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CLI によるスイッチの設定 MLD スヌーピング設
定 

概要
 

マルチキャストは帯域幅を節約するために作成されるテクノロジーです。 一般的に 1 ホス
トからマルチプルホストにデータパケットを送信することを使用します。 ルータが IPv6 の
ポートのマルチキャスト配るようにするために 1 を、マルチキャスト リスナー ディスカバ
リ（MLD）と呼ばれるプロトコルを使用します。 ホストはマルチキャスト ストリームを得
るために MLD 加入 メッセージを送信 します。 ルータはインターフェイスの 1 つで MLD
加入 メッセージを受け取るとき、マルチキャスト ストリームの加入に興味を起こさせられ
るホストがある知り、ことをそれを送信 することを。 早いスイッチでは、マルチキャスト
トラフィックはすべてのポートで 1 ホストだけそれを受け取る必要があっても、転送され
ました。 MLD スヌーピングは要求ホストかホストだけにマルチキャストトラフィックを制
限するために開発されました。
 
MLD スヌーピングが有効に なるとき、スイッチは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 メッセージを検出する。 それはそれ
からそれらを受け取る必要があるポートに IPv6 マルチキャスト トラフィックを転送する表
を維持します。
 
次のコンフィギュレーションは MLD を設定するための前提条件です:
 

CLI によってスイッチの Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）を設定
して下さい。 手順についてはここをクリックしてください。
CLI によってブリッジ マルチキャストフィルタリングを有効に して下さい。 手順につ
いてはここをクリックしてください。
 

注: インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）はこれまでに Internet
Protocol（IP）最も広く使われている MLD に、IPv4 のために同じような機能を行いますが
。 ほとんどの機器は IPv4 のために前もって構成されます。 学ぶために CLI によってスイ
ッチの IGMP Snooping 設定を行う方法をここをクリックして下さい 
 
学ぶためにグラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）のスイッチの MLD か IGMP
Snooping を設定する方法を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 Command Line Interface （CLI）によってスイッチの MLD 設
定を行う提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4986
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5761
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5814
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5814
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5313
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5313


●

●

1.4.8.06 — Sx300、Sx500
2.3.5.63 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

設定 MLD スヌーピング設定
 
設定 グローバル な MLD 設定
 

ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。
 
注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリッ
クします切り替えて下さい。
 

 
注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SG350X スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィ
ギュレーション モードを開始して下さい:
 

SG350X#CONFIGURE

ステップ 3 グローバルに スイッチの MLD スヌーピングを有効に するために、次を入力し
て下さい:

SG350X(config)#ipv6mld 

グローバルに MLD スヌーピングク エリアを有効に するステップ 4. （オプションの）は次
を入力します:

SG350X(config)#ipv6 mld  

今うまくスイッチのグローバル な MLD スヌーピング設定を行う必要があります。

VLAN の設定 MLD スヌーピング設定

ステップ 1： 仕様 VLAN の MLD スヌーピングを有効に するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#ipv6 mld  VLAN [vlan-id]

vlan-id — VLAN ID 値を規定 します。 範囲は 1 4094 までからあります。●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


注: このシナリオでは、VLAN 20 の MLD スヌーピング設定は行われています。

自動的に接続されたポートを学習することをマルチキャスト ルータを許可するステップ 2.
（オプションの）は次を入力します:

SG350X(config)#ipv6 mld  VLAN [vlan-id] mrouter  PIMdvmrp 

VLAN の MLD スヌーピング即時脱退処理を有効に するステップ 3. （オプションの）は次
を入力します:

SG350X(config)#ipv6 mld  VLAN [vlan-id]

ステップ 4 グローバル コンフィギュレーション モードでは、次の入力によって VLANイン
ターフェイス 設定 コンテキストを入力して下さい:

SG350X(config)#interface [vlan-id]

ステップ 5 MLD を設定するために Query カウンター メンバーを入力します次を持続させて
下さい:

SG350X(config-if)#ipv6 mld  []

数—グループかグループ出典仕様が問い合わせる回数は許可を示すメッセージを受取り
次第送信 されます。 範囲は 1 から 7 からです。

●

注: この例では、Query カウンター最後のメンバーは 3.に設定 されます。

ステップ 6.グローバル コンフィギュレーション モードに戻る exit コマンドを入力して下さ
い:

SG350X(config)#exit



ステップ 7 仕様 VLAN の MLD スヌーピングク エリアを有効に するために、次を入力して
下さい:

querier SG350X(config)#ipv6 mld  VLAN [vlan-id]

ステップ 8 MLD 仕様 VLAN の MLD スヌーピングク エリアの querier 選択メカニズムをイ
ネーブルに設定するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#ipv6 mld  VLAN [vlan-id] querier 

ステップ 9： 仕様 VLAN の MLD スヌーピングク エリアの MLD バージョンを設定するため
に、次を入力して下さい:

SG350X(config)#ipv6 mld  VLAN [vlan-id] querier  [1 | 2]

注: この例では、バージョン 2 は使用されます。

ステップ 10.特権EXECモードに戻る exit コマンドを入力して下さい:

SG350X(config)#exit

CLI によって今うまくスイッチの MLD スヌーピング設定を行う必要があります。

VLAN の MLD スヌーピング設定を表示する

ステップ 1： 仕様 VLAN のための MLD スヌーピング 設定を表示するために、次を入力し



て下さい:

SG350X#SHOW ipv6mld  [vlan-id]

注: この例では、VLAN 20 の MLD スヌーピング設定は表示する。

スイッチの特権EXECモードのステップ 2. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を保
存します:

SG350X#COPY running-config startup-config

上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 3. （オプションの）は
YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。

CLI によって今スイッチの VLAN の MLD 設定を表示する必要があります。
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