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スイッチの設定 トランスミッション コントロー
ル プロトコル（TCP）およびユーザ データグラ
ム プロトコル（UDP）サービス設定 

目標
 

トランスミッション コントロール プロトコル（TCP）およびユーザ データグラム プロト
コル（UDP）はいくつかのインターネット プロトコル スイートのコア プロトコルの交通機
関プロトコルです。 TCP/IP のトランスポート層の TCP および UDP 両方作業は模倣します
。 TCP は TCP と比較されたとき UDP が信頼できないしかしより速く一方 3方向ハンドシ
ェイクを信頼できる接続を確立するのに使用します。 ネットワーク デバイスはデバイスの
容易な管理のために TCP か UDP を使用するいくつかのサービスを提供します。 サービス
は要件に基づくイネーブルまたはディセーブルである場合もあります。
 
TCP および UDP サービス案内はスイッチの Webベース ユーティリティーページの TCP
および UDP サービスで表示されています。 これらの表で示されている情報はイネーブルに
なった TCP および UDP サービスの現在のステータスを描写します。 のスイッチのイネー
ブルになったサービス管理し、トラブルシュートするのにこの情報を使用できます。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの TCP および UDP サービスを設定する提供します
。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
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]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 TCP/UDP サービス
 
設定 TCP/UDP サービス
 

Services ページ TCP/UDP はデバイスの TCP か UDP ベース サービスを、通常セキュリテ
ィの理由から有効に します。 特定のサービスを有効に するか、または無効に するために
次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインはそれから > TCP/UDP サ
ービス 『Security』 を選択 します。
 



注: 利用可能なオプションはデバイス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-48MP スイッチは使用されます。
 

 
呼び出します。 スイッチの Hyper Text Transfer Protocol （HTTP）サービスを有効に する
ために有効 HTTP をチェックして下さい。 デフォルトで、Cisco スモール ビジネス スイッ
チは Webブラウザを使用して Webベース ユーティリティによって設定することができます
こうしてこのサービスがデフォルトでチェックされる。
 

 
ステップ 3 スイッチの Hyper Text Transfer Protocol セキュア（HTTPS）サービスを有効に
するために有効 HTTPS をチェックして下さい。 HTTP を使用して管理者とスイッチ間の接
続は非暗号化です。 管理者にスイッチのコンフィギュレーションユーティリティのセキュ
ア Webブラウザ接続を提供するためにセキュア ソケット レイヤ（SSL） プロトコルを使用
する HTTPS サービスを有効に することができます。 このサービスはデフォルトで有効に
なります。
 

 
ステップ 4 スイッチの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）サービスを有効に する
ために有効 SNMP をチェックして下さい。 SNMP はネットワークを管理し、監視するのに
使用するアプリケ− ションレイヤプロトコルです。 別の SNMP に関しては最初に SNMP サ
ービスを有効に する必要がありますきちんとはたらくために特色になります。
 

 
注: この例では、SNMP サービスは有効に なります。
 
ステップ 5 スイッチの Telnetサービスを有効に するために有効 Telnetサービス チェックボ
ックスをチェックして下さい。 Telnet はデバイスがインターネットまたは LAN 上のコマン
ド・ライン インターフェイスによって制御されるようにするネットワーク プロトコルです
。 Telnet が有効に なるとき、管理者は Telnet クライアント クライアント アプリケーショ
ンの使用によってスイッチを設定できます。 ただし、Telnet メッセージが暗号化されない
ので、SSH サービスを利用することが推奨されます。
 

 
注: この例では、Telnetサービスは無効に なります。



ステップ 6 スイッチのセキュア シェル（SSH）サービスを有効に するために有効 SSH サ
ービス チェックボックスをチェックして下さい。 SSH は管理者がサード パーティ プログ
ラムで Command Line Interface （CLI）によってスイッチを設定することを可能にします。
SSH による CLI モードでは、管理者は信頼できる接続のより多くの拡張設定を実行できま
す。
 

 
注: この例では、Telnetサービスは有効に なります。
 
ステップ 7.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 8. （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。
 

 
今スイッチの TCP/UDP サービスを設定する必要があります。
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TCP サービス表を表示して下さい
 

TCP サービス表は次の情報を表示したものです:
 

 
現在 TCP 接続のために有効に なる異なるアクセス サービスを name —保守して下さい
。
type —各サービスによって使用される TCP タイプ。 2 つの型は次のとおりです:
 

- TCP — IPv4 ホスト間の信頼できる接続を提供します。
 
- TCP6 — IPv4 および IPv6 両方ホスト間の信頼できる接続を提供します。
 

ローカル ip address — TCP 接続を提供するのにスイッチによって使用される IP アド
レス。
ローカル port — Connection 要求を受け取るのに各 TCP サービスにスイッチによって
使用するポート番号。
リモートIPアドレス—規定 された TCP サービスによって TCP 接続を要求するデバイ
スの IP アドレス。
Remote ポート—規定 された TCP サービスに接続するのにリモートデバイスによって
使用されるポート番号。
州接続の現在のステート。 いくつかの状態は次のとおりです:
 

-受信して下さい—スイッチはローカル ポートのこのサービスのための接続を奪取 し
ます。
 
-確立される—アクティブな接続を示します。
 
-時間待機—故障中のパケットがまだ宛先に着くことができるように切断された、トラ
ッキングされる示します接続を。
 

今スイッチの TCP サービス表を表示する必要があります。
  

UDP サービス表を表示して下さい
 

UDP サービス表は次の情報を表示したものです:
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現在 UDP 接続のために有効に なる異なるアクセス サービスを name —保守して下さ
い。
type —各サービスによって使用される UDP タイプ。 2 つの型は次のとおりです:
 

- UDP — IPv4 ホスト間の接続を提供します。
 
- UDP6 — IPv4 および IPv6 両方ホスト間の接続を提供します。
 

ローカル ip address — UDP 接続を提供するのにスイッチによって使用される IP アド
レス。
ローカル port — Connection 要求を受け取るのに各 UDP サービスにスイッチによって
使用するポート番号。
アプリケーション インスタンス—現在の UDP サービス インスタンス。
 

今スイッチの UDP サービス表を表示する必要があります。
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