
200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
の設定 インターネット グループ管理 プロトコ
ル （IGMP） スヌーピング 

目標
 

インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）はマルチキャスト目的で設計されている
プロトコルです。 IGMP を使うと、ネットワーク内の異なるユーザー間の団体会員を確立
できます。 IGMP は、異なるユーザー（一対多 ユーザか多対多ユーザ）間のビデオ チャッ
トのような、流れるマルチメディアのためにネットワークで主に使用されます。 、一方で
はスヌーピングは、通信のサード パーティが受信するか、または現在の接続 データトラフ
ィックを観察するとき使用される用語です。 従って、IGMP Snooping はプロセスですマル
チキャストトラフィックをとりわけ受信する。 デフォルトで、300 シリーズによって管理
されるスイッチは特定の VLAN に割り当てられるすべてのポートにすべてのマルチキャス
ト フレームを転送します。 この動作は不確かであり、マルチキャスト フレームは間違った
インポートに行きつく可能性があります。 スイッチの特定のポートの既に登録済みのマル
チキャスト クライアントだけにマルチキャストトラフィックを転送することを IGMP
Snooping が可能にすることができます。 こうすればはその VLAN のすべてのユーザへのの
代りに VLAN 内の特定のマルチキャスト クライアントにだけ、マルチキャスト フレーム転
送されます。
 
この資料の目標は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの IGMP Snooping を設定
する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

イネーブル ブリッジ マルチキャスト
 

はたらく IGMP Snooping 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
。
 
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 >
Properties を選択し。 Properties ページは開きます:
 



 
呼び出します。 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。 
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
注: マルチキャスト特性を設定する方法に関する詳細については 200/300 シリーズによって
管理されるスイッチの記事マルチキャスト Properties 設定を参照して下さい。
  

IGMP Snooping を設定して下さい
 
単一 VLAN の IGMP Snooping を設定して下さい
 

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マルチキャスト >
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 をグローバルに開
始するために Enable チェックボックスをチェックして下さい。 
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4. IGMP Snooping を適用したいと思うクリックし次に『Edit』 をクリック して下



さい VLAN エントリに対応する Radio ボタンを。 
 

 
編集 IGMP Snooping ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 5 IGMP Snooping 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。 このオプションはどのホストがマルチキャストトラフィックを要求したか判別
するためにトラフィックをモニタします。 
 

 
ステップ 6 MRouter ポート オート Learn 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。 このオプションは自動的に MRouter が接続されるポートを学習します。
MRouter はきちんとマルチキャスト パケットをルーティングするように設計されているル
ータです。 
 

 
ステップ 7 クエリ ロバストネス フィールドでは、スイッチがホストに接続するために実行
するクエリの数を入力して下さい。 無応答が受け取られる場合、スイッチはホスト情報を
削除します。 
 

 
ステップ 8 クエリ範囲フィールドでは、送信 されたクエリ メッセージ間のタイムインター
バルを入力して下さい。
 



ステップ 9：  クエリ最大応答間隔 フィールドでは、時間に（秒で）レポートを用いるホス
ト応答入って下さい。
 
ステップ 10： 最後のメンバー Query カウンター フィールドで、次のいずれかをクリック
して下さい:
 

• 使用は default —このオプション グループに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 IGMP グループ別クエリのデフォルト 番号を送信 されるのに使用します。
 
• ユーザが定義する—このオプションはグループに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 されるべき IGMP グループ別クエリの特定の数を入力することを
可能にします。
 

ステップ 11： 最後のメンバー クエリ範囲フィールドでは、スイッチがグループ別クエリか
らの最大応答間隔値を読み取ることができなかったら使用される最大応答遅延を入力して下
さい。
 
ステップ 12： 即時許可フィールドでは、すぐに IGMPグループ 脱退 メッセージは受け取ら
れることケースのメンバーのポートに送信されたマルチキャスト ストリームをブロックす
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 13： IGMPクエリア Status フィールドでは、IGMPクエリアを有効に 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 14： 管理上の Querier ソース IP アドレス フィールドで、次のいずれかの Radio
ボタンをクリックして下さい:
 

• 自動—このオプションは管理IPアドレスを選択します。
 
• ユーザが定義する—このオプションはドロップダウン リストから選択の IP アドレスを選
択することを可能にします。
 

ステップ 15： IGMPクエリア Version フィールドで、VLAN にソース固有の IP マルチキャ
スト転送を行うマルチキャスト ルータかスイッチがある場合 IGMPV3 をクリックして下さ
い; さもなければ、IGMPV2 をクリックして下さい。 
 

 
注: 編集 IGMP Snooping ウィンドウの右側の情報は電流 IGMP 設定を表示します。 
 



 
 
次の情報が表示されます。
 

• 操作上 IGMP status —選択された VLAN の電流 IGMP ステータス。
 
• 操作上クエリ ロバストネス—選択された VLAN の現在のクエリ ロバストネス値。
 
• 操作上クエリ範囲—選択された VLAN の現在のクエリ間隔値。
 
• 操作上クエリ最大応答間隔—選択された VLAN の現在のクエリ最大応答間隔値。
 
• 操作上最後のメンバー応答間隔—選択された VLAN の最後のメンバー応答間隔値。
 
• 反操作上最後のメンバー クエリー選択された VLAN の最後のメンバー Query カウンター
値。
 
• 操作上最後のメンバー クエリ範囲—選択された VLAN の最後のメンバー クエリ範囲値。
 
• Querier 操作上ソース IP アドレス—選択された VLAN の Querier 現在のソース IP アドレ
ス。
 

ステップ 16： [Apply] をクリックします。
  

複数のVLAN の IGMP Snooping を設定して下さい
 

このセクションは複数のVLAN に仕様 VLAN の IGMP Snooping 設定を適用する方法を説明
します。
 
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 >
IGMP Snooping を選択し。 IGMP Snooping ページは開きます。
 
ステップ 2.他の VLAN に適用したいと思う IGMP Snooping 設定の VLAN エントリの Radio
ボタンをクリックして下さい。 
 



 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 

 
ステップ 4 提供されるフィールドでは以前に選択された VLAN の IGMP Snooping 設定を適
用したいと思う VLAN を入力して下さい。 IGMP Snooping 表から VLAN の各 VLAN か
Entry Number に基づいて範囲を、VLAN1、VLAN2 または VLAN1-VLAN2 のような 1、2 か
1-2、または VLAN ID のようなの、入力することができます。
 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
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