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設定スマートなネットワーク アプリケーション
（SNA）サービス設定 
目標
 
スマートなネットワーク アプリケーション（SNA）はシステムですデバイスおよびトラフィック
のための詳しいモニタリング 情報を含むネットワーク・トポロジの外観を表示する。 SNA はネ
ットワークのすべてのサポートされているデバイスの設定のビューおよび修正をグローバルに 有
効に します。
 
選択した要素の属性を示し、それらの操作の実行を有効に する SNA のトポロジ マップの右への
エリアは情報パネルを表示します。 このパネルは SNA（CSNA）可能なデバイスの異なる設定を
行うのに使用できるサービス ブロックが含まれています。
 
この技術情報は方法で手順を SNA のサービス ブロックでコンフィギュレーションの設定を使用
する提供します。
  
適当なデバイス | [Software Version]
 

Sx350 シリーズ | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
 

注: Sx250 シリーズからのデバイスはネットワークに接続される、SNA はこれらのデバイスから
起動させることができませんとき SNA 情報を提供できます。
  
設定 SNA サービス設定
 
サービス ブロック概要
 
サービスは複数の SNA（CSNA）可能なデバイスかインターフェイスで同時にアクティブにする
ことができる設定です。 これらのサービスは完全な SNA サポートが付いているデバイスまたは
それらのデバイスのインターフェイスにだけ利用できます。
 
情報パネルのサービス セクションは要素の現在の選択のための利用可能なサービスを表示します
。 すべての選択した要素のために関連しているサービスだけ表示されます。 このセクションはサ
ポート サービス要素が選択の一部なら、またはデバイスおよびインターフェイスが一緒に選択さ
れるとき表示されません。
 
サービス ブロックは通知ブロックの下の右情報パネルで、ちょうど示されています。
 

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526


  
サービスを選択して下さい
 
サービスを適用するために、トポロジービューからマップからまたは検索結果からそれらを選択
することによって 1つ以上のデバイスかインターフェイスを、手動で選択できます。 すべての選
択した要素に適切であるサービスをアクティブにすることができます。 サービスを選択するため
に、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1： 倍数 SNA（CSNA）可能なデバイスを選択するために、Search フィールドからキ
ーワードを入力して下さい。
 

 
注: この例では、スイッチは使用されるキーワードです。
 
呼び出します。 設定したいと思う SNA（CSNA）可能なデバイスの隣でチェックボックスをチェ
ックして下さい。
 



 
注: この例では、switche6f4d3 および switche6fa9f スイッチは使用されます。
 
『Devices』 を選択 されたブルーで強調表示されます。
 



 
トポロジ マップから単一 SNA（CSNA）可能なデバイスを選択するステップ 3. （オプションの
）デバイスをクリックできます。
 

 
ステップ 4.サービス ブロックからサービスを選択して下さい。
 



 
選択されたサービスは表示され、設定を行い始めることができます。 すべての選択した要素から
の関連した機能の現在の設定は表示されます。 各サービスのために表示される特定のパラメータ
は下記です。 それから選択されたデバイスまたはインターフェイスの設定をアップデートできま
すまたはエントリを 1 つのデバイスから選択し、他のデバイスにエントリをコピーして下さい。
 

 
注: この例では、ファイル管理サービスは選択されます。
 
別のサービスを利用するために好む場合ステップ 5. （オプションの）ページの上部左部分にいる
サービス ドロップダウン リストから選択できます。
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SNA（CSNA）可能なデバイスのサービスを選択する方法を今理解する必要があります。
  
デバイスレベル サービス
 
SNA（CSNA）可能なスイッチのデバイスレベル サービス設定を行うために、次のサービスから
選択して下さい:
 

RADIUSクライアント 設定
DNS クライアントコンフィギュレーション
Syslog サーバ 設定
時間設定 設定
ファイル管理プログラム
電源管理ポリシー
電源管理設定
 

これらのデバイスレベル サービスのそれぞれのために、選択されたデバイスの現在のコンフィギ
ュレーションを示すチケットはサービス別パラメータに加えて次の識別情報を示します:
 

デバイス ホスト名
デバイスのために存在 する複数の IP アドレスがデバイスにアクセスすればのに SNA によっ
て使用されるもの表示されれば ip address —。
デバイス モデル—英数字表す文字デバイス モデル。 たとえば、SG350XG-2F10。
 

RADIUSクライアント 設定
 
このサービスはログオンのために使用している RADIUSサーバの定義によるリモート認証ダイヤ
ルイン ユーザ サービス（RADIUS）クライアントように 1つ以上のデバイスを設定することを可
能にします。
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低優先順位存在の複数の RADIUSサーバが以下の順で、単一サーバ、および表示されれば:
 

ホスト名によってアルファベット順に定義される最初の RADIUSサーバ。
最も低い IPv4 アドレスの RADIUSサーバ。
最も低い IPv6 アドレスの RADIUSサーバ。
 

サービスによって作成されるエントリに 0 の優先順位および使用法の種類ログオンがあります。
 

既に、優先順位 0 および使用状況タイプ 802.1X と存在 する使用状況タイプすべてに New エ
ントリと同じ IP アドレスまたはホスト ネームのエントリが既存のエントリ アップデートさ
れれば。
既に存在 する別の IP アドレスまたはホスト ネームのエントリがエントリ表示されれば、そ
して使用状況タイプがログインなら、New エントリと取替えられます。 使用法の種類がすべ
てである場合、802.1X に変更されます。
既に 0 より優先順位 下部ので存在 する 0 に同じ IP アドレスまたはホスト名を用いるエント
リがエントリの優先順位変更され、使用法の種類ログオンがそれに追加されれば、必要なら
ば。
 

選択された SNA（CSNA）可能なデバイスを現在設定された RADIUSサーバより別の RADIUSサ
ーバにクライアントで設定するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.サービス ドロップダウン リストから『RADIUS』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 2.サーバアドレス フィールドで RADIUSサーバの IPv4 または IPv6 アドレスを入力して
下さい。
 



 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
IP アドレスの代りにホスト ネームを入力したいと思う場合ステップ 3. （オプションの）はサー
バアドレス フィールドでそれからホストするためにボタンを入力しますホスト ネームを切り替え
ます。
 

 
注: この例では、LocalRADIUSServer は使用されます。
 
ステップ 4. RADIUSサーバに使用する KEY 文字列フィールドでキー ストリングを入力して下さ
い。 128 文字まで入力することができます。
 

 
注: この例では、Cisc0123456 は使用されます。
 
暗号化キー ストリングを入力したいと思う場合ステップ 5. （オプションの）は KEY 文字列フィ
ールドでそれから暗号化されるボタンを入力します暗号化キー ストリングを切り替えます。 128
文字まで入力することができます。
 

 
注: この例では、AR0EvVLMGAD24At8AbZCRXJgLKYwPRAx3qYDTZqk8Go は使用されます。
 
ステップ 6.認証 ポート フィールドで認証 ポート番号を入力して下さい。 デフォルト 番号は
1812 です。
 



 
ステップ 7.プライマリ認証方式オプションからプライマリ認証方式を選択して下さい。 デフォル
ト設定は RADIUS です。
 

 
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・ファイルの行われた設定を保
存しないことを選択する場合ステップ 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 チェックボックスに保存のチェックを外します。
 

 
ステップ 9. 『Go』 をクリック して下さい。
 



 
Read only アカウントを使用している場合ステップ 10. （オプションの）、続くために資格情報
を入力するためにプロンプト表示することができます。 パスワードを Password フィールドで入
力しそして『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 



 
SNA の RADIUSサービスによって今 RADIUSクライアントを設定する必要があります。
 
DNS クライアントコンフィギュレーション
 
DNS クライアントコンフィギュレーション サービスは選択されたデバイスが使用する DNS サー
バを定義することを有効に します。 各選択されたデバイスに関しては、現在のコンフィギュレー
ションは右側の preference 1 を使用して現在の DNS サーバを表示します。 存在 する複数の
DNS サーバが静的定義 サーバ表示されれば。
 
注: 表示されたサーバが動的エントリである場合、これの知識のあり、サーバの削除から防がれま
す。 サービスによって作成されたエントリに preference 1 があります。 既に存在 する
preference 1 の静的エントリは New エントリによって、静的なサーバ取り替えられます表示され
。
 
選択された SNA（CSNA）可能なデバイスを仕様 DNS サーバにクライアントで設定するために
、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.サービス ドロップダウン リストから DNS 設定を選択して下さい。
 

 
ステップ 2.サーバアドレス フィールドで RADIUSサーバの IPv4 または IPv6 アドレスを入力して
下さい。
 

 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
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・ファイルの行われた設定を保
存しないことを選択した場合ステップ 3. （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 チェックボックスに保存のチェックを外します。
 

 
ステップ 4. 『Go』 をクリック して下さい。
 

 
Read only アカウントを使用している場合ステップ 5. （オプションの）、続くために資格情報を
入力するためにプロンプト表示することができます。 パスワードを Password フィールドで入力
しそして『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 



 
SNA の DNS 構成 サービスによって今 DNS クライアントを設定する必要があります。
 
Syslog サーバ 設定
 
システムログ（Syslog）サービスは選択されたデバイスによって使用される Syslog サーバを定義
することを有効に します。 各選択されたデバイスに関しては、Syslog 表の最も低いインデック
スの Syslog サーバは表示されます。
 
注: 静的エントリがあり、表示された場合、サービスによって作成される New エントリは既存エ
ントリを取り替えます。
 
Syslog を設定するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.サービス ドロップダウン リストから Syslog を選択して下さい。
 

 
ステップ 2.サーバアドレス フィールドで Syslog サーバの IPv4 または IPv6 アドレスを入力して
下さい。
 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 

 
注: ホスト名が保存されないので、IP 解決はサーバアドレスの掲示のプロセスの一部として SNA
によって実行された。 その結果、チケットのサーバアドレスは IP アドレスとして常に表示され
ます。



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・ファイルの行われた設定を保
存しないことを選択する場合ステップ 3. （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 チェックボックスに保存のチェックを外します。
 

 
ステップ 4. 『Go』 をクリック して下さい。
 

 
Read only アカウントを使用している場合ステップ 5. （オプションの）、続くために資格情報を
入力するためにプロンプト表示することができます。 パスワードを Password フィールドで入力
しそして『SUBMIT』 をクリック して下さい。
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SNA の DNS 構成 サービスによって今 Syslog 設定を行う必要があります。
 
時間設定 設定
 
時間設定は割り当てを定義される選択されたデバイスの時刻源およびシステムの時刻保守します
。
 
重要： それは強く推奨されていますネットワークのすべてのデバイス間の時間設定を同期するた
めにこのサービスを実行するように。 それは複数のデバイスの歴史的統計情報を表示するとき特
に賢明です。
 
時間設定を行うために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.サービス ドロップダウン リストから時間設定を選択して下さい。
 

 
ステップ 2.クロック ソース オプションからクロック ソースを選択して下さい。 デフォルト クロ
ック ソースはデフォルト SNTP サーバです。
 

 
次のオプションがあります。
 

デフォルト SNTP サーバ—このオプションはすべての設定された Simple Network Time
Protocol （SNTP）サーバを削除し、3 つの既定のサーバーを作り直します。 このオプショ
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ンが選択される場合、ステップ 5.にスキップして下さい。
ユーザが定義する sntp server —ホスト ネーム、IPv4 または IPv6 の入力によって SNTP サ
ーバのアドレスを追加できます。 サーバを適用するとき、すべての現在の設定されたサーバ
は削除され、サーバ 1 は追加されます。 時間帯はこのオプションで設定する必要があります
。 このオプションが選択される場合、次のステップに進んで下さい。
ローカルはローカル コンピュータの時刻に clock —このオプション デバイス クロック ソー
スを変更します。 日付、時間および時間帯は設定する必要があります。 このオプションが選
択される場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
 

ステップ 2 のユーザが定義する SNTP サーバを選択した場合ステップ 3. （オプションの）はサ
ーバアドレス フィールドで、SNTP サーバのホスト ネームまたは IPv4 または IPv6 アドレスを
入力します。
 

 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
ステップ 2 のローカル コンピュータの時刻を選択し、Calendar ボタンをクリックし、好まれた
日時を設定 したらステップ 4. （オプションの）。
 

 
注: また、コンピュータの日時をコピーするために使用 コンピュータの日付及び時間ボタンをク
リックできます。
 



ステップ 5.時間帯 ドロップダウン リストをクリックし、好まれた時間帯を選択して下さい。
 

 
注: この例では、08:00 は選択されます。
 
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・ファイルの行われた設定を保
存しないことを選択した場合ステップ 6. （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 チェックボックスに保存のチェックを外します。
 

 
ステップ 7. 『Go』 をクリック して下さい。
 



 
Read only アカウントを使用している場合ステップ 8. （オプションの）、続くために資格情報を
入力するためにプロンプト表示することができます。 パスワードを Password フィールドで入力
しそして『SUBMIT』 をクリック して下さい。
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SNA の時間設定サービスによって今 SNA（CSNA）可能なデバイスの時間設定を行う必要があり
ます。
 
ファイル管理プログラム
 
ファイル管理サービスは選択されたデバイスの設定を直接変更しません。 その代り、それは完全
にのオペレーションを『Devices』 を選択 しました行います。 新しいファームウェア バージョ
ンかコンフィギュレーション ファイルを選択されたデバイスにダウンロードするか、またはリブ
ートするのにこのサービスを利用できます。
 
ステップ 1.サービス ドロップダウン リストから管理を『File』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 2.オペレーション型のオプションからオペレーションを選択して下さい:
 

 
firmware upgrade —このオプションがサービスに加わるすべてのデバイスのファームウェア
をアップグレードするのに使用されています。 このオプションを選択する場合、ステップ 3.
にスキップして下さい。
設定が upgrade —このオプション サービスに加わるすべてのデバイスのスタートアップ コ
ンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルをアップデートするのに使用され
ています。 このオプションを選択する場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
reboot —このオプションは選択されたデバイスかデバイスをリブートします。 このオプショ



ンを選択する場合、ステップ 7.にスキップして下さい。
 

SNA（CSNA）可能なデバイスのファームウェアをアップグレードしたいと思う場合ステップ 3. 
（オプションの）はコンピュータに Download ページ Cisco Webサイトから新しいファームウェ
アをそれから保存しますファイルをダウンロードします。
 
SNA（CSNA）可能なデバイスのコンフィギュレーションの設定をアップデートし、コンピュー
タにデバイス構成コンフィギュレーション・ファイルをバックアップし、保存したいと思ったり
ステップ 7.にスキップしますステップ 4. （オプションの）は。
 
ステップ 5.ダウンロードされたファームウェアかコンフィギュレーション ファイルを『
Browse』 をクリック し、選択して下さい。
 

 
ステップ 6. （オプションの）チェック オペレーションの後でデバイスをリブートする 
Download チェックボックスの後の再度ブートする デバイス。
 

 
ステップ 7. 『Go』 をクリック して下さい。
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html


 
Read only アカウントを使用している場合ステップ 8. （オプションの）、続くために資格情報を
入力するためにプロンプト表示することができます。 パスワードを Password フィールドで入力
しそして『SUBMIT』 をクリック して下さい。
 

 
SNA のファイル管理サービスによって今ファームウェアまたはスタートアップ コンフィギュレ
ーション コンフィギュレーション・ファイルをアップグレードする必要があります。
 
電源管理ポリシー



このサービスは選択されたデバイスのための設定電源ポリシーを有効に します。 学ぶためにこの
サービスを設定する方法を手順のためにここをクリックして下さい。 
 
管理設定に動力を与えて下さい
 
このサービスは特定のポートの電力設定を行います。 このサービスは完全に属すれば同じデバイ
スかスタックに『Ports』 を選択 した場合実行するただことができます。 学ぶためにこのサービ
スを設定する方法を手順の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://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5376
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5376
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5376
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