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200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
に IP マルチキャスト グループ アドレスを追加
して下さい 
目標
 
マルチキャストはユーザ間の通信を有効に します。 200/300 シリーズを使うと管理されたスイッ
チ、IP アドレスによってマルチキャスト グループを定義できます。 スイッチがマルチキャスト
目的で設定される VLAN によってマルチキャスト パケットを受信するとき、VLAN はマルチキャ
スト グループの IP アドレスにマルチキャスト パケットをマップし、グループのすべてのメンバ
ーはマルチキャスト パケットを受信します。 このオプションによって、スイッチのどのインター
フェイスがトラフィックの他からの別途のマルチキャスト トラフィック マルチキャスト目的のた
めであるか選択できます。
 
この記事は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの IP マルチキャスト グループ アドレ
スを設定する方法を説明します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

SF/SG 200 シリーズ | 1.3.0.62 （遅のダウンロード）
SF/SG 300 シリーズ | 1.3.0.62 （遅のダウンロード）
  

有効ブリッジ マルチキャスト
 
はたらく IP マルチキャストのためにブリッジ マルチキャストは有効に する必要があります。
 
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 > Properties を選択
し。 Properties ページは開きます。
 
ブリッジ マルチキャスト フィルタリング Status フィールドでは、Enable チェックボックスをチ
ェックして下さい。
 
[Apply] をクリックします。
 

https://software.cisco.com/download/home/283452721
https://software.cisco.com/download/home/283009439
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IP マルチキャスト グループ アドレスを設定して下さい
 
グループ アドレス マルチキャストを追加して下さい
 
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グループ アドレス マル
チキャスト > IP マルチキャストを選択し。 IP マルチキャスト グループ アドレス ページは開き
ます。
 
[Add] をクリックします。 追加 IP マルチキャスト グループ アドレス ウィンドウは現われます。
 

呼び出します。 VLAN ID フィールドでは、IP マルチキャスト グループの VLAN の VLAN ID ナン
バーを入力して下さい。
 
IP Version フィールドで、次のいずれかをクリックして下さい:
 

バージョン 6 -バージョン 6 マルチキャスト IP アドレスを使用するため。
バージョン 4 -バージョン 4 マルチキャスト IP アドレスを使用するため。
 

IP マルチキャスト グループ アドレス フィールドでは、有効なマルチキャスト IP アドレスを入力
して下さい。 バージョン 4 IP アドレスに関しては、範囲は 224.0.0.0 から 239.255.255.255 にあ
ります。 バージョン 6 に関しては IP アドレスは ff00::/8 のプレフィクスを使用し、望ましいタイ
プのマルチキャスト アドレスを選択します。
 
（オプションの）からの有効に するためにマルチキャスト パケットが送信される特定のソース
IP アドレスを、含チェックボックスをチェックして下さい。
 
出典特定のチェックボックスがチェックされる場合、ソース IP アドレス フィールドでバージョ
ン 6 またはバージョン 4 ソース IP アドレスを入力して下さい。
 
[Apply] をクリックします。
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IP マルチキャスト グループをフィルタリングして下さい
 
ステップ 1： 特定のマルチキャスト グループを見つけるために、フィルターを使用できます。
適切なチェックボックスをチェックして下さい:
 

VLAN ID 等号への- VLAN ID を用いるマルチキャスト グループをフィルタリングするために
フィールドでそれぞれのVLAN ID を入力して下さい。
IP バージョン等号への- IP バージョンに基づくマルチキャスト グループをフィルタリングす
るため。 ドロップダウン リストから望ましい IP バージョンを選択して下さい。
IP マルチキャスト グループ アドレス等号への- IP アドレスのマルチキャスト グループをフ
ィルタリングするために、フィールドでマルチキャスト グループの適切な IP アドレスを入
力して下さい。
ソース IP アドレス等号への-ソース IP アドレスのマルチキャスト グループをフィルタリング
するため。 フィールドでマルチキャスト パケットを送信するデバイスのソース IP アドレス
を入力して下さい。
 

[Go] をクリックします。
 

IP マルチキャスト グループを削除するステップ 2. （オプションの）は IP マルチキャスト グル
ープのチェックボックスをチェックし、『Delete』 をクリック します。
 

 
IP マルチキャスト グループにインターフェイスを追加して下さい
 
ステップ 1. 『Details』 をクリック して下さい。 IP マルチキャスト インターフェイス Settings
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ウィンドウは現われます。
 

呼び出します。 フィルタ: ドロップダウン リストへのインターフェイス型等号は、かどうかポー
トを示すためにインターフェイスしますまたはラグ（リンク集計グループ）インターフェイス選
択します。 8 つまでの物理的 なリンクの総計帯域幅を提供するラグは単一論理的なリンクに個々
のインターフェイスを結合します。
 
[Go] をクリックします。
 
各インターフェイスに関しては、インターフェイスが IP マルチキャスト グループとどのように
関連付けられるか選択して下さい。 各インターフェイスに関しては、次のいずれかをクリックし
て下さい:
 

スタティック-静的メンバーとして IP マルチキャスト グループにインターフェイスを追加し
ます。
禁止される-このインターフェイスが IP マルチキャスト グループに加入することができない
ことを示します。
なし-このインターフェイスが IP マルチキャスト グループに現在属さないことを示します。
 

[Apply] をクリックします。
 

 
結論
 
今 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの IP マルチキャスト グループ アドレスを設定



する方法を知っています。
 
この一連のスイッチのたくさんの技術情報へのリンクに関してはまたは最新版ファームウェアを
ダウンロードするために、ここ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

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/sf300-48-48-port-10-100-managed-switch-gigabit-uplinks/model.html#InstallandUpgradeGuides
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/sf300-48-48-port-10-100-managed-switch-gigabit-uplinks/model.html#InstallandUpgradeGuides
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