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ハイブリッド スタッキングのための Cisco スタ
ック可能管理されたスイッチ間の機能サポート
比較 

目標
 

Cisco 350X および 550X シリーズの機能をスタックするハイブリッドはあなた SG350X お
よび SG350XG の組み合せを、およびスタックのすべてのデバイスのサポートされる機能
を利用することを可能にする SG550XG デバイスが一緒にスタックすることを可能にしま
すおよび Sx550X。
 
ユニットにハイブリッド スタックに加入するためにそれはハイブリッドモードで最初に設
定する必要があります。 これはスタック 管理 ページでスタックするハイブリッドへのスタ
ック モードの設定 によって下記のように実行されます。
 
この資料の目標は SG350X と SG350XG 間の機能サポート比較、と Sx550X および
SG550XG スタック可能管理されたスイッチを表示することです。
 
実際の設定の情報を好んだ場合、この技術情報をチェックして下さい: SG350X スイッチの
スタック設定を設定して下さい。
  

適当なデバイス
 
SG350X シリーズ
SG350XG シリーズ
Sx550X シリーズ
SG550XG シリーズ
  
[Software Version]
 
2.2.5.68
  
スタック モードを変更して下さい
 

スタック モードの変更はシステム 再度ブートするを必要とし、ネイティブからのハイブリ
ッドモードへの変更はデバイスコンフィギュレーションを消します。 ネイティブからハイ
ブリッドモードへの変更する前に、外部サーバにコンフィギュレーション ファイルを保存
することを推奨します（たとえば TFTP か HTTP によって）。
 
ハイブリッド スタック モードからのネイティブ スタック モードへの変更は設定を消しま
せん。
 
さらに、Sx350X/Sx550X ユニットの 2-4 の XG ポートはポートのスタックで設定され、ポ
ートをスタックする SG350XG/SG550XG デバイスに接続する必要があります。
 
Sx350X および SG350XG の機能セットは同じであり、同様に Sx550X および SG550XG の
機能セットは同じです。 機能サポートおよびテーブルサイズに少数の違いがどんなにあっ
ても。 これらの機能に関しては、ハイブリッド スタックはこれらの機能/表のための最も低

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


い分母をサポートします。 以下は各々のハイブリッド スタック型ごとの違いのリスト、お
よび各ユニットタイプとハイブリッド スタックで使用される設定です:
  

550X および 550XG 機能サポート比較
 

 
550X および 550XG 機能サポート比較
 

機能 Sx550X SG550
XG

ハイブリッド
スタック

Out-of-Band （OOB） ポート サポート対象外 サポート サポート対象外

Media Access Control（MAC）
テーブルサイズ 16K 64K 16K

Access Control List （ACL）
Ternary Content Addressable
Memory （TCAM）

予約済みの 3K
–

予約済みの
2K –

予約済みの 2K
–

アドレス解決プロトコル（ARP）
テーブルサイズ

予約済みの 4K
–

予約済みの
8K –

予約済みの 4K
–

最大 MACテーブル エージング 400 630 400

機能 SX550X SG550XG ハイブリッド スタック

OOB ポート サポート対象外 サポート サポート対象外

MACテーブル サイズ 16K 64K 16K

ACL TCAM 予約済みの 1K – 予約済みの 2K – 予約済みの 1K –

ルータ TCAM 992 （影響はまた各型ごとの最大設定ディフォ
ルトし、）

7168 （影響はまた各型ごとの最大設定ディフ
ォルトし、）

992 （影響はまた各型ごとの最大設定ディフォ
ルトし、）

ARPテーブル サイズ 予約済みの 1K – 予約済みの 8K – 予約済みの 1K –

マルチキャスト グループの数 2k 4k 2k

IPv6 インターフェイスの最大数 106 200 106

IPv6 ホストの最大数 210 1776 210

最大 Onlink IPv6 プレフィクス 200 256 200

最大 MACテーブル エージング 400 630 400

IPv6 トンネルをルーティングする手
動トンネル 6tp4 トンネル内部サイト
自動トンネル アドレッシング プロ

非サポート サポート 非サポート



 
スタックのスタック ユニット モードの一貫性
 

スタックのすべてのユニットは同じスタック ユニット モードがなければなりません。
 
スタックが初期化されるとき、スタックのユニットの情報を収集するトポロジ ディスカバ
リ アルゴリズムを実行します。
 
ユニットはマスターになるために選択された後矛盾したスタック ユニット モードがある場
合スタックに加入するために相手の要求を拒否できます。 ユニットはスタック ユニット モ
ードが理由で拒否されるとき、論理的に（ポートできません送信/受信トラフィック）シャ
ットダウンされ、LED すべて（システム、ファン、ユニット ID、ネットワークポートおよ
びスタック ポート LED）は起動されます。 スタック ユニット モードに関する情報はマス
ター ユニットの Syslog エラーとして表示する。
 
ユニットのための唯一の方法がそれの電気出典からのプラグを抜き、差し込むことによって
この状態から回復 することを行うことに注目して下さい。 このオペレーションは影響を受
けたユニットがスタックから切断されているとき前もって形成する必要があります。 この
オペレーションの後で、影響を受けたユニット モードは現在のスタック モードに変更し、
ユニットはスタックに再合同させることができます。
 

トコル（ISATAP）

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
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