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スイッチの PNP 設定を設定して下さい 
目標
 
デバイスの新しいネットワーキング デバイスまたは置換のインストールは手動で 実行されたとき
高く、時間のかかる、失策の多い場合もあります。 通常、新しいデバイスはデバイスが、アップ
デートされるネットワークを、設定右のライセンスとステージングに接続されておよびイメージ
箱から出る送られ、次に実装され、提供された中央ステージング ファシリティに実際のインスト
ール場所に最初に。 これらのプロセスが完了した後インストールを行うために、エキスパートは
インストール場所に旅する必要があります。 デバイスが異議証明書（NOC）またはデータセンタ
自体にインストールされていないシナリオで、そこにデバイスの薄い数のための専門家が十分な
いかもしれない。 これらの問題はすべて配備の遅延に貢献し、運用コストに追加します。
 
Cisco Plug-n-Play ソリューションはネットワーク デバイスの配備およびインストールと関連付け
られるコストを削減しインストールの速度を高速化し、セキュリティを危殆化しないで配備の複
雑な状況を簡素化します。 Cisco Plug-n-Play ソリューションを使用する、さまざまな配置シナリ
オおよび配置場所にスイッチのインストールしますゼロ タッチを行うことができます。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの PNP 設定を行う提供します。
  
適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.5.63
  

設定 PNP 設定
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップダウン リストから『
Advanced』 を選択 し。
 

 
注: 利用可能なメニュー オプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 この例で
は、SG350X-48MP は使用されます。
 
ステップ 2. > PNP > PNP 設定『管理』 を選択 して下さい。
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ステップ 3. （オプションの）チェック PNP を有効に する PNP State 領域の Enable チェックボ
ックス。
 
注: この機能はデフォルトで有効に なります。
 

 
ステップ 4.転送 プロトコルおよび使用するべき TCPポート、PNP サーバアドレスに関する構成
情報を使用するために見つけるための次のいずれかのオプションを選択して下さい:
 

デフォルト設定—このオプションが選択される場合、PNP 設定は DHCP オプション 43 から
それから奪取 されます。 設定いくつかまたはすべてが DHCP オプション 43 から届かない場
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合、次のデフォルト値は使用されます: デフォルトの転送 プロトコル HTTP、PNP サーバの
ための DNS 名 pnpserver、および HTTP か HTTPS に関するポート。
 

注: デフォルト設定オプションを選択するとき、PNP 転送する セクションのすべてのフィールド
は選択不可能になります。 このオプションが選択される場合、ステップ 11.にスキップして下さ
い。
 

手動設定—手動で PNP 転送するのために使用するためにプロトコルを設定 して下さい。 デ
フォルトは HTTP のためのポート 80 です。 この例では、このオプションは選択されます。
 

 
ステップ 5. （オプションの）は TCPポート フィールドで TCPポートの番号を入力します。 これ
はシステムによって自動的に入ります: HTTP のための 80 および HTTPS のための 443。 この例
では、80 のデフォルトポートは使用されます。
 

 
ステップ 6. （オプションの）はかどうかによるまたは名指しで PNP サーバを IP アドレス 規定
するために選択します。
 

 
注: IP アドレスによるこの例では、選択されます。
 
ステップ 7. （オプションの）は望ましい IP バージョン Radio ボタンをクリックします。
 
オプションは次のとおりです:
 

バージョン 6 — IPv6 アドレス タイプを表示します。
バージョン 4 — IPv4 アドレス タイプを表示します。 このオプションが選択される場合、ス
テップ 10.にスキップして下さい。
 

 
バージョン 6 IP アドレス タイプがステップ 7 で選択される場合ステップ 8. （オプションの）は
、望ましい IPv6 アドレス タイプをクリックします。
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オプションは次のとおりです:
 

リンク ローカル— IPv6 アドレスを識別します単一のネットワーク リンクのホストを表示し
ます。
グローバル— IPv6 アドレスをです他のネットワークから目に見え、到達可能であるグローバ
ル な ユニキャスト表示します。 このオプションが選択される場合、ステップ 10.にスキップ
して下さい。
 

注: この例では、リンク ローカルは選択されます。
 
リンク ローカル IPv6 アドレス タイプが選択される場合ステップ 9. （オプションの）はリンク
ローカル インターフェイス ドロップダウン リストから、リンク ローカル インターフェイスを選
択します。
 

 
注: この例では、VLAN 1 は選択されます。
 
ステップ 10. SNTP サーバのIPアドレスを入力するか、または指名して下さい。 形式はによって
どのアドレス タイプが選択されたか異なります。
 

 
注: この例では、192.168.100.112 は使用される IP アドレスです。
 
ステップ 11.ユーザ情報をサーバに送信される PNP パケットで送信 されるために設定して下さい
。 次のオプションのいずれかを選択します。
 

デフォルト設定—このオプションを選択するとき、PNP ユーザ名 および パスワード設定は
DHCP オプション 43 から奪取 されます。 このオプションが選択される場合、ステップ 14 
にスキップして下さい。
手動設定— PNP ユーザ名 および パスワードを手動で設定することを選択して下さい。 この
例では、このオプションは選択されます。
 



 
ステップ 12： User Name フィールドでは、PNP パケットで入るべきユーザー名を入力して下さ
い。 この例では、cisco は使用されます。
 

 
ステップ 13： Password フィールドでは、暗号化されたまたはプレーンテキスト形式でパスワー
ドを入力して下さい。
 

 
注: この例では、プレーンテキストは選択され、Cisc01234$ パスワードは入力されます。
 
ステップ 14： セッションを再接続するように試みる前に秒の再接続間隔を接続が失われた後設
定して下さい。 30 秒のデフォルト値があるこの例では、使用 デフォルトは選択されます。
 

 
ステップ 15： 検出する タイムアウト フィールドでは、停止する PNP サーバのディスカバリの
後でディスカバリを再度試みる前に秒に待つ時期に入って下さい。 デフォルト値は 60 秒です。
 

 
ステップ 16： タイムアウト指数ファクタ フィールドでは、タイムアウトとして前のタイムアウ
ト値を指数値によって増加し、結果を適用することによってディスカバリ試みを指数関数的に誘
発する値を入力して下さい（最大タイムアウト値より小さいです IF 値）。 この例では、3 のデフ
ォルト値は使用されます。
 



 
ステップ 17： 最大ディスカバリ タイムアウト フィールドでタイムアウトの最大値を入力して下
さい。 値はディスカバリ タイムアウト値より大きい必要があります。
 

 
ステップ 18： ウォッチドッグ タイムアウト フィールドでは、PnP からの応答かアクティブ
PNP セッションの間にファイルのダウンロード プロセスの間にのようなファイル サーバーを、
待つ時間の間隔を入力して下さい。 この例では、60 秒は使用されます。
 

 
ステップ 19： 行われた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 20： （オプションの）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・ファイルに行われた設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 





今うまくスイッチの PNP 設定を行う必要があります。
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