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設定 インターネット グループ管理プロトコル
（IGMP）かスイッチでスヌーピングするマルチ
キャスト リスナー ディスカバリ（MLD） 

目標
 

マルチキャストは 1 ホストからネットワークで『Hosts』 を選択 されるにデータパケット
を送信するのに使用されるネットワーク層手法です。 下層で、スイッチはすべてのポート
のマルチキャスト トラフィックを、それを受け取る 1 ただホスト必要ブロードキャストし
ても。 スヌーピングするインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）が望ましいホ
ストにバージョン 4 （IPv4）マルチキャスト トラフィックを Internet Protocol（IP）転送す
るのに使用されています。 望ましいホストにバージョン 6 （IPv6）マルチキャスト トラフ
ィックを Internet Protocol（IP）転送するのに一方では、スヌーピングするマルチキャスト
リスナー ディスカバリ（MLD）が使用されています。
 
IGMP は有効に なるとき、インターフェイスに接続する IPv4 ルータとマルチキャスト ホス
トの間で交換される IGMP メッセージを検出します。 それはそして IPv4 マルチキャスト
トラフィックを制限する維持し、それらを受け取る必要がある部品にそれらを動的に転送し
ます表を。
 
次の設定は IGMP を設定するための前提条件です。
 

設定 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）。
有効ブリッジ マルチキャスト フィルタリング。
 

MLD は有効に なるとき、インターフェイスに接続される IPv6 ルータとマルチキャスト ホ
ストの間で交換される MLD メッセージを検出します。 それはそして IPv6 マルチキャスト
トラフィックを制限する維持し、それらを受け取る必要があるポートにそれらを動的に転送
します表を。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.2.0.66
  

設定 IGMP Snooping
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはマルチキャスト > IPv4 マルチキャ
スト 設定 > IGMP Snooping を選択し。
 



 
呼び出します。 IGMP Snooping ステータスがあるように Enable チェックボックスを確認
して下さい。 この機能がグローバルに 有効に なるとき、ネットワーク トラフィックをモ
ニタするデバイスはマルチキャスト トラフィックを受信するようにどのホストが要求した
か判別できます。
 

 
ステップ 3. （オプションの）チェック IGMP Querier を有効に する IGMP Querier ステー
タスのための Enable チェックボックス。
 



 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5 IGMP Snooping 表の下で、IGMP Snooping 表の VLAN ID に相当して Radio ボ
タンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 6. 『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7. VLAN ID ドロップダウン リストから望ましい VLAN を選択して下さい。
 



 
ステップ 8 マルチキャスト トラフィックを送信 するように選択された VLAN の下のどのホ
ストが要求したか判別するために IGMP Snooping ステータスがあるように Enable チェッ
クボックスを確認して下さい。 IGMP Snooping のステータスは操作上 IGMP Snooping
Status フィールドで表示されます。
 

 
自動的に接続されたポートを学習するようにマルチキャスト ルータがするステップ 9. （オ
プションの）はオートが学習する MRouter ポートがあるように Enable チェックボックスを
確認します。
 



 
MLD トラフィックをブロックするためにメンバー ポートに属さないスイッチにかかった時
間を減らすステップ 10. （オプションの）は即時許可があるように、Enable チェックボッ
クスを確認します。
 

 
ステップ 11. Query カウンター最後のメンバーを設定 して下さい。 それはその間隔スイッ
チ待機グループ別メッセージから応答を受け取るです。 100 からの 25500ms への時間 範
囲。 デフォルトは 1000ms です。
 
クエリー ロバストネス（2）を使用して下さい—このデバイスが querier 選ばれる場合デフ
ォルト値に IGMP ロバストネス変数を設定 します。  2 
 
ユーザが定義する—デバイスが querier 選ばれる場合グループのためのこれ以上のメンバー



がないことをデバイスが仮定する前にユーザが定義する Radio ボタンを選択し、送信され
る IGMP グループ別クエリーの数を入力して下さい。 1 から 7.まで値を入力することがで
きます。
 
ステップ 12： （オプションの）このデバイスが querier としてはたらくように IGMP
Querier Status チェックボックスをチェックして下さい。 querier 送信はある特定のマルチ
キャスト グループのメンバーはどのネットワーク デバイスであるか検出するためにメッセ
ージを問い合わせます。
 

 
ステップ 13： （オプションの） querier としてこのデバイスを選ぶために IGMP Querier 選
択チェックボックスをチェックして下さい。 ネットワークに 1 IGMP Querier があるただ場
合もあります。
 



 
ステップ 14： （オプションの）デバイスが選ばれた querier なる場合使用される IGMP
Querier バージョンを選択して下さい。 スイッチがあったらクリックして下さいおよび/ま
たはソース固有の IP マルチキャスト フォワーディングを行う VLAN のルータをマルチキャ
ストして下さい v3 を。
 
注: この例では、バージョン 2 は選択されます。 それはメンバシップ クエリが一般および
グループ別であるようにします。 ステーションがを定期講読されること一般のメンバシッ
プ クエリがすべてのマルチキャスト グループを判別するのに使用されています。 グループ
別メンバシップ クエリが特定のグループのためのサブスクライバがあったかどうか確認す
るのに使用されています。
 

 
ステップ 15： IGMP Querier ソース IP アドレスを設定 して下さい。 それは選ばれた



querier の IP アドレスを表示します。
 
自動–自動的に querier のソース IP アドレスを判別します。
 
ユーザが定義する– querier の IP アドレスを選択することを許可します。
 
注: この例では、自動は選択されます。
 

 
ステップ 16： [Apply] をクリックします。
 

 
今 IGMP Snooping を設定する必要があります。
  



設定 MLD スヌーピング
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは上部右の部分で表示モード ドロップ
ダウン リストで『Advanced』 を選択 し。
 

 
ステップ 2.ChooseMulticast > IPv6 マルチキャスト 設定 > MLD スヌーピング。
 

 
ステップ 3 MLD スヌーピング ステータスがあるようにチェックボックスを確認して下さい
。 MLD スヌーピングがグローバルに 有効に なるとき、ネットワーク トラフィックをモニ
タするデバイスはマルチキャスト トラフィックを受信するようにどのホストが要求したか
判別できます。 デバイスは両方の MLD スヌーピングおよびブリッジ マルチキャスト フィ
ルタリングが有効に なるときだけスヌーピングする MLD を行います。
 
注: このシナリオでは、ブリッジ マルチキャスト フィルタリングは現在 有効に なります。
 



 
ステップ 4 MLD Querier を有効に するために MLD Querier Status チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 

 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 6. MLD スヌーピング表の VLAN ID に相当して Radio ボタンをクリックして下さ
い。
 

 
ステップ 7. 『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 8. （オプションの）は MLD スヌーピングを適用したいと思う VLAN ID を選択し
ます。
 



 
ステップ 9. （オプションの）チェック MLD スヌーピング ステータスのための Enable チェ
ックボックス。 このオプションはマルチキャスト トラフィックを送信 するようにどのホス
トが要求したか判別するためにネットワーク トラフィックをモニタします。
 

 
ステップ 10. （オプションの）チェック Mrouter ポート オート Learn チェックボックス。
このオプションは Mrouter が接続されるポートのオート学習を有効に します。 Mrouter は
きちんと設計されているルータ ルータ マルチキャスト パケットにです。
 



 
ステップ 11： IGMP グループ許可メッセージが受け取られたらすぐにメンバー ポートに送
信されるマルチキャスト ストリームをブロックするために即時許可があるように Enable チ
ェックボックスを確認して下さい。
 

 
ステップ 12： Query カウンター最後のメンバーを設定 して下さい。
 
クエリー ロバストネス（2）を使用して下さい–デフォルト値にクエリー ロバストネスを設
定 します。 デフォルト値は 2.です。
 
ユーザが定義する–グループにこれ以上のメンバーがないことをスイッチが仮定する前に送
信 されるべきいくつかの IGMP グループ別クエリを規定 することを許可します。
 
ステップ 13： （オプションの）このデバイスが querier としてはたらくように MLD
Querier ステータスがあるように Enable チェックボックスを確認して下さい。 querier 送信
はある特定のマルチキャスト グループのメンバーはどのネットワーク デバイスであるか検
出するためにメッセージを問い合わせます。
 



 
ステップ 14.(Optional) querier としてこのデバイスを選ぶために MLD Querier 選択があるよ
うにチェックボックスを確認して下さい。 ネットワークに 1 IGMP Querier があるただ場合
もあります。
 

 
ステップ 15： （オプションの）デバイスが選ばれた querier なる場合使用される MLD
Querier バージョンを選択して下さい。 スイッチがあったら選択して下さいおよび/または
ソース固有の IP マルチキャスト フォワーディングを行う VLAN のルータをマルチキャスト
して下さい v2 を。
 
注: この例では、v1 は選択されます。
 



 
ステップ 16： [Apply] をクリックします。
 

 
今うまくスイッチの MLD を設定する必要があります。
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