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ip multicast-routing
IPマルチキャストルーティングを有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで ipmulticast-routingコマンドを使用します。IPマルチキャストルーティングを無効にする
には、このコマンドの no形式を使用します。

ip multicast-routing [vrf vrf-name]
no ip multicast-routing [vrf vrf-name]

構文の説明 （任意）vrf-name引数に指定されたマルチキャストVPNルーティングおよび転送
（MVRF）インスタンスのための IPマルチキャストルーティングを有効にしま
す。

vrf
vrf-name

コマンドデフォルト IPマルチキャストルーティングはディセーブルになっています。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）。

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン IPマルチキャストルーティングがディセーブルになっている場合、Cisco IOSソフトウェアは
どのマルチキャストパケットも転送しません。

IPマルチキャストの場合は、IPマルチキャストルーティングを有効にした後に、PIMをすべ
てのインターフェイスに設定する必要があります。IPマルチキャストルーティングを無効に
しても PIMは削除されません。PIMは、インターフェイスの設定から明示的に削除する必要
があります。

（注）

例 次に、IPマルチキャストルーティングをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ip multicast-routing

次に、特定の VRFの IPマルチキャストルーティングを有効にする例を示します。

Switch(config)#
ip multicast-routing vrf vrf1

次に、IPマルチキャストルーティングをディセーブルにする例を示します。

Switch(config)#
no ip multicast-routing
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次に、Cisco IOS XEリリース 3.3Sで特定の VRFのMDSを有効にする例を示します。

Switch(config)#
ip multicast-routing vrf vrf1

関連コマンド 説明コマン

ド

インターフェイスに対してPIMをイネーブルにします。ippim
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ip multicast mrinfo-filter
マルチキャストルータ情報（mrinfo）要求パケットをフィルタ処理するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで ipmulticastmrinfo-filterコマンドを使用します。mrinfo要求の
フィルタを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ip multicast [vrf vrf-name] mrinfo-filter access-list
no ip multicast [vrf vrf-name] mrinfo-filter

構文の説明 （任意）VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートします。vrf

（任意）VRFに割り当てられた名前。vrf-name

どのネットワークまたはホストがmrinfoコマンドを使用して、ローカルマルチキャ
ストデバイスをクエリできるかを判別する IP標準の番号付けまたは名前付けされ
たアクセスリスト。

access-list

コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン ipmulticastmrinfo-filterコマンドは、指定されたアクセスリストによって拒否されたすべての
送信元からの mrinfo要求パケットをフィルタ処理します。つまり、アクセスリストが送信元
を拒否すると、その送信元の mrinfo要求は除外されます。ACLによって許可された送信元か
らの mrinfo要求は処理が許可されます。

例 次に、ネットワーク 192.168.1.1のすべてのホストからのmrinfo要求パケットをフィル
タ処理し、その他のホストからの要求は許可する例を示します。

ip multicast mrinfo-filter 51
access-list 51 deny 192.168.1.1
access list 51 permit any

関連コマンド 説明コマン

ド

ピアリングしている隣接するマルチキャストデバイスについて、マルチキャストデ

バイスにクエリします。

mrinfo
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ip ospf network
Open Shortest Path First（OSPF）ネットワークタイプを指定されたメディアのデフォルトタイ
プ以外のタイプに設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで

ipospfnetworkコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドのno形式を使
用します。

ip ospf network {broadcast|non-broadcast|{point-to-multipoint [non-broadcast]|point-to-point}}
no ip ospf network

構文の説明 ネットワークタイプをブロードキャストに設定します。broadcast

ネットワークタイプを非ブロードキャストマルチアクセス

（NBMA）に設定します。
non-broadcast

ネットワークタイプをポイントツーマルチポイントに設定し

ます。オプションのキーワード non-broadcastは、ポイント
ツーマルチポイントネットワークを非ブロードキャストに設

定します。non-broadcastキーワードを使用する場合は、
neighborコマンドが必須です。

point-to-multipointnon-broadcast

ネットワークタイプをポイントツーポイントに設定します。point-to-point

コマンドデフォルト ネットワークタイプに依存します。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

仮想ネットワークインターフェイス（config-if-vnet）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Fuji
16.8.1a

使用上のガイドライン たとえば、ユーザのネットワーク内のルータがマルチキャストアドレッシングをサポートしな

い場合に、この機能を使用してブロードキャストネットワークを NBMAネットワークとして
設定できます。非ブロードキャストマルチアクセスネットワーク（X.25、フレームリレー、
およびスイッチドマルチメガビットデータサービス（SMDS）など）をブロードキャストネッ
トワークとして設定することもできます。この機能により、ネイバーを設定する必要がなくな

ります。

NBMAネットワークをブロードキャストまたは非ブロードキャストとして設定する場合、ルー
タ間に仮想回線または完全メッシュネットワークがあることが前提となります。ただし、この

前提が当てはまらないこれ以外の設定もあります。たとえば、部分メッシュネットワークが存

在する場合です。この場合は、OSPFネットワークのタイプをポイントツーマルチポイント
ネットワークとして設定できます。直接接続していない2つのルータ間のルーティングでは、
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仮想回線を通過して両ルータに到達します。この機能を使用する場合は、ネイバーを設定する

必要はありません。

この機能を許可しないインターフェイス上でこのコマンドを発行した場合、コマンドは無視さ

れます。

OSPFにはポイントツーマルチポイントネットワークに関連する 2つの機能があります。一つ
はブロードキャストネットワークに適用される機能で、もう一方は非ブロードキャストネッ

トワークに適用される機能です。

•ポイントツーマルチポイントのブロードキャストネットワークでは、neighborコマンド
を使用できますが、当該ネイバーまでのコストを指定する必要があります。

•ポイントツーマルチポイントの非ブロードキャストネットワークでは、neighborコマン
ドを使用してネイバーを識別する必要があります。ネイバーへのコストの割り当てはオプ

ションです。

例 次に、ユーザの OSPFネットワークをブロードキャストネットワークとして設定する
例を示します。

Device(config)# interface serial 0
Device(config-if)# ip address 192.168.77.17 255.255.255.0
Device(config-if)# ip ospf network broadcast
Device(config-if)# encapsulation frame-relay

次に、ブロードキャストを行うポイントツーマルチポイントネットワークの例を示し

ます。

Device(config)# interface serial 0
Device(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# encapsulation frame-relay
Device(config-if)# ip ospf cost 100
Device(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
Device(config-if)# frame-relay map ip 10.0.1.3 202 broadcast
Device(config-if)# frame-relay map ip 10.0.1.4 203 broadcast
Device(config-if)# frame-relay map ip 10.0.1.5 204 broadcast
Device(config-if)# frame-relay local-dlci 200
!
Device(config-if)# router ospf 1
Device(config-if)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
Device(config-if)# neighbor 10.0.1.5 cost 5
Device(config-if)# neighbor 10.0.1.4 cost 10

関連コマンド 説明コマンド

宛先プロトコルアドレスと、宛先アドレスとの接続に使用される DLCIとの
間にマッピングを定義します。

frame-relaymap

非ブロードキャストネットワーク間を相互接続する OSPFルータを設定しま
す。

neighbor(OSPF)
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説明コマンド

LANプロトコルとリモートホストとのマッピングをセットアップします。x25map
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mdt data
データマルチキャスト配信ツリー（MDT）プールで使用されるアドレス範囲を指定するには、
VRFコンフィギュレーションモードまたは VRFアドレスファミリコンフィギュレーション
モードでmdtdataコマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンド
の no形式を使用します。

mdt data threshold kb/s
no mdt data threshold kb/s

構文の説明 （任意）帯域幅しきい値をキロビット/秒（kb/s）単位で定義します。範囲は 1
～ 4294967です。

threshold
kb/s

コマンドデフォルト データMDTプールは設定されていません。

コマンドモード VRFアドレスファミリコンフィギュレーション（config-vrf-af）

VRFコンフィギュレーション（config-vrf）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン データMDTには、MVPNごとに最大 256のマルチキャストグループを含めることができま
す。データMDTの作成に使用されるマルチキャストグループは、設定済み IPアドレスのプー
ルからダイナミックに選択されます。

データMDTプールで使用されるアドレス範囲を指定するには、mdtdataコマンドを使用しま
す。しきい値は、kb/s単位で指定されます。オプションの listキーワードと access-list引数を
使用して、データMDTプールで使用する (S, G) MVPNエントリを定義できます。これによっ
て、データMDTプールの作成は、access-list引数に指定されたアクセスリストで定義された
特定の (S, G) MVPNエントリにさらに限定されます。

mdtdataコマンドには、ipvrfグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用してアクセ
スできます。また、mdtdataコマンドには、vrfdefinitionグローバルコンフィギュレーション
コマンドに続けて address-familyipv4VRFコンフィギュレーションコマンドを使用することで
もアクセスできます。

例 次に、MDTデータプールのグループアドレスの範囲を設定する例を示します。500
kb/sのしきい値が設定されています。つまり、マルチキャストストリームが 1 kb/sを
超えると、データMDTが作成されます。

ip vrf vrf1
rd 1000:1
route-target export 10:27
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route-target import 10:27
mdt default 236.1.1.1
mdt data 228.0.0.0 0.0.0.127 threshold 500 list 101
!
.
.
.
!
ip pim ssm default
ip pim vrf vrf1 accept-rp auto-rp
!

関連コマンド 説明コマンド

VPNVRFのデフォルトのMDTグループを設定します。mdtdefault
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mdt default
バーチャルプライベートネットワーク（VPN）ルーティングおよび転送（VRF）のデフォル
トのマルチキャスト配信ツリー（MDT）グループを設定するには、VRFコンフィギュレーショ
ンまたは VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモードで mdtdefaultコマンドを使
用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

mdt defaultgroup-address
no mdt defaultgroup-address

構文の説明 デフォルトMDTグループの IPアドレス同じグループアドレスで設定されるプ
ロバイダーエッジ（PE）デバイスはグループのメンバーになるため、このアド
レスはコミュニティの IDとして機能し、これによってプロバイダーエッジルー
タ間で相互にパケットを送受信できるようになります。

group-address

コマンドデフォルト このコマンドはディセーブルです。

コマンドモード VRFアドレスファミリコンフィギュレーション（config-vrf-af）VRFコンフィギュレーション
（config-vrf）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン デフォルトMDTグループは、同じ VPNに属するすべての PEデバイスに設定された同じグ
ループである必要があります。

Source Specific Multicast（SSM;送信元特定マルチキャスト）がデフォルトMDTのプロトコル
として使用されている場合、送信元 IPアドレスは、Border Gateway Protocol（BGP）セッショ
ンの送信元に使用されるアドレスです。

このコマンドによって、トンネルインターフェイスが作成されます。デフォルトでは、トンネ

ルヘッダーの宛先アドレスは、 group-address引数です。

mdtdefaultコマンドには、ipvrfグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用してアク
セスできます。また、mdtdefaultコマンドには、vrfdefinitionグローバルコンフィギュレー
ションコマンドに続けて address-familyipv4 VRFコンフィギュレーションコマンドを使用す
ることでもアクセスできます。

例 次に、Protocol IndependentMulticast（PIM）SSMをバックボーンに設定する例を示しま
す。そのため、デフォルトグループとデータMDTグループは、IPアドレスの SSM範
囲内に設定されています。VPNの内部では、PIMスパースモード（PIM-SM）が設定
され、Auto-RPアナウンスのみが受け入れられます。
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ip vrf vrf1
rd 1000:1
mdt default 236.1.1.1
mdt data 228.0.0.0 0.0.0.127 threshold 50
mdt data threshold 50
route-target export 1000:1
route-target import 1000:1
!
!

関連コマンド 説明コマン

ド

データMDTグループ用にマルチキャストグループのアドレス範囲を設定します。mdtdata
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mdt log-reuse
データマルチキャスト配信ツリー（MDT）の再利用の記録を有効にするには、VRFコンフィ
ギュレーションモードまたは VRFアドレスファミリコンフィギュレーションモードで
mdtlog-reuseコマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no形式を
使用します。

mdt log-reuse
no mdt log-reuse

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト このコマンドはディセーブルです。

コマンドモード VRFアドレスファミリコンフィギュレーション（config-vrf-af）VRFコンフィギュレーション
（config-vrf）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン mdtlog-reuseコマンドは、データMDTが再利用されるたびに Syslogメッセージを生成しま
す。

mdtlog-reuseコマンドには、ipvrfグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用してア
クセスできます。また、mdtlog-reuseコマンドには、vrfdefinitionグローバルコンフィギュレー
ションコマンドに続けて address-familyipv4 VRFコンフィギュレーションコマンドを使用す
ることでもアクセスできます。

例 次に、MDTの再利用のログを有効にする例を示します。

mdt log-reuse

関連コマンド 説明コマンド

データMDTグループ用にマルチキャストグループのアドレス範囲を設定します。mdtdata

VPN VRFのデフォルトのMDTグループを設定します。mdtdefault
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ip pim nbma-mode
マルチアクセスWANインターフェイスをノンブロードキャストマルチアクセス（NBMA）
モードに設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ippimnbma-mode
コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用
します。

ip pim nbma-mode
no ip pim nbma-mode

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト このコマンドはディセーブルです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

仮想ネットワークインターフェイス（config-if-vnet）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Fuji
16.8.1a

使用上のガイドライン このコマンドは、フレームリレー、Switched Multimegabit Data Service（SMDS;スイッチドマ
ルチメガビットデータサービス）、またはATMのみで使用します。特に、これらのメディア
でネイティブマルチキャストを使用できない場合に使用します。イーサネットやFDDIなどの
マルチキャスト対応 LANではこのコマンドを使用しないでください。

このコマンドを設定すると、各 Protocol Independent Multicast（PIM）の Joinメッセージがマル
チキャストルーティングテーブルエントリの発信インターフェイスリストで追跡されます。

したがって、グループに参加している PIMWANネイバーだけが、データリンクユニキャスト
として送信されたパケットを取得します。このコマンドは、インターフェイス上で ip pim
sparse-modeコマンドが設定されている場合にのみ使用してください。このコマンドは、通常
のマルチキャスト機能を持つ LANでは推奨されません。

例 次に、インターフェイスを NBMAモードに設定する例を示します。

Device(config-if)# ip pim nbma-mode

関連コマンド 説明コマン

ド

インターフェイスに対してPIMをイネーブルにします。ippim
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ip pim sparse-mode
マルチアクセスWANインターフェイスをスパースモードに設定するには、インターフェイス
コンフィギュレーションモードで ippimsparse-modeコマンドを使用します。この機能をディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

ip pim sparse-mode
no ip pim sparse-mode

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト このコマンドはディセーブルです。

コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

仮想ネットワークインターフェイス（config-if-vnet）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Fuji
16.8.1a

使用上のガイドライン このコマンドがすべてのインターフェイスで設定されている場合、スパースモードで実行され

ている既存のグループは引き続きスパースモードで動作しますが、0.0.0.0に設定されたRPア
ドレスを使用します。RPアドレスが 0.0.0.0に設定されたマルチキャストエントリは、次のよ
うに動作します。

•既存の (S, G)ステートを維持します。

• (*, G)または (S, G, RPbit)の PIM加入またはプルーニングメッセージは送信しません。

•受信した (*, G)または (S, G, RPbit)加入またはプルーニングメッセージは無視します。

•登録は送信せず、ファーストホップのトラフィックはドロップします。

•受信した登録には、登録停止で応答します。

•資産は変更しません。

• (*, G)発信インターフェイスリスト（olist）は、インターネットグループ管理プロトコル
（IGMP）ステートに対してのみ維持します。

• RP 0.0.0.0グループに対するMulticast SourceDiscovery Protocol（MSDP）Source-Active（SA）
メッセージは、引き続き受信して転送します。

例 次に、インターフェイスをスパースモードに設定する例を示します。

Device(config-if)# ip pim sparse-mode

マルチキャスト VPNコマンド
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関連コマンド 説明コマン

ド

インターフェイスに対してPIMをイネーブルにします。ippim

マルチキャスト VPNコマンド
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show ip pim mdt bgp
マルチキャスト配信ツリー（MDT）のデフォルトグループのルート識別子（RD）の Border
GatewayProtocol（BGP）アドバタイズメントに関する詳細を表示するには、ユーザEXECモー
ドまたは特権 EXECモードで show ip pim mdt bgpコマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] mdt bgp

構文の説明 （任意）vrf-name引数に指定されたマルチキャストバーチャルプライベートネッ
トワーク（MVPN）ルーティングおよび転送（MVRF）インスタンスに関連付け
られたMDTデフォルトグループの RDの BGPアドバタイズメントに関する情報
を表示します。

vrf
vrf-name

コマンドモード ユーザ EXEC、特権 EXEC

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン MDTデフォルトグループの RDの詳細な BGPアドバタイズメントを表示するには、このコマ
ンドを使用します。

例 次に、showippimmdtbgpコマンドの出力例を示します。

Device# show ip pim mdt bgp
MDT-default group 232.2.1.4
rid:10.1.1.1 next_hop:10.1.1.1

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 1 : show ip pim mdt bgpのフィールドの説明

説明フィールド

このルータにアドバタイズされたMDTデフォルトグループ。MDT-default
group

アドバタイズしたルータの BGPルータ ID。rid:10.1.1.1

アドバタイズメントに含まれていたBGPネクストホップアドレス。next_hop:10.1.1.1
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show ip pim mdt history
再利用されているデータマルチキャスト配信ツリー（MDT）グループの履歴に関する情報を
表示するには、特権 EXECモードで showippimmdthistoryコマンドを使用します。

show ip pim vrf vrf-name mdt history interval minutes

構文の説明 vrf-name引数に指定されたマルチキャストVPN（MVPN）ルーティングおよび転
送（MVRF）インスタンス用に再利用されているデータMDTグループの履歴を
表示します。

vrf
vrf-name

再利用されているデータMDTグループの履歴について情報を表示する間隔（分
単位）を指定します。範囲は 1～ 71512分（7週間）です。

interval分

コマンドモード 特権 EXEC

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン showippimmdthistoryコマンドの出力には、intervalキーワードと minutes引数で指定された間
隔の再利用されたMDTデータグループの履歴が表示されます。間隔は過去から現在まで、つ
まり、minutes引数に指定された時間からコマンドが実行された時間までです。

例 次に、showippimmdthistoryコマンドの出力例を示します。

Device# show ip pim vrf vrf1 mdt history interval 20
MDT-data send history for VRF - vrf1 for the past 20 minutes

MDT-data group Number of reuse
10.9.9.8 3
10.9.9.9 2

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 2 : show ip pim mdt historyのフィールドの説明

説明フィールド

情報が表示されているMDTデータグループ。MDT-data
group

このグループで再利用されたデータMDTの数。Number of
reuse
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show ip pim mdt receive
プロバイダーエッジ（PE）ルータから受信したデータマルチキャスト配信ツリー（MDT）グ
ループマッピングを表示するには、特権EXECモードで showippimmdtreceiveコマンドを使用
します。

show ip pim vrf vrf-name mdt receive [detail]

構文の説明 vrf-name引数に指定されたマルチキャストVPN（MVPN）ルーティングおよび転
送（MVRF）インスタンスのデータMDTマッピングを表示します。

vrf
vrf-name

（任意）受信されたデータMDTアドバタイズメントの詳細な説明を表示します。detail

コマンドモード 特権 EXEC

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン ルータがデフォルトのMDTからデータMDTに切り替えるときには、VRF送信元、グループ
ペア、およびトラフィックが送信されるグローバルマルチキャストアドレスをアドバタイズ

します。リモートルータがこのデータを受信する場合は、このグローバルアドレスマルチキャ

ストグループに加入します。

例 次に、さらに情報を取得するためにdetailキーワードを使用した showippimmdtreceive
コマンドの出力例を示します。

Device# show ip pim vrf vpn8 mdt receive detail
Joined MDT-data groups for VRF:vpn8
group:172.16.8.0 source:10.0.0.100 ref_count:13
(10.101.8.10, 225.1.8.1), 1d13h/00:03:28/00:02:26, OIF count:1, flags:TY
(10.102.8.10, 225.1.8.1), 1d13h/00:03:28/00:02:27, OIF count:1, flags:TY

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 3 : show ip pim mdt receiveのフィールドの説明

説明フィールド

データMDTを作成したグループgroup:172.16.8.0

データMDTを作成した VRF送信元source:10.0.0.100

このデータMDTを再利用している (S, G)ペアの数。ref_count:13

このマルチキャストデータを転送しているインターフェイスの数OIF count:1
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説明フィールド

エントリに関する情報です。

• A：候補となるMulticast SourceDiscovery Protocol（MSDP）アドバタイズ
メント

• B：双方向グループ

• D：デンス

• C：接続済み

• F：登録フラグ

• I：受信した送信元固有のホストレポート

• J：最短パス送信元ツリー（SPT）の結合

• L：ローカル

• M：MSDPが作成したエントリ

• P：プルーニング済み

• R：RPビットが設定済み

• S：スパース

• s：Source Specific Multicast（SSM）グループ

• T：SPTビットセット

• X：プロキシ結合タイマーの実行中

• U：URL Rendezvous Directory（URD）

• Y：結合されたMDTデータグループ

• y：MDTデータグループに送信中

• Z：マルチキャストトンネル

flags:
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show ip pim mdt send
使用中のデータマルチキャスト配信ツリー（MDT）グループを表示するには、特権EXECモー
ドで showippimmdtsendコマンドを使用します。

show ip pim vrf vrf-name mdt send

構文の説明 vrf-name引数に指定されたマルチキャスト VPN（MVPN）ルーティングおよび転
送（MVRF）インスタンスによって使用されているデータMDTグループを表示
します。

vrf
vrf-name

コマンドモード 特権 EXEC

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン 指定されたMVRFによって使用されているデータMDTグループを表示するには、このコマン
ドを使用します。

例 次に、showippimmdtsendコマンドの出力例を示します。

Device# show ip pim vrf vpn8 mdt send
MDT-data send list for VRF:vpn8
(source, group) MDT-data group ref_count
(10.100.8.10, 225.1.8.1) 232.2.8.0 1
(10.100.8.10, 225.1.8.2) 232.2.8.1 1
(10.100.8.10, 225.1.8.3) 232.2.8.2 1
(10.100.8.10, 225.1.8.4) 232.2.8.3 1
(10.100.8.10, 225.1.8.5) 232.2.8.4 1
(10.100.8.10, 225.1.8.6) 232.2.8.5 1
(10.100.8.10, 225.1.8.7) 232.2.8.6 1
(10.100.8.10, 225.1.8.8) 232.2.8.7 1
(10.100.8.10, 225.1.8.9) 232.2.8.8 1
(10.100.8.10, 225.1.8.10) 232.2.8.9 1

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 4 : show ip pim mdt sendのフィールドの説明

説明フィールド

このルータがデータMDTに切り替えた送信元とグループのアドレ
ス

source, group

これらのデータMDTが送信されるマルチキャストアドレスMDT-data
group
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説明フィールド

このデータMDTを再利用している (S, G)ペアの数。ref_count
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tunnel mode gre multipoint
multipoint Generic Routing Encapsulation（GRE）に対し、モバイルデバイスのすべてのローミン
グインターフェイスにグローバルカプセル化モードを設定するには、モバイルデバイスコン

フィギュレーションモードで tunnelmodegremultipointコマンドを使用します。グローバルデ
フォルトのカプセル化モードに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

tunnel mode gre multipoint
no tunnel mode gre multipoint

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト モバイル IPのデフォルトのカプセル化モードは、IP-in-IPカプセル化です。

コマンドモード
インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Fuji
16.8.1a

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、マルチポイント GREをトンネルモードとして設定します。

notunnelmodegremultipointコマンドは、デフォルトに戻し、IP-in-IPカプセル化で登録するよ
うにモバイルデバイスに指示します。

例 次に、マルチポイント GREをトンネルモードとして設定する例を示します。

Device(config-if)# tunnel mode gre multipoint
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