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SG550XG スイッチの IPv4 スタティック・ルー
トのための設定 IP SLA トラッキング 
概要
 
スタティック ルーティングを使用するとき、スタティック ルートがアクティブである、相手先ネ
ットワークが規定 された次のホップによって到達可能ではない状況を経験する。 たとえば、疑わ
しいスタティック ルートに相手先ネットワークに最も低いメトリックがあればおよび次のホップ
へのアウトゴーイング インターフェイスのステータスが稼働していれば接続が相手先ネットワー
クにパスに沿ってどこかに壊れているどんなに。 この場合、デバイスは相手先ネットワークに実
際に接続を提供しないがスタティック ルートを使用できます。 スタティック・ルートのための
Internet Protocol（IP） サービス レベル協定（IP SLA）オブジェクト トラッキングはスタティッ
ク ルートで規定 される次のホップによって相手先ネットワークに接続をトラッキングするために
メカニズムを提供します。 相手先ネットワークへの接続が失われる場合、（状態にアップする
）ルート状態はに設定 され、もし可能であれば、異なるスタティック ルート ルーティングトラ
フィックに選択することができます。
 
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）のためにトラッキングする IP SLA に類似したスタティック
・ルートのための IP SLA オブジェクト トラッキングはまた IP SLA オペレーションに相手先ネ
ットワークに接続を検出するために頼ります。 ユーザ（要求されたデスティネーション ネットワ
ークのホスト）が定義する IP SLA オペレーションはインターネット制御メッセージ プロトコル
（ICMP）パケットをアドレスに送信しまた PING オペレーションのために使用するために次のホ
ップを定義します。 IP SLA オペレーションはそれからホストからの応答の成功か失敗を監察し
ます。 トラック オブジェクトが操作結果をトラッキングし、ICMP 宛先の成功か失敗に基づいて
上下ににステータスを、設定 するのに使用されています。 トラック オペレーションはスタティ
ック ルートに割り当てられます。 トラック ステータスがダウンしている場合、スタティック ル
ート状態はに設定 されます。 トラック ステータスが稼働している場合、スタティック ルート状
態はアップのままになっています。
 
以下はこの技術情報で使用される主要な用語を記述します:
 

オペレーション-各 IP SLA ICMP エコー オペレーションは設定された周波数 比率でターゲッ
トアドレスに単一 ICMP エコー 要求を送信 します。 それはそれから応答を待っています。
州トラック オブジェクトは各トラッキング オブジェクト オペレーション状態を維持します
。 状態は上下にどちらかです。 オブジェクト作成の後で、状態はに設定 されます。 次の表
はオブジェクトの状態に IP SLA オペレーション戻りコードの変換を規定 したものです:
 

 
注: トラック引数によって規定 される IP SLA オペレーションがスケジュールなら保留中設定され
ないし、ではない場合、状態は良いです。 アプリケーションは非実在トラッキング オブジェクト
にバインドされる UP 状態を受け取ります。
 

州 SLA オペレーションはこれ意味するオペレーションはすぐに始まるかまたは保留中、作成
されたが、アクティブにならなかったことをスケジュールされる意味するどちらかである場
合もあります。
タイムアウト値- ICMP エコー応答メッセージか ICMP エラー メッセージを待っていること
の間隔時を規定 します。

オペレーション戻りコード トラック オペレーション状態
どうぞ 上
エラー 下
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戻りコード-オペレーションが終わった後、オペレーション戻りコードは次に従って設定 され
ます:
ICMP エコー応答は受け取られました-戻りコードは承諾するために設定 されます。
ICMP エラー応答は受け取られました-戻りコードはエラーに設定 されます。
どの ICMP 応答でも受け取られませんでした-戻りコードはエラーに設定 されます。
設定されたソース IP アドレスかソースインターフェイスはアクセスが不可能です-戻りコー
ドはエラーに設定 されます。
トラッカー-オペレーションの結果をトラッキングします。
遅延-トラッキング オブジェクトの状態は Y から X に変更する必要があることを IP SLA オ
ペレーションの結果が示すときトラッキング オブジェクトは次の操作を行います:
トラッキング オブジェクトの状態は変更されないし、トラッキング オブジェクトは間隔のた
めの遅延タイマーを開始します。
その時にそれがタイマー 設定 される場合、オリジナル状態（y）は再度受け取られます、タ
イマーは取り消され、状態は Y.に残ります。
遅延タイマーが期限切れである場合、トラッキング オブジェクトの状態は X に変更され、X
状態は関連付けられているアプリケーションに通じます。
  

目標
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの IPv4 スタティック・ルートの IP SLA トラッキング設定
を行う提供します。 このシナリオでは、スタティック ルートは前もって構成されました。
 
注: 学ぶためにスイッチの IPv4 スタティック ルートを設定する方法をここをクリックして下さい
。
  
適当なデバイス
 

SG550XG シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.0.130
  

IPv4 スタティック・ルートのための設定 IP SLA トラッキング
 
設定 ICMP エコー オペレーション
 
ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップダウン リ
ストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
注: 利用可能なメニュー オプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 この例で
は、SG550XG-24T は使用されます。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3292
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3292


 
ステップ 2. IP 設定を >SLA > ICMP エコー オペレーション選択して下さい。
 

 
IP SLA ICMP エコー オペレーションはこのページで設定することができます。 これらのオペレ
ーションは入った周波数に従って実行されます。
 
ステップ 3 新しいオペレーションを追加するために、『Add』 をクリック して下さい。
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ステップ 4.オペレーション Number フィールドで未使用の番号を入力して下さい。
 

 
注: この例では、オペレーション数は 1.です。
 
ステップ 5 オペレーション State 領域で、次のオプションから 1 つを選択して下さい:
 

保留中の操作はアクティブになりません。
スケジュールされた オペレーションはアクティブになります。
 

 
注: スケジュールされるこの例では選択されます。
 
ICMP エコー パラメータ
 
ステップ 6 オペレーション ターゲット領域で、オペレーション ターゲットがどのように定義さ
れるか選択して下さい:
 

IP によって-ターゲットのオペレーション IP アドレスを入力して下さい。
ホスト名によって-ターゲットのオペレーション ホスト名を入力して下さい。
 

注: IP SLA オペレーションがスタティック・ルート機能のためである場合、オペレーション ター
ゲットはスタティック ルートによって定義されるリモートネットワークのホストの IP アドレス
です。
 

 
注: IP によるこの例では、選択され、192.168.1.1 は指定の宛先 ターゲットです。
 
ステップ 7 出典 定義が定められない場合、オペレーションは宛先にソース IP アドレスを最も近
く選択します。 出典 定義を定めるために、次のいずれかのオプションから選択して下さい:
 

自動-ソースインターフェイスはフォワーディング テーブル情報に基づいています。
アドレスによって-このオプションが選択される場合、ドロップダウン リストからソース IP
アドレスを選択して下さい。
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注: アドレスおよび 192.168.100.126 によるこの例では、選択されます。
 
ステップ 8 次のホップ IP アドレス エリアで、次のオプションから選択して下さい:
 

なし-次のホップ アドレス無し。
ユーザが定義する-このオプションが選択される場合、提供されたフィールドで次のホップ IP
アドレスを入力して下さい。
 

注: このパラメータはスタティック・ルートで使用されるべき IP SLA オペレーションのためにだ
け定義する必要があります。
 

 
注: ユーザが定義するこの例では選択され、192.168.100.1 は定義された次のホップ IP アドレス
です。
 
ステップ 9： 要求 データサイズ フィールドでは、ICMP エコー オペレーションのための要求パ
ケット データサイズを入力して下さい。 このデータサイズは 64 バイト IP パケットを作る ICMP
パケットのペイロード部分です。 範囲は 28 の 1472 バイトまでからであり、デフォルトは 28 バ
イトです。
 

 
注: この例では、デフォルト値は使用されます。
 
ステップ 10： 周波数 フィールドでは、SLA オペレーションが遂行される周波数を入力して下さ
い（パケットは送信されます）。 この値はタイムアウト値より大きい必要があります。 範囲は
10 から 500 秒からであり、デフォルト値は 10 秒です。
 

 
注: この例では、デフォルト値は使用されます。
 
ステップ 11： タイムアウト フィールドでは、IP SLA オペレーションが要求パケットへの応答を
待っている時間数を入力して下さい。 ミリ秒 引数の値がパケットの最大 Round-Trip Time
（RTT）値および IP SLA オペレーションの処理時間の合計に基づいていることを推奨します。
範囲は 50 から 5000 ミリ秒からであり、デフォルト値は 2000 ミリ秒です。
 

 
注: この例では、デフォルト値は使用されます。
 
ステップ 12： 設定を保存するために『Apply』 をクリック しそして『Close』 をクリック して
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下さい。
 

 
ICMP エコー オペレーション ステータスは次のように表示されます:
 

州迄または、上記の概要に記述されているようにスケジュールされて表示します。
戻りコード-上記の概要に記述されているように良いですかエラーを、表示します。
 

 
ステップ 13： （オプションの）ステップ 3 に別の ICMP エコー オペレーションを設定する 11
を繰り返して下さい。
 
今正常にスイッチの設定されたルーティング リソースを確認する必要があります。
 
設定 SLA トラッキング
 
ステップ 1. IP 設定を >SLA > SLA トラック選択して下さい。
 



 
呼び出します。 新しいオブジェクトを追加するために、『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.トラック Number フィールドで未使用の番号を入力して下さい。
 

 
注: この例では、トラック数は 1.です。
 
ステップ 4.オペレーション数ドロップダウン リストから SLA オペレーションを選択して下さい
。
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注: この例では、以前に作成されたオペレーション第 1 は選択されます。
 
ステップ 5 アップ遅延エリアは秒の一定期間をからのへのステートの変化を遅らせる規定 します
。 アップ遅延設定を行うために、次のオプションから選択して下さい:
 

なし-トラックの状態をすぐに変更して下さい。
遅延期間-トラックの状態を後特定の遅延期間変更しました。 このオプションが選択される場
合、提供されたフィールドで遅延期間に入って下さい。 範囲は 1 から 180 秒までです。
 

 
注: この例では、5 秒の遅延期間は定義されます。
 
ステップ 6 遅延エリアは秒の一定期間をまでからのステートの変化を遅らせる規定 します。 遅
延設定を行うために、次のオプションから選択して下さい:
 

なし-トラックの状態をすぐに変更して下さい。
遅延期間-トラックの状態を後特定の遅延期間変更しました。 このオプションが選択される場
合、提供されたフィールドで遅延期間に入って下さい。 範囲は 1 から 180 秒までです。
 

 
注: この例では、2 秒の遅延期間は定義されます。
 
ステップ 7.設定を保存するために『Close』 をクリック 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
設定された SLA トラック オブジェクトのステータスは SLA トラッカー表で表示されます:
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次のいずれかの状態州ディスプレイ:
-接続はルート（パケットによって戻されるエラー戻りコード）へありません。
の上-ルート（パケットによって戻される良い戻りコード）へ接続があります。
オペレーション型- ICMP エコーしか表示なできます。
遅らせます間隔 残り（秒を） -残るか遅延期間のどの位。
 

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・ファイルに設定を保存するために SAVE ボタンをクリックします。
 

 
今うまくスイッチの IPv4 スタティック ルートのための SLA トラッキングを設定する必要があり
ます。
 
ICMP エコー 統計情報を表示して下さい
 
ステップ 1. IP 設定を >SLA > ICMP エコー 統計情報選択して下さい。
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ステップ 2. SLA オペレーション ドロップダウン リストから表示したいと思う SLA オペレーショ
ンを選択して下さい。
 

 
注: この例では、オペレーション 1 は選択されます。
 
ステップ 3. （オプションの）はリフレッシュ レート ドロップダウン リストからリフレッシュ レ
ートを選択します。 これは統計情報がリフレッシュされる前に渡る時間です。 オプションは次の
とおりです:
 

リフレッシュ無し-統計情報はリフレッシュされません。 この例では、このオプションは選択
されます。
15 秒-統計情報は 15 秒毎にリフレッシュされます。
30 秒-統計情報は 30 秒毎にリフレッシュされます。
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60 秒-統計情報は 60 秒毎にリフレッシュされます。
 

 
Statistics ページ ICMP エコーは次を表示します:
 

オペレーション成功-回数は SLA トラック エコー正常でした。
オペレーション失敗-回数は SLA トラック エコー正常でした。
ICMP エコー 要求-送信された要求パケットの数。
ICMP エコー応答-受信されたリプライパケットの数。
ICMP エコー エラー-受信されたエラー パケットの数。
 

 
選択された SLA オペレーションのカウンターをクリアするステップ 4. （オプションの）は 
Clear counters ボタンをクリックします。
 
すべての SLA オペレーションのすべての統計情報を削除するステップ 5. （オプションの）はク
リアをすべてのオペレーション カウンター ボタン クリックします。
 
ステップ 6. （オプションの）は Statistics ページをリフレッシュするために『Refresh』 をクリ
ック します。
 
今正常にスイッチの仕様 SLA オペレーションの ICMP エコー統計情報を表示する必要があります
。
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