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SG350 および SG550 の IGMP Snooping 
目標
 

スイッチはマルチキャスト トラフィックを受信する場合、すべてへのトラフィックが論理
的にポートを接続すること転送します。 こうすることにより、ホストは処理するために準
備されなかった不必要な遅延を引き起こすマルチキャスト トラフィックにより受信する可
能性があります。 IGMP （Internet Group Management Protocol（IGMP））スヌーピング
を有効に することはスイッチがマルチキャスト グループのメンバーはどのホストであるか
判別するために IGMP メッセージを受信するようにしま、それらのホストに転送されるよ
うにただそのマルチキャスト トラフィックがします。 これは不必要なトラフィックの受信
からのマルチキャスト グループのメンバーではないホストを防ぎます。
 
注: この資料のステップは高度表示モードの下で実行されます。 先発表示モードを変更する
ために、右上隅に行き、表示モード ドロップダウン リストで『Advanced』 を選択 して下
さい。
 
この資料の目標は SG350 および SG550 の IGMP Snooping を有効に する方法を示すこと
です。
  

適当なデバイス
 

SG350
SG550
  

[Software Version]
 

v2.0.0.73
  

IGMP Snooping を有効に すること
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーション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。 IGMP Snooping ページは開きます
。
 

 
呼び出します。 IGMP Snooping Status フィールドでは、IGMP Snooping を有効に するた
めに Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 



 
注: IGMP Snooping はブリッジ マルチキャスト フィルタリングが有効に なるとき操作上で
あるただ場合もあります。 それを有効に するために、ページの上でブリッジ マルチキャス
ト フィルタリング リンクをクリックして下さい。
 
ステップ 3 IGMP Querier Status フィールドでは、スイッチを querier IGMP として機能し
てもらうように Enable チェックボックスをチェックして下さい。 有効に されたとき、ス
イッチは定期的に IGMP メンバシップ クエリを送信します従ってメンバシップ表をアップ
デートできます。
 

 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定は保存されます。
 

 
ステップ 5 IGMP Snooping 表は現在スイッチで設定される VLAN すべて、また IGMP 設定
を表示したものです。 VLAN の IGMP 設定を変更するために、Radio ボタンを選択し、
Edit ボタンをクリックして下さい。 編集 IGMP Snooping Settings ウィンドウは開きます。
 

 
ステップ 6 VLAN ID フィールドでは、VLAN を設定するために選択するのにドロップダウ
ン リストを使用して下さい。 このフィールドは自動的に IGMP Snooping 表で選択した
VLAN が IGMP Snooping ページことをへ戻らないで設定するために、すぐに VLAN の間で
切り替えるのに使用することができることを示す必要があり。
 



 
注: の追加 VLAN を廃棄表示する VLAN管理 > VLANの設定の下でメニュー既に構成済みの
VLAN 付け加えた、に。
 
ステップ 7 IGMP Snooping Status フィールドでは、特定のVLAN の IGMP Snooping を有効
に するために Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 8 オートが VLAN を接続されるかポートのどれがマルチキャスト ルータに検出し
てもらうように学んだり MRouter ポートで、Enable チェックボックスをチェックして下さ
い。
 

 
ステップ 9： 即時許可フィールドでは、許可メッセージを送信 する場合スイッチをフォワ
ーディング表からインターフェイスを外してもらうように Enable チェックボックスをチェ
ックして下さい。 マルチキャスト ルータへの IGMP メッセージを中継で送った後、スイッ
チはマルチキャスト クライアントからレポートを受け取らない場合メンバシップ表からの
Remove エントリ 定期的に。 このオプションはホストに送信 される不必要な IGMP トラフ
ィックをブロックするためにそれがかかる時間を減らします。
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ステップ 10： 最後のメンバー Query カウンター フィールドで、スイッチが選ばれた
querier であ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スイッチが仮定する
前に送信される IGMP グループ別クエリーの数を判別するために Radio ボタンを選択して
下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

使用して下さいクエリ ロバストネス（2）を-送信はそこに仮定する前の 2 つのメッセ
ージ グループのためのこれ以上のメンバーではないです。 このオプションはデフォル
トです。
ユーザが定義する-スイッチがテキスト フィールドで送信 する必要があるメッセージ数
を入力して下さい。 範囲は 1 - 7.です。
 

ステップ 11： IGMP Querier Status フィールドでは、スイッチを querier IGMP でもらうよ
うに Enable チェックボックスをチェックして下さい。 通常マルチキャスト ルータはこの
機能を引き継ぎます、VLAN にマルチキャスト ルータがなければこの機能が必要となりま
す。 この機能を有効に しない場合、ステップ 15 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 12： IGMP Querier 選択フィールドでは、スイッチを標準 IGMP querier 選択プロ
セスをサポートしてもらうように Enable チェックボックスをチェックして下さい。 無効に
された場合、スイッチはクエリ メッセージを送信 する前に querier 別のものを検出する場
合 60 秒を待ち、停止します。



 
ステップ 13： IGMP Querier Version フィールドで、選択するために選ばれた querier なる
場合 IGMP のバージョンがスイッチ使用する Radio ボタンを選択して下さい。 スイッチが
あったりおよび/またはソース固有の IP マルチキャスト転送を行う VLAN のルータをマルチ
キャストしたらバージョン 3 （v3）を選択して下さい。 さもなければ、選定されたバージ
ョン 2 （v2）。
 

 
ステップ 14： Querier ソース IP アドレス フィールドで、どんなスイッチ送信元アドレスが
送信 された メッセージで使用されるか確認するために Radio ボタンを選択して下さい。 送
信元アドレスをドロップダウン リストから選択し、当たるために自動的に判別してもらう
ように自動をまたはユーザが定義する選択して下さい。
 

 
ステップ 15： [Apply] をクリックします。 設定は規定 される VLAN に加えられます。 
VLAN ID フィールドの ID の選択によって設定するために別の VLAN を選択できますまたは
 IGMP Snooping ページへの戻りの近くでクリックして下さい。
 



 
ステップ 16： すぐに VLAN の設定をコピーするために、コピー Settings ボタンをコピーし
、クリックしたいと思う VLAN の Radio ボタンを選択して下さい。 コピー Settings ウィン
ドウは開きます。
 

 
ステップ 17： テキスト フィールドでは、VLAN の設定をコピーしたいと思う VLAN か範囲
を入力して下さい。 設定をコピーするために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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