
ESW2-350G スイッチのドメイン ネーム システ
ム（DNS） 設定 

目標
 

ドメイン ネーム システム（DNS）は指定権限ネーム サーバによって IP アドレスに各ドメ
インに対するドメイン名をマッピング する責任を奪取 します。 DNSサーバは ESW2-350G
スイッチで設定することができます。 スイッチが DNSサーバで設定されない場合、パケッ
トはスイッチによってホストがドメイン名を変換することを試みるとき廃棄されます。
 
この技術情報は ESW2-350G スイッチの DNS を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• v1.2.9.44
  

DNS の設定
 
DNSサーバ 設定
 

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 IPコンフィギュレ
ーションを > ドメイン ネーム システム（DNS） > DNSサーバ選択し。 DNSサーバ ページ
は開きます: 
 

 
呼び出します。 DNSサーバをイネーブルに設定するために DNS フィールドの Enable チェ
ックボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 3. （オプションの）はデフォルト Domain Name フィールドでスイッチを設定さ
れるドメイン名と操作されるために助けるデフォルト ドメイン名を入力します。
 

 
注: 型はどのようなデフォルト ドメイン名がスイッチで設定されるか示します。
 

• DHCP —デフォルト ドメイン名は DHCPサーバによって動的に割り当てられます。
 
• static —デフォルト ドメイン名はユーザによって定義されます。
 
• N/A —デフォルト ドメイン名無し。
 

 ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

静的に DNSサーバ 表に追加して下さい
 

 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 IPコンフィギュ
レーションを > ドメイン ネーム システム（DNS） > DNSサーバ選択し。 DNSサーバ ペー
ジは開きます: 
 



 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 DNSサーバ ウィンドウは現われます。
 

 
注: この記事でコンフィギュレーション手順を示すためにバージョン 4 を選択しました。
 
ステップ 3 IPバージョン フィールドで、サーバが使用する IPバージョンのための Radio ボ
タンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

• バージョン 6 — IPv6 アドレスを入力することを許可します。
 
• バージョン 4 — IPv4 アドレスを入力することを許可します。
 

タイムセーバ: バージョン 4 がクリックされる場合、ステップ 6.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 4 ステップ 3 の IP アドレス バージョンとしてバージョン 6 を選択した場合、
IPv6 アドレス タイプ フィールドの IPv6 アドレスの種類をクリックして下さい。 利用可能
な オプションは次のとおりです:
 

• リンク ローカル— IPv6 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 アドレスにルーティング可能ではないあり、ローカルネットワークのだ
け通信に使用することができます FE80 のプレフィクスが。 1 つのリンク ローカル アド



レスだけサポートされます。
 
• グローバル— IPv6 アドレスは他のネットワークから目に見え、到達可能のグローバル ユ
ニキャスト IPV6 型です。
 

 
ステップ 5  ステップ 4 の IPv6 アドレス タイプとしてリンク ローカルをクリックした場合
、リンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストから適切なインターフェイスを
選択して下さい。
 

 
ステップ 6. DNSサーバ IP address フィールドで DNSサーバの IP アドレスを入力して下さ
い。
 

 
ステップ 7 ちょうど設定した DNSサーバをアクティブにするために DNSサーバ State フィ
ールドのアクティブなチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

マッピング設定をホストして下さい
 

このプロシージャは IP アドレスのホスト名をマッピング することで助けます。
 
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 IPコンフィギュレ
ーションを > ドメイン ネーム システム（DNS） > ホスト マッピング選択し。 ページをマ
ッピング して いるザ・ホストは開きます: 
 



 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 ウィンドウをマッピング する追加ホストは
現われます。
 

 
注: この記事でコンフィギュレーション手順を示すためにバージョン 4 を選択しました。
 
ステップ 3 IPバージョン フィールドで、hsot の IPバージョンをクリックして下さい。 利用
可能 な オプションは次のとおりです:
 

• バージョン 6 — IPv6 アドレスを入力することを許可します。
 
• バージョン 4 — IPv4 アドレスを入力することを許可します。
 

タイムセーバ: バージョン 4 がクリックされる場合、ステップ 6.にスキップして下さい。
 
ステップ 4 ステップ 3 の IP アドレス バージョンとしてバージョン 6 を選択した場合、
IPv6 アドレス タイプ フィールドの IPv6 アドレスの種類をクリックして下さい。 利用可能
な オプションは次のとおりです:
 

• リンク ローカル— IPv6 アドレス 単一のネットワーク リンクのホストだけを識別する。
 
• グローバル— IPv6 アドレス他のネットワークから到達可能である。
 

ステップ 5 ステップ 4 の IPv6 アドレス タイプとしてリンク 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 リストから適切なインターフェイスを選択
して下さい。
 
ステップ 6. Host Name フィールドのマッピング された ホストを識別する名前を入力して
下さい。
 
ステップ 7. IP address フィールドでマッピング された ホストの IP アドレスを入力して下
さい。
 
注: IP アドレス バージョンとして IPv6 を選択した場合、4 IPv6 アドレスに集計できます。
 



ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ホスト マッピングテーブルのエントリのうちのどれかが削除される必要がある場合ステッ
プ 9. （オプションの）は望ましくないエントリのチェックボックスをチェックし、『
Delete』 をクリック します。
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