
SG550XG および SG350XG スイッチのチェー
ンおよびリング型トポロジー 

目次
 

目的
 

スタックを作成するために、SG350XG または SG550XG スタック 可能 スイッチをリンク
し、チェーンかリング型トポロジーの下で操作してもらうことができます。
 
注: スタックの SG350XG および SG550XG スイッチ両方のハイブリッド スタッキングはサ
ポートされません。
 
この資料の目標はチェーンおよびリング型トポロジーを説明すること、物理的に ウェブベ
ースのグラフィカル ユーザ インターフェイスでそれらを設定する方法を示し。 
 
リングおよびチェーン トポロジーの実物大説明およびデモに関しては、下記のようにビデ
オを表示して下さい:
  

適当なデバイス
 

 
SG350XG
 
 
SG550XG
 
  

[Software Version]
 

 
v2.1.0.46
 
  

トポロジー 概要のスタック
 
チェーン トポロジー
 

チェーン トポロジーはリンクのスタックによってすべてのユニット間のリニア接続です。
1 つのスイッチから開始して、各ユニットはスタック ポート間の単一のリンクを通って次
の、近隣スイッチに最後のユニットがそれの前の 1 とリンクされるまで、接続します。
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チェーン トポロジーは完全な冗長性を持っていないので非常に強い考慮されません。 2 つ
のユニット間のリンクが失敗する場合、スイッチ スタックは失敗がどこにから発生したか
切捨てられます。
  

リング型トポロジー
 

リング型トポロジーでは、スタックのすべてのユニットはフェールオーバー機能を作成する
ループで接続されます。 それは最後のユニットが壊れるスタック リンクの場合には追加冗
長性を提供する最初のユニットに戻って接続する以外、チェーンに類似したです。
 
リングの 1 リンクの失敗によりトポロジーはチェーンに戻ります、スタック機能を維持し
ます。 その結果、リング型トポロジーはチェーンより信頼でき、より安定 した スタック
オペレーションを提供します。
  

チェーンおよびリング型トポロジーの設定
 

物理的にこのデモの 2 つのスタック トポロジーを設定するために、4 つの SG550XG スイ
ッチを使用します。
  

チェーン トポロジー
 

ステップ 1.ケーブルを奪取 し、第 1 及び第 2 スイッチを接続して下さい。 ユニットをスタ
ッキング リンクと互いに接続するために、スタック ポートとしてスイッチのネットワーク
ポートを使用できます。
 
注: スイッチを接続するのに使用するポート番号を書き留めて下さい。 スタック トポロジ
ーのためのグラフィカル ユーザインターフェイス 設定のスタック ポートとしてこれらのポ
ートを指定する必要があります。
 
ステップ 2.スタッキング ケーブルを使用して第 2 および第 3 スイッチを接続して下さい。
 
ステップ 3.スタッキング ケーブルを使用して第 3 および第 4 スイッチを接続して下さい。
 
注: スタックで 4 つ以上のユニットがある場合、最後のユニットがそれの前のものに接続さ
れるまで各それに続くスイッチのためのこのプロセスを繰り返して下さい。
  

リング型トポロジー
 

ステップ 1： チェーン トポロジーにスイッチを接続するためにチェーン トポロジー 物理的
な コンフィギュレーションのステップに従って下さい。 リング型トポロジーはチェーンと
して最後のユニットが第 1 に戻って接続する以外、同じ 設定を使用します。
 
ステップ 2.スタッキング ケーブルを使用して最初のスイッチに戻って最後のスイッチを接
続して下さい。
  

グラフィカル ユーザインターフェイス 設定
 

物理的に リングかチェーン トポロジーを確立した後、グラフィカル ユーザインターフェイ
スの設定によって設定されるスタックを完了して下さい。 これはスタック ポートとして各
ユニットのために使用される適切なポートを指定する必要があるところです。
 
注: ステップ 1 〜 4 は各スタック メンバーで実行する必要があります。
 



ステップ 1.各スイッチの 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 > ス
タック 管理 『管理』 を選択 し。
 
注: ネットワーク デバイス インターフェイスのアクセスに関する詳細については、FindIT
によってネットワーク ディスカバリおよび管理を参照して下さい。
 
スタック 管理 ページはスタック マスターはスタックのどのスイッチであるか、現在のスタ
ック トポロジーを示し。 さらに、それは現在のスタックの視覚スタック トポロジービュー
を提供します。 スタック ポート haven'  t が自身の単一ユニット チェーン トポロジーのマ
スターとしてまだ設定されて、各スイッチ指定されるので。
 
呼び出します。 ユニット ビューおよびスタック ポート コンフィギュレーションセクショ
ンの下で、各スイッチのためのポートのスタックとして指定したいと思うポートをクリック
して下さい。 これらはスイッチを先に接続するのが常であった同じ ポートであるはずです
。
 
注: スタッキングを有効に するために、少なくとも 2 つのスタッキング ポートはグラフィ
カル ユーザインターフェイスで選択する必要があります。 デフォルトで、すべてのポート
はネットワーク ポートと定義されます。 ユーザはスタック ポートとして機能するために
SG550XG の 2-8 のポート SG350XG の 0、2-4 のポートおよび 0 を設定できます。
 
ステップ 3 リセット ドロップダウン リストの後のユニット ID では、自動的にユニークな
ユニット ID 各スタック メンバーに割り当てるために自動を選択して下さい。 割り当て プ
ロセスは各ユニットの MAC アドレスに基づき、最初のマスター、バックアップおよびスレ
ーブ ユニットを判別します。 詳細を好んだ場合、自動番号エピソードを視聴できます。
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック し、各スイッチのための変更を保存するためにリブート
して下さい。 確認ウィンドウは続けることを望むかどうか尋ねることを開きます。 『OK』
をクリック すれば デバイスはリブートします。
  

スタック設定の表示
 

ステップ 1： 結局スイッチはスタック マスター ユニットの Web コンフィギュレーション
ユーティリティへのリブート、ログインを終え、> スタック 管理 『管理』 を選択 します。
 
スタック 管理 ページは表示確立されたチェーンまたはリング型トポロジーの更新された情
報を提示されます
 
ステップ 2 （オプションの）。 スタック トポロジービュー セクションの下で、スタック
メンバー設定を表示するか、または書き換えるために各々の個々のスイッチを選択できます
。 個々のユニットをクリックすることはアクティブであるスタッキング ポートのどれが、
そしてユニット トポロジーのマスター、バックアップまたはスレーブ ユニットであるかか
どうか示します。
 
ステップ 3 （オプションの）。 スタック 設定の簡潔な概要は統計情報 > システム
Summary.The システムの概略ページがスタックでユニットをナビゲートし、また個々のシ
リアル番号および PID VID 数の情報示せばステータスにですまた利用できる
  

結論
 

SG350XG および SG550XG はトポロジーの 2 つの型以下スタッキングをサポートします:
チェーンおよびリング。 ザ・リング トポロジーは一般に追加冗長性によるチェーンより好
ましいですしかし両方とも機能スイッチ スタックを確立するのに使用することができます
。 それらを設定するために、物理的に各スイッチ間のポートをリンクし、次にグラフィカ



ル ユーザインターフェイスのスタック ポートとしてそれらのポートを指定する必要があり
ます。 これはリングおよびチェーン トポロジーのチュートリアルを完了します。
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