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スイッチの Virtual Local Area Network （VLAN;
バーチャル LAN）への設定 Customer Premises
Equipment （CPE） 
目標
 
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）は論理的に異なるブロードキャスト ドメ
インにローカルエリア・ネットワーク（LAN）をセグメント化することを可能にします。 機密デ
ータがネットワークのブロードキャストであるかもしれないシナリオでは VLAN はブロードキャ
ストの指定によって強化するために仕様 VLAN にセキュリティを作成することができます。
VLAN に属するユーザだけその VLAN のデータにアクセスし、処理できます。 不必要な宛先にブ
ロードキャストおよびマルチキャストを送信 する必要の減少によって VLAN もパフォーマンスを
高めるのに使用することができます。
 
マルチキャスト TV VLAN は同じデータVLAN に各サブスクライバ VLAN のためのマルチキャス
ト送信フレームを複製しないでないサブスクライバにマルチキャスト 伝達を有効に します。 同
じデータVLAN にないし、デバイスに別の VLAN ID メンバシップと接続されるサブスクライバは
同じマルチキャスト VLAN ID にポートに加入することによって同じマルチキャスト ストリーム
を共有できます。
 
各ユーザ VLAN のためのマルチキャスト トラフィックを複写しないで異なる VLAN のユーザ間
のマルチキャストの伝送 トラフィックはマルチキャスト TV VLAN の助けによって可能性のある
です。 マルチキャスト トラフィックの重複はネットワークのデバイスのパフォーマンスに影響を
及ぼす場合がある多量のトラフィックに導く可能性があります。
 
Customer Premises Equipment （CPE） マルチプレクサに単一 ブロードバンド な接続上の高速
インターネット アクセス、ビデオ、音声、およびアクセス スイッチに接続されるアップリンクポ
ートのような異なる広帯域サービスに接続するためにユーザを促進する複数のアクセス ポートが
あります。 各サービス タイプは異なる VLAN にサービス タイプを区別するために関連付けられ
ます。 従って、各サービス タイプにユニークな VLAN ID があります。 マルチキャスト TV
VLAN に CPE VLAN をマップすることは必要です。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの VLAN をマルチキャストするために CPE VLAN を設定
する提供します。
 
注: 知るために VLAN にマルチキャスト グループをマップする方法を手順のためにここをクリッ
クして下さい。
  
適当なデバイス | [Software Version]
 

Sx350 シリーズ | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
Sx500 シリーズ | 1.4.7.05 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
  

スイッチの TV VLAN をマルチキャストするために CPE VLAN
を設定して下さい
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3075-configure-multicast-tv-group-to-virtual-local-area-network-v.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3075-configure-multicast-tv-group-to-virtual-local-area-network-v.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


マルチキャスト TV VLAN に CPE VLAN をマップして下さい
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップダウン リストから『
Advanced』 を選択 し。
 

 
注: 持っていれば Sx500 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキップします。
 
ステップ 2. VLAN管理 > 顧客ポート マルチキャスト TV を VLAN > CPE VLAN に VLAN 選択し
て下さい。
 

 
ステップ 3.マルチキャスト VLAN に CPE VLAN をマップするために『Add』 をクリック して下
さい。
 

 
ステップ 4 CPE VLAN フィールドでは、CPE VLAN の VLAN ID を入力して下さい。
 



 
注: この例では、VLAN 30 は使用されます。 学ぶためにスイッチの VLAN を設定する方法を手順
のためにここをクリックして下さい。
 
ステップ 5 マルチキャスト TV VLAN ドロップダウン リストから、マルチキャスト パケットが割
り当てられる VLAN を選択して下さい。
 

 
注: この例では、20 は選択されます。
 
ステップ 6.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーショ
ン・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
マルチキャスト TV VLAN に今 CPE VLAN をマップする必要があります。
  
TV VLAN マッピングをマルチキャストする削除 CPE VLAN
 
ステップ 1： VLANテーブルへのマップ CPE VLAN では、削除することを望むマップされた CPE

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html


VLAN の隣でチェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2. 『Delete』 をクリック して下さい。
 
注: この例では、30 はチェックされます。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーショ
ン・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
スイッチのマルチキャスト TV VLAN に今 CPE VLAN を設定する必要があります。 学ぶためにス
イッチの顧客ポート マルチキャスト VLANメンバーシップを設定する方法をここをクリックして
下さい。
 
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html
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