
●

●

●

●

●

●

●

スイッチの Virtual Local Area Network （VLAN;
バーチャル LAN）への設定 マルチキャスト TV
グループ 

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。
 
マルチキャスト サーバに接続されるネットワーク ポートはマルチキャスト VLAN ID のメン
バーで静的に設定されます。 インターネット グループ管理プロトコル（IGMP） メッセー
ジの送信によって、ネットワーク ポートはサブスクライバを通ってマルチキャスト サーバ
とマルチキャスト TV VLAN をマルチキャスト パケット ヘッダに含めている間交信を行い
、マルチキャスト サーバからマルチキャスト ストリームを受け取ります。 従って、ネット
ワーク ポートは次のように静的に設定する必要があります:
 

トランクか概要ポートの種類。 知るためにスイッチの VLANインターフェイスを設定する方
法を手順のためにここをクリックして下さい。
マルチキャスト TV VLAN のメンバー。 学ぶためにスイッチのインターフェイスの VLANメ
ンバーシップ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。
 

サブスクライバ レシーバ ポートはマルチキャスト TV VLAN と 2 つの続く型の 1 つで定義
されるときだけ対応づけることができます:
 

アクセス ポート。 学ぶためにスイッチのアクセス ポート マルチキャスト TV VLANメンバー
シップ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。
顧客ポート。 学ぶためにスイッチの顧客ポート マルチキャスト TV VLANメンバーシップを
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。
 

この技術情報は方法で手順をスイッチの VLAN にマルチキャスト TV グループを設定する提
供します。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3332
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3332
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=5407
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=5407
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3342
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3342
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3131
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3131


●

●

●

Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 – Sx500 シリーズ
2.2.5.68 – Sx350 シリーズ、SG350X シリーズ、Sx550X シリーズ
  

スイッチの VLAN への設定 マルチキャスト TV グループ
 
VLAN にマルチキャスト TV グループを追加して下さい
 

ステップ 1.ログイン Webベース ユーティリティへのおよび chooseAdvanced 表示モード
ドロップダウン リストから。
 

 
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 に VLAN管理 > アクセス ポート マルチキャスト TV を VLAN > マルチキ
ャスト グループ選択して下さい。
 

 
ステップ 3. VLAN にマップされるマルチキャスト グループを追加するために『Add』 をク
リック して下さい。
 



 
ステップ 4 マルチキャスト Group フィールドでは、マルチキャスト グループ IPv4 アドレ
スを入力して下さい。
 

 
注: この例では、224.168.1.1 は使用されます。
 
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、VLAN 20 は選択されます。 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 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。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097


 
VLAN に今マルチキャスト TV グループをマップする必要があります。
  

VLAN への削除マルチキャスト TV グループ
 

ステップ 1： VLANテーブルへのマップ マルチキャスト グループでは、削除することを望
むマップされたマルチキャスト TV グループの隣でチェックボックスをチェックして下さい
。
 

 
注: この例では、224.168.1.1 はチェックされます。
 
ステップ 2. 『Delete』 をクリック して下さい。
 

 
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 VLAN に今マルチキャスト TV グループを設定する必要があります。
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