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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
の設定 スタック設定 
目標
 
スタッキングは複数のデバイスをの口論なしでネットワーク キャパシティを管理すること拡張す
ることを可能にします。 スタック 可能 スイッチはスタックの全体的なパフォーマンスに影響を
及ぼさないで必要に応じてスタックから追加されるか、または取除くことができます。 トポロジ
ーによっては、スタックはスタック内のリンクかユニットが失敗してもデータを転送し続けるこ
とができます。 これは有効の、適用範囲が広い、および拡張が容易なソリューションをスタック
することをネットワーク キャパシティを拡張すること作ります。
 
デフォルトで、スイッチはスタック可能常にでが、スタック ポートで設定されるポートを備えて
いません。 デバイスのすべてのポートはネットワーク ポートでデフォルトで設定されます。 ス
タック ポートのないデバイスはただのスタックのマスター デバイス自体をまたはスタンドアロー
ンデバイスとして捉えることができます。 2つ以上のスイッチをスタックするために、スイッチ
のスタック ポートとして望ましいネットワーク ポートを再構成し、リングまたはチェーン トポ
ロジーの生じるスタック ポートと接続できます。
 
スタックのユニットかスイッチはスタック ポートを通して接続されます。 スタックされたスイッ
チは単一論理デバイスとしてそれから一まとめに管理されます。 場合によっては、スタック ポー
トはスタック インターフェイスの帯域幅を増加しているリンク集計グループ（ラグ）のスタック
のメンバーに似合うことができます。
 
スタックは次の利点を提供します:
 

ネットワーク キャパシティは動的に拡張されるか、または減らすことができます。 ユニット
の追加によって、管理者は管理の一点を維持している間動的にスタックのポートの数を増加
できます。 同様に、ユニットはネットワーク キャパシティを減少させるために取除くことが
できます。
スタックされたシステム 支援 冗長性次のように:
 

-バックアップ装置はオリジナル マスターが失敗した場合スタックのマスターになります。
 
-スタック システム 支援 トポロジーの 2 つの型: チェーンおよびリング。 リング型トポロジーは
チェーン トポロジーより信頼できます。 リングの 1 リンクの失敗はチェーン接続の 1 リンクの
失敗がスタックを分割しますかもしれません一方、スタックの機能に影響を与えません。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの Command Line Interface （CLI）によってスタック設定
を行う提供します。
 
注: 知るために SG350X のスタック設定を行う方法を Webベース ユーティリティによって、ここ
をクリックします手順のために切り替えて下さい。 Sx500 スイッチに関しては、ここをクリック
して下さい。 SG350XG または SG550XG スイッチに関しては、ここをクリックして下さい。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

Sx350 | 2.2.8.4 （遅のダウンロード）
SG350X | 2.2.8.4 （遅のダウンロード）
Sx500 | 1.4.7.05 （遅のダウンロード）

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5408-configure-stack-settings-on-an-sg350x-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5408-configure-stack-settings-on-an-sg350x-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2553-stack-settings-on-sx500-series-stackable-switches.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2553-stack-settings-on-sx500-series-stackable-switches.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5237-chain-and-ring-topologies-on-the-sg550xg-and-sg350xg-switche.html
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
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Sx550X | 2.2.8.4 （遅のダウンロード）
  

スイッチの設定 スタック設定
 
スイッチの接続
 
ステップ 1.設定したいと思うスタック モードを判別して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

チェーン-各ユニットは近隣ユニットに接続されますが、第 1 と最後のユニット間にケーブル
接続がありません。 これは既定のスタック モードです。 イメージは下記の 4 ユニット スタ
ックのチェーン トポロジーを示します:
 

 
リング-各ユニットは近隣ユニットに接続されます。 最後のユニットは最初のユニットに接続
されます。 イメージは下記の 4 ユニット スタックのリング型トポロジーを示します:
 

https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
ステップ 2.スイッチの SFP+、XG3、または XG4 ポートにデバイスによって来た Small Form-
Factor Pluggable （SFP） ケーブルの接続応答 一端。
 

 
注： この例では、ケーブルはスイッチの XG3 ポートに接続されます。
 



●

 
ステップ 3.スイッチの SFP+、XG3 または XG4 ポートに SFP+ ケーブルのもう一方の端を接続
して下さい。
 

 
注: この例では、ケーブルはスイッチの XG3 ポートに接続されます。
 
ステップ 4.残っているスイッチへのステップ 2 に 3 を繰り返して下さい。
 
このシナリオでは、2 つのスイッチはスタッキングのために設定されて、SFP ケーブルは両方の
スイッチのポート 3 および 4 に接続されます。
 

 
望ましいトポロジーに従って今スイッチを接続する必要があります。
  
マスター スイッチの設定 スタック設定
 
マスター選択過程
 
マスター ユニットはマスター有効に された ユニットから選択されます（1 か 2）。 マスター ユ
ニットの選択のファクタは次の優先順位で考慮に入れられます:
 

タイムの上のシステムはマスター有効に された ユニット 10 分のセグメントで測定される稼
働時間を交換します。 高頻度のセグメントが付いているユニットは選択されます。 他のユニ
ット ID が自動的に設定 される間、ユニットに両方とも時間セグメントの同じ数がある、お
よびユニットの 1 つのユニット ID が手動で 設定 されたら場合、手動で定義されたユニット
ID が付いているユニットは選択されます; さもなければ最も低いユニット ID が付いているユ
ニットは選択されます。 ユニット両方とも ID が同じである場合、最も低い Media Access
Control（MAC） アドレスのユニットは選択されます。
 

注: バックアップ装置のアップ タイムはと同時にスイッチ フェールオーバー プロセスのマスター
選択されるとき保たれます。
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ユニット ID -ユニットに両方とも時間セグメントの同じ数がある場合、最も低いユニット ID
が付いているユニットは選択されます。
MAC アドレス-ユニット両方とも ID が同じである場合、最も低い MAC アドレスのユニット
は選択されます。
 

注: 操作するべきスタックに関してはマスター ユニットを持たなければなりません。 マスター ユ
ニットはマスター ロールを担うアクティブユニットと定義されます。 スタックはマスター選択過
程の後でユニット 1 および/またはユニット 2 が含まれている必要があります。 さもなければ、
スタックおよびユニットはすべて完全な電源遮断として、停止するトラフィック通過機能で部分
的に、ないシャットダウンされます。
 
マスター スイッチのスタック設定を行うために次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.最初のスイッチのコンソールへのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワード
は cisco/cisco です。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。
 

 
注: 利用可能なコマンド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。バックアップスイッチのホスト名は SG350X-2 です
。
 
ステップ 2.次の入力によってスイッチのグローバル な 設定 モードを開始して下さい:
 
SG350X-1#configure 
 
ステップ 3 規定 された スタック ユニットまたはすべてのコンテキストを入力するためにスタッ
ク ユニットはグローバル な 設定 モードで次の入力によって、スタック ユニット コマンドを入
力します:
 
SG350X-1(config)#stack [ ID | ] 
 
注: この例では、スタック ユニット 1 は使用されます。
 

 
ステップ 4.次の入力によって再度ブートするの後でスタック ポートおよびユニット ID を設定す
るためにスタック構成コマンドを入力して下さい:
 
SG350X-1(unit)#stack {[  ] [ ID | ]} 

オプションは次のとおりです:
 

ポート リスト-カンマで分かれる 1つ以上のスタック ポートのリストかダッシュによって示
される順次ポートの範囲。
リンク-読み込みの後でスタック リンクとして使用されるべきリストを『Port』 を選択 して
下さい。
ユニット ID -読み込みの後で使用されるべきユニット ID を選択して下さい。 範囲は 1 から
4.です。 スタック オート番号機能を有効に するのに自動を使用できます。
 



注: この例では、スタック コンフィギュレーションリンク ユニット ID 1 は入ります。
 

 
スイッチのスタック コンフィギュレーションの設定を取除くステップ 5. （オプションの）は次
の入力によってスタック構成コマンドを使用しません:
 
SG350X-1(unit)#no   
 
ステップ 6.スイッチの EXEC 特権モードに戻る end コマンドを入力して下さい。
 
SG350X-1(unit)#end 
 

 
スタック コンフィギュレーションの設定を表示するステップ 7. （オプションの）は次を入力し
ます:
 
SG350X-1#show   
 

 
注: この例では、マスター（ユニット 1）はスタック リンクとしてスイッチ te3-4 を使用するよう
になります。 これらの設定は後スイッチ リブート実施されました。
 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X-1#copy running-config startup-config 
 

 
上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 9. （オプションの）は YES か
 N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。
 



 
注: この例では、Y は押されます。
 
ステップ 10.次の入力によって行われたスタック設定を加えるためにスイッチをリロードして下
さい:
 
SG350X-1#reload 
 

 
重要： スイッチがリロードされるとき、実行コンフィギュレーション ファイルは削除されます。
読み込み手順を続行する前に、すべての実行コンフィギュレーション設定をデータ損失を避ける
ために保存することを確かめて下さい。
 
ステップ 11. YES のために『Y』 を押せば続けたいと思えば N はのためのキーボードのいいえプ
ロンプト現われません。
 

 
注: この例では、Y は押されます。
 
ザ・マスター ユニットは今リブートします。 今マスター ユニットのスタック設定を行う必要が
あります。
  
バックアップまたはスレーブ スイッチの設定 スタック設定
 
ステップ 1.第 2 スイッチのコンソールへのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下
さい。
 

 
注: 利用可能なコマンド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。バックアップスイッチのホスト名は SG350X-2 です
。
 
ステップ 2.次の入力によってスイッチのグローバル な 設定 モードを開始して下さい:
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SG350X-2#configure 
 
ステップ 3 規定 された スタック ユニットまたはすべてのコンテキストを入力するためにスタッ
ク ユニットはグローバル な 設定 モードで次の入力によって、スタック ユニット コマンドを入
力します:
 
SG350X-2(config)#stack [ ID | ] 
 
注: この例では、スタック ユニット 1 は使用されます。
 

 
ステップ 4.次の入力によって再度ブートするの後でスタック ポートおよびユニット ID を設定す
るためにスタック構成コマンドを入力して下さい:
 
SG350X-2(unit)#stack {[  ] [ ID | ]} 
 
オプションは次のとおりです:
 

ポート リスト-カンマで分かれる 1つ以上のスタック ポートのリストかダッシュによって示
される順次ポートの範囲。
リンク-読み込みの後でスタック リンクとして使用されるべきリストを『Port』 を選択 して
下さい。
ユニット ID -読み込みの後で使用されるべきユニット ID を選択して下さい。 範囲は 1 から
4.です。 スタック オート番号機能を有効に するのに自動を使用できます。
 

注: この例では、スタック コンフィギュレーションリンク ユニット ID 2 は入ります。
 

 
スイッチのスタック コンフィギュレーションの設定を取除くステップ 5. （オプションの）は次
の入力によってスタック構成コマンドを使用しません:
 
SG350X-2(unit)#no   
 
ステップ 6.スイッチの EXEC 特権モードに戻る end コマンドを入力して下さい。
 
SG350X-2(unit)#end 
 

 
スタック コンフィギュレーションの設定を表示するステップ 7. （オプションの）は次を入力し
ます:
 
SG350X-2#show   



 
注: この例では、ユニット 2 スイッチはスタック リンクとして te3-4 を使用するようになります
。 これらの設定は後スイッチ リブート実施されました。
 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X-2#copy running-config startup-config 
 

 
上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 9. （オプションの）は YES か
 N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。
 

 
注: この例では、Y は押されます。
 
ステップ 10.次の入力によって行われたスタック設定を加えるためにスイッチをリロードして下
さい:
 
SG350X-2#reload 
 

 
重要： スイッチがリロードされるとき、実行コンフィギュレーション ファイルは削除されます。
読み込み手順を続行する前に、すべての実行コンフィギュレーション設定をデータ損失を避ける
ために保存することを確かめて下さい。
 
ステップ 11. YES のために『Y』 を押せば続けたいと思えば N はのためのキーボードのいいえプ
ロンプト現われません。
 



 
スイッチ リブートが、バックアップスイッチもはやスタンドアローンデバイスではなかったし、
ただ後マスター スイッチを通してアクセス可能でであって下さい。
 
ステップ 12： スレーブ スイッチの設定のためのステップ 1 に 11 を繰り返して下さい。
 
今バックアップおよび/またはスレーブ スイッチのスタック設定を行う必要があります。
  
スイッチの Show stack コンフィギュレーションの設定
 
ステップ 1.マスター ユニットのコンソールに記録 して下さい。
 

 
速い助言: 進行状況を監視するためにバックアップおよび/またはスレーブ スイッチを設定してい
る間マスター ユニットにアクセスして下さい。 バックアップかスレーブ スイッチ リブートがス
タッキング アクティビティと、マスター スイッチ知らせられれば。
 



 
呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってスイッチのスタック設定を
示す show stack コマンドを使用して下さい:
 
SG350X-1#show  
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注: この例では、設定されたユニット 2 はスタックのバックアップスイッチとして今知られてい
ます。
 
ステップ 3. show stack リンクを次の入力によってスイッチのスタック リンクを示すために命じ
ます入力して下さい:
 
SG350X-1#show  [] 
 
オプションは次のとおりです:
 

スタック リンク-全体のスタックのためのスタック連係情報を表示します。
 

 
スタック リンク詳細-詳細との全体のスタックのためのスタック連係情報を表示します。
 

 



バックアップスイッチにアクセスするステップ 4. （オプションの）はグローバル な 設定 コンテ
キストで次の入力によってスイッチのスタック単位 ID を入力します:
 

 
注: この例では、設定されたバックアップスイッチはユニット 2.として現在アクセス可能です。
 
今スイッチのスタック設定を行う必要があります。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…
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