポインタ、MET インデックス、
および RPF インターフェイスも、（*,203.0.113.1）ルートとともにハードウェア FIB にロードさ
れます。ハードウェアにこの情報をロードすることで、レイヤ 2 情報との結合を開始できるよう
になります。VLAN 1 上の出力インターフェイスについて、Integrated Switching Engine は VLAN 1
上でスパニングツリー フォワーディング ステートにあるすべてのスイッチ ポートにパケットを
送信する必要があります。同じプロセスが VLAN 2 に適用されます。VLAN 2 内のスイッチ ポー
トのセットを決定するために、レイヤ 2 転送テーブルが使用されます。
ハードウェアがパケットをルーティングする場合、すべての出力インターフェイスのすべてのス
イッチ ポートにパケットを送信するだけでなく、ハードウェアは入力 VLAN の（パケットが到着
したスイッチポートを除く）すべてのスイッチポートにも、パケットを送信します。たとえば、
VLAN 3 に 2 つのスイッチ ポート、GigabitEthernet 3/1 および GigabitEthernet 3/2 があると仮定しま
す。GigabitEthernet 3/1 上のホストがマルチキャスト パケットを送信すると、GigabitEthernet 3/2 上
のホストもそのパケットを受信しなければならない場合があります。GigabitEthernet 3/2 上のホス
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トにマルチキャスト パケットを送信するには、MET にロードされるポート セットに入力 VLAN
のすべてのスイッチ ポートを追加する必要があります。
VLAN 1 に 1/1 および 1/2、VLAN 2 に 2/1 および 2/2、VLAN 3 に 3/1 および 3/2 が含まれていれ
ば、このルート用の MET チェーンには、スイッチ ポート 1/1、1/2、2/1、2/2、3/1、および 3/2 が
含まれることになります。
IGMP スヌーピングがオンの場合、パケットは VLAN 2 のすべての出力スイッチ ポートに転送さ
れるとは限りません。IGMP スヌーピングによって、グループ メンバまたはルータが存在すると
判断されたスイッチ ポートだけに、パケットが転送されます。たとえば、VLAN 1 で IGMP スヌー
ピングがイネーブルで、IGMP スヌーピングによってポート 1/2 だけにグループ メンバが存在す
ると判断された場合、MET チェーンにはスイッチポート 1/1、1/2、2/1、2/2、3/1、および 3/2 が
含まれることになります。

IP マルチキャスト配信モード
IP マルチキャスト配信のモードは、送信元ホストではなく、受信側ホストのみによって異なりま
す。送信元ホストは、パケットの IP 送信元アドレスとしての固有の IP アドレスと、パケットの
IP 宛先アドレスとしてのグループ アドレスを使用して、IP マルチキャスト パケットを送信しま
す。

Source Specific Multicast
Source Specific Multicast（SSM）は、ブロードキャスト アプリケーションとしても知られる 1 対多
アプリケーションをサポートする最善のデータグラム配信モデルです。SSM は、オーディオおよ
びビデオのブロードキャスト アプリケーション環境を対象としたシスコの IP マルチキャストのコ
ア ネットワーク テクノロジーです。
SSM 配信モードの場合、IP マルチキャスト レシーバ ホストは IGMP バージョン3（IGMPv3）を
使用してチャネル（S, G）を登録する必要があります。このチャネルに登録することによって、
ソース ホストがグループ G に送信した IP マルチキャスト トラフィックの受信をレシーバ ホスト
が要求していることを示します。ネットワークは、ソース ホスト S からグループ G に送信された
IP マルチキャスト パケットを、チャネル (S, G) に登録したネットワーク内のすべてのホストに配
信します。
SSM では、ネットワーク内でグループ アドレスを割り当てる必要はありません。各ソース ホス
ト内で割り当てるだけです。同じソース ホストで実行している各アプリケーションはそれぞれ異
なる SSM グループを使用する必要があります。異なるソース ホストで実行しているアプリケー
ションは、SSMグループアドレスを再利用できます。ネットワークに大量のトラフィックを発生
させることはありません。

マルチキャスト高速ドロップ
PIM-SM、PIM-DM などの IP マルチキャスト プロトコルでは、（S,G）または（*,G）ルートごと
に、対応する着信インターフェイスがあります。このインターフェイスを、RPF インターフェイ
スといいます。予測される RPF インターフェイスとは異なるインターフェイスにパケットが到着
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することもあります。その場合、PIM によってパケットに特殊なプロトコル処理を行うために、
そのパケットを CPU サブシステム ソフトウェアに転送する必要があります。PIM が実行する特
殊なプロトコル処理の例としては、PIM アサート プロトコルがあります。
デフォルトでは、Integrated Switching Engine ハードウェアは、非 RPF インターフェイスに着信し
たすべてのパケットを CPU サブシステム ソフトウェアに送信します。ただし、これらの非 RPF
パケットはほとんどの場合、マルチキャストルーティングプロトコルに必要ではないので、多く
の場合、ソフトウェアによる処理は不要です。何の処置も行わなければ、ソフトウェアに送信さ
れる非 RPF パケットのため、CPU に負荷がかかるおそれがあります。
高速ドロップ エントリをインストールするのではなく、シスコ デバイスではダイナミック バッ
ファ制限（DBL）を使用します。このフローベースの輻輳回避メカニズムは、各トラフィック フ
ローのキュー長を追跡することによりアクティブ キュー管理を提供します。フローのキュー長が
その設定された制限を超える場合、DBL がパケットをドロップします。CPU が過負荷にならない
ように、レート DBL は、CPU サブシステムに対する非 RPF トラフィックを制限します。パケッ
トは CPU に対してフローごとにレート制限されます。CAM に高速ドロップ エントリをインス
トールすることは不可能なため、スイッチで処理できる高速ドロップ フローの数を制限する必要
はありません。
リンクのダウン、ユニキャスト ルーティング テーブルの変更などのプロトコル イベントによっ
て、安全に高速ドロップが可能なパケットの集合に影響が出ることがあります。以前は高速ドロッ
プを行っても問題のなかったパケットを、トポロジの変更後、PIM ソフトウェアに処理させるた
め、CPU サブシステム ソフトウェアに転送する必要があります。CPU サブシステム ソフトウェ
アは、プロトコル イベントに応答して高速ドロップ エントリのフラッシュを行い、IOS の PIM
コードが必要な RPF エラーをすべて処理できるようにします。
RPF エラーが繰り返し発生する可能性があるため、一部の一般的なトポロジでは、ハードウェア
において高速ドロップエントリを使用することが重要です。高速ドロップエントリがなければ、
処理する必要のない RPF エラー パケットによって CPU が過負荷になります。

Multicast Forwarding Information Base（マルチキャスト転送情報ベー
ス）
マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）サブシステムは、シスコ デバイス上の Integrated Switching
Engine ハードウェアの IP マルチキャスト ルーティングをサポートします。MFIB は、論理的には
CPU サブシステム ソフトウェアの IP マルチキャスト ルーティング プロトコル（PIM、IGMP、
MSDP、MBGP、および DVMRP）と、ハードウェアで IP マルチキャスト ルーティングを管理す
るためのプラットフォーム固有のコードとの中間に存在します。MFIB は、マルチキャスト ルー
ティング プロトコルによって作成されたルーティング テーブル情報を、Integrated Switching Engine
ハードウェアが効率的に処理して転送に使用可能な、簡易なフォーマットに変換します。
マルチキャスト ルーティング テーブルの情報を表示するには、show ip mroute コマンドを使用し
ます。MFIB テーブルの情報を表示するには、show ip mfib コマンドを使用します。
MFIB テーブルには、IP マルチキャスト ルートの集合が含まれます。IP マルチキャスト ルートに
は（S,G）および（*,G）が含まれます。MFIB テーブルの各ルートに、オプションの 1 つまたは複
数のフラグを対応付けることができます。ルート フラグは、ルートに一致するパケットの転送方
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法を指示します。たとえば、MFIB ルートに付けられた Internal Copy（IC）フラグは、スイッチ上
のプロセスがパケットのコピーを受信する必要があることを意味します。MFIB ルートに対応付け
できるフラグは、次のとおりです。
• Internal Copy（IC）フラグ：ルータ上のプロセスが、特定のルートに一致するすべてのパケッ
トのコピーを受信する必要がある場合に設定します。
• Signalling（S）フラグ：このルートに一致するパケットを受信したときに、プロセスに通知
する必要がある場合に設定します。シグナリング インターフェイス上でのパケット受信に応
答して、プロトコル コードが MFIB ステートを更新するなどの動作を行うことが考えられま
す。
• Connected（C）フラグ：このフラグを MFIB ルートに設定した場合、直接接続されたホスト
によってルートに送信されたパケットだけをプロトコル プロセスに通知する必要があるとい
う点を除き、Signalling（S）フラグと同じ意味を持ちます。
ルートには、1 つまたは複数のインターフェイスに対応するオプションのフラグを設定すること
もできます。たとえば、VLAN 1 に関するフラグを設定した（S,G）ルートは、VLAN 1 に着信す
るパケットをどのように扱うべきかと、このルートに一致するパケットを VLAN 1 に転送すべき
かを示します。MFIB でサポートされるインターフェイス単位のフラグは、次のとおりです。
• Accepting（A）：マルチキャスト ルーティングで RPF インターフェイスであることが明らか
なインターフェイスに設定します。Accepting（A）をマークされたインターフェイスに着信
したパケットは、すべての Forwarding（F）インターフェイスに転送されます。
• Forwarding（F）：上記のように、Accepting（A）フラグと組み合わせて使用します。一連の
転送インターフェイスは、マルチキャスト「olist」（出力インターフェイス リスト）と呼ば
れるものを形成します。
• Signalling（S）：このインターフェイスにパケットが着信したとき、Cisco IOS の何らかのマ
ルチキャスト ルーティング プロトコル プロセスに通知する必要がある場合に設定します。

（注）

PIM-SM ルーティングを使用している場合、MFIB ルートには次の例のようなインターフェイ
スが含まれる場合があります。
PimTunnel [1.2.3.4]

これは、パケットが特定の宛先アドレスに対してトンネリングされていることを表すために、
MFIB サブシステムが作成する仮想インターフェイスです。PimTunnel インターフェイスは、
通常の show interface コマンドでは表示できません。

S/M,224/4
MFIB では、マルチキャスト対応のインターフェイスごとに（S/M,224/4）エントリが作成されま
す。このエントリによって、直接接続されたネイバーから送信されたすべてのパケットが、PIM-SM
RP に Register カプセル化されるようになります。一般に、PIM-SM によって（S,G）ルートが確立
されるまでの間、ごく少数のパケットだけが（S/M,224/4）ルートを使用して転送されます。
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たとえば、IP アドレス 10.0.0.1 およびネットマスク 255.0.0.0 のインターフェイスで、送信元アド
レスがクラス A ネットワーク 10 に所属する IP マルチキャスト パケットにすべて一致するルート
が作成されるとします。このルートは、慣例的なサブネット/マスク長の表記では（10/8,224/4）と
記述されます。インターフェイスに複数の IP アドレスが割り当てられている場合には、これらの
IP アドレスごとに 1 つずつルートが作成されます。

マルチキャスト ハイ アベイラビリティ
Cisco Catalyst 94000 シリーズ スイッチはマルチキャスト ハイ アベイラビリティをサポートしま
す。これにより、スーパーバイザエンジンに障害が発生してもマルチキャストトラフィックのフ
ローが中断されることはありません。MFIB ステートは、スイッチオーバーの前にスタンバイ スー
パーバイザエンジンに同期化され、スーパーバイザエンジンの障害時のスイッチオーバーのとき
に高速コンバージェンスでの NSF の可用性が確保されます。
マルチキャスト HA（SSO/NSF/ISSU）は、PIM のスパース、デンス、Bidir、および SSM モードに
サポートされ、IGMP および MLD スヌーピング用のレイヤ 2 でサポートされます。

IP マルチキャストに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および 『コマンド リファレンス（Catalyst 9400 シリー
使用方法の詳細。
ズ スイッチ）』の「IP マルチキャスト ルーティ
ングのコマンド」の項を参照してください。
Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 1112

『Host Extensions for IP Multicasting』

RFC 2236

『Internet Group Management Protocol, Version 2』

RFC 4601

『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM):
Protocol Specification』
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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。
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