
SG550XG および SG350XG の PING および
Traceroute の使用 

目標
 

SG550XG および SG350XG はスイッチのネットワーク通信をテストするのに使用すること
ができる組み込み PING および traceroute ツールが含まれています。 ネットワークのホス
トの到達可能性をテストする PING 使用 ICMP （Internet Control Message
Protocol（ICMP））エコー パケットおよびラウンドトリップ時間およびパケット ステータ
スのような戻り情報。 Traceroute はネットワーク ホストに移動するとルートを表示し、パ
ケットを奪取 します時間を計ります。
 
この資料の目標は SG550XG および SG350XG の PING および traceroute を使用する方法
を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• SG550XG
 
• SG350XG
  

[Software Version]
 

• v2.0.0.73
  

PING および Traceroute ツールの使用
 
ping
 

ステップ 1. 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 > PING 『管理』
を選択 し。 PING ページは開きます。
 



 
呼び出します。 ホスト定義フィールドで、リモートホストがどのように識別されるか規定
するために Radio ボタンを選択して下さい。 IP アドレスによってホストを指定するために 
IP アドレスによって選択して下さい。 ホスト名によってホストを指定するために名指しで
選択して下さい。 基本的な表示モードにある場合、ステップ 7 にスキップして下さい（表
示モードは Web コンフィギュレーションユーティリティの右上隅のドロップダウン リスト
と変更することができます）。
 



 
ステップ 3 高度表示モードの PING ページを表示する場合、複数の More フィールドは利用
できます。 IP Version フィールドで、ping した場合どんな IP バージョンをスイッチが使用
するか選択するために Radio ボタンを選択して下さい。 IPv4 を IPv6 を使用するのに使用
するようにバージョン 4 およびバージョン 6 を選択して下さい。
 

 
ステップ 4 出典 IP ドロップダウン リストで、スイッチが PING をからの送信 すること IP
アドレスを選択して下さい。 スイッチに終点アドレスに基づいて送信元アドレスを計算す
るように指示するデフォルトはオートです。 IP Version フィールドのバージョン 6 を選択
した場合、ステップ 5 に進んで下さい; さもなければ、ステップ 7.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 5 宛先 IPv6 アドレス タイプ フィールドで、宛先の IPv6 アドレスの種類を示すた
めに Radio ボタンを選択して下さい。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

• リンク ローカル– IP アドレスは単一のネットワーク リンクのホストを識別します。 リン
ク ローカル アドレスに FE80 のプレフィクスがあり、ルーティング可能でし、ローカル
ネットワークの通信にしか使用することができません。 インターフェイスで存在 するロ
ーカル アドレスがこのエントリ設定のアドレスを置き換えれば。
 
• グローバル–アドレスはグローバル な ユニキャスト IPv6 アドレスです他のネットワーク
から目に見え、到達可能の。 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。
 

ステップ 6 宛先 IPv6 アドレス タイプ フィールドからリンク ローカルを選択した場合、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
イスを選択して下さい。



 
ステップ 7 宛先 IP アドレス/Name フィールドでは、ホスト定義フィールドで選択によって
リモートホストの IP アドレスかホスト名を、入力して下さい。 基本的な表示モードにある
場合、ステップ 10.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 8 PING 間隔 フィールドで、スイッチがパケットの送信の間に待っている時間を
規定 するために Radio ボタンを選択して下さい。 デフォルト設定（2000 ms）をカスタム
時間を入力するのに使用するように使用 デフォルトをまたはユーザが定義する選択して下
さい（範囲は 0-65535 です）。
 



 
ステップ 9： Ping フィールドの番号では、スイッチが宛先に送る ping の数を規定 するた
めに Radio ボタンを選択して下さい。 デフォルト設定（4 つの ping）をカスタム数を入力
するのに使用するように使用 デフォルトをまたはユーザが定義する選択して下さい（範囲
は 0-65535 です）。
 

 
ステップ 10. PING を開始するために PING を『Activate』 をクリック するかまたは設定を
クリアするために『Cancel』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 11： PING が処理している間、ロード・バーは現われます。 PING を取り消すた
めにこのバーの下の停止 PING ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 12： PING が終わる場合、ページの複数のフィールドは情報とアップデートしま
す。
 



 
フィールドは次のとおりです:
 

• sent パケットの数–リモートホストに送信される ICMP エコー 要求パケットの総数を示
します。
 
• 受け取り パケットの数–リモートホストから受信される ICMP エコー リプライパケット
の総数を示します。
 
• 失われるパケット–決して対応した エコー リプライパケットを受信しなかったエコー 要
求パケットのパーセントを示します。
 
• タイム最小ラウンド トリップは送信されるすべてのパケットから最も速いパケット ラウ
ンドトリップ時間を示します。
 
• タイム最大ラウンド トリップは送信されるすべてのパケットから最も遅いパケット ラウ
ンドトリップ時間を示します。
 
• タイム平均ラウンド トリップは送信されるすべてのパケットから平均ラウンドトリップ
時間を示します。
 
• ステータス– PING の帰りステータスを表示します。
  

Traceroute
 

ステップ 1. 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 > Traceroute 『管
理』 を選択 し。 Traceroute ページは開きます。
 



 
呼び出します。 ホスト定義フィールドで、リモートホストがどのように識別されるか規定
するために Radio ボタンを選択して下さい。 IPv4 アドレスによってホストを指定するため
に IP アドレスによって選択して下さい。 ホスト名によってホストを指定するために名指し
で選択して下さい。 基本的な表示モードにある場合、ステップ 5.にスキップして下さい。 
このフィールドで名指しで選択し、高度表示モードになったら、ステップ 4.にスキップし
て下さい。
 

 
ステップ 3 高度表示モードの Traceroute ページを表示する場合、複数の More フィールド
は利用できます（表示モードは Web コンフィギュレーションユーティリティの右角のドロ
ップダウン リストと変更することができます）。 IP Version フィールドで、traceroute を
実行した場合どんな IP バージョンをスイッチが使用するか選択するために Radio ボタンを
選択して下さい。 IPv4 を IPv6 を使用するのに使用するようにバージョン 4 およびバージ
ョン 6 を選択して下さい。
 

 
ステップ 4 出典 IP ドロップダウン リストで、スイッチが traceroute をからの送信 するこ



と IP アドレスを選択して下さい。 スイッチに終点アドレスに基づいて送信元アドレスを計
算するように指示するデフォルトはオートです。
 

 
ステップ 5 ホスト IP アドレス/Name フィールドでは、ホスト定義フィールドで選択によっ
てリモートホストの IP アドレスかホスト名を、入力して下さい。 基本的な表示モードにあ
る場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 6 TTL フィールドで、traceroute が可能にするホップの最大数を規定 するために
Radio ボタンを選択して下さい。 パケットが永久ループでスタックしていることを防ぐの
に TTL （存続可能時間）機能が使用されています; パケットが TTL 値を超過する場合、次
のルータ ドロップするそれ自由に着き、スイッチに ICMP 時間によって超過されるパケッ
トを送り返します。 デフォルト設定（30）をカスタム数を入力するのに使用するように使
用 デフォルトをまたはユーザが定義する選択して下さい（範囲は 1-255 です）。
 



 
ステップ 7 タイムアウト フィールドで、スイッチがそれを失った宣言し、次のパケットへ
進む前にリターンパケットを待っている時間数を規定 するために Radio ボタンを選択して
下さい。 デフォルト設定（3 ms）をカスタム数を入力するのに使用するように使用 デフォ
ルトをまたはユーザが定義する選択して下さい（範囲は 1-60 です）。
 

 
ステップ 8. traceroute を開始するために Traceroute を『Activate』 をクリック するかまた
は設定をクリアするために『Cancel』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 9： traceroute が処理している間、ロード・バーは現われます。 traceroute を取り



消すためにこのバーの下の停止 Traceroute ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 10： traceroute が完了するとき、返される情報すべてを保持する Traceroute 表は
現われます。 Traceroute はリモートホストに 3 つのパケットを送信し、各パケットの個々
の情報は各ラウンド トリップ 1-3 フィールドの下にあります。
 

 
フィールドは次のとおりです:
 

• インデックス–ホップの数を表示します。
 
• ホスト–ルートの停止の IP アドレスを示します。
 
• ラウンド トリップ 1-3 –各パケットの traceroute 情報を示します。
 

–時間（ms） –停止にラウンドトリップ時間を示します。
 
–ステータス–パケットが正常に停止に到着したかどうか示します。
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