
ESW2-550X スイッチのアドレス解決プロトコル
（ARP） マニュアル設定 

目標
 

アドレス解決プロトコル（ARP）はプロトコルですローカルネットワークで認識される
MAC アドレスへのインターネットプロトコルアドレスをマッピング する。 ARP が直接ス
イッチの接続された IP サブネットであるすべてのデバイスを把握するのに使用されていま
す。 スイッチはマッピング された IP アドレスおよび MAC アドレスから成っている
ARPテーブルを維持します。 パケットがある特定のデバイスにルーティングされるを必要
とするとき、スイッチはデスティネーションデバイスの MAC アドレスを得るために
ARPテーブルのデバイスの IP アドレスを調べます。 ARPテーブルはスタティックおよびダ
イナミック アドレスが両方含まれています。 スタティック アドレスは ARPテーブルにダ
イナミック アドレスは指定されたタイムアウト期間の後で取除かれるが手動で取除かれる
までとどまります。 この資料に ESW2-550X スイッチの ARP パラメータおよび ARPテー
ブル 設定を設定する方法を説明されています。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

[Software Version]
 

• v1.2.9.44
  

設定 ARPテーブル パラメータ
 

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 > ARP を選択し。 ARP ページは開きます:
 



 

 
ステップ 2. ARPエントリ エージング アウトする フィールドで ARPエントリ エージング
アウトする時間に入って下さい。 デフォルト値は 300 です。 ARPエントリ エージング ア
ウトする時間、ARPエントリが表から削除された後。
 
ステップ 3.記述するために ARPテーブルエントリが ARPテーブルからクリアされる必要が
ある次の Radio ボタン ARPテーブルエントリ フィールドの 1 つを明白にクリックして下さ
い。
 

• 全すべての静的な、ダイナミック ARPエントリを削除します。
 
• dynamic — ダイナミック ARPエントリだけ削除します。 ダイナミック ARPエントリは
動的に学習される MAC アドレスです。
 
• static —静的な ARPエントリだけ削除します。 静的な ARPエントリは ARPテーブルに
管理者が入力するエントリです。
 
• 正常な経過時間は老化したすべての ARPエントリを削除します。
 

ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

ARPテーブルを設定して下さい
 



ARPテーブルエントリを追加して下さい
 

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 > ARP を選択し。 ARP 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 ARP ページは開きます:
 

 

 
ステップ 3.インターフェイス フィールドからの望ましい Radio ボタンをクリックして下さ
い。 どの IPv4 がにだけ選択に利用できる割り当てられるかインターフェイスします。
 

• シングル ポートのための統計情報が受け取られるべきなら port —。 隣接したドロップダ
ウン リストからポートを選択して下さい。
 
• ラグ—ポートの集まりが含まれています。 隣接したドロップダウン リストからラグを選
択して下さい。
 
• インターフェイスが VLANインターフェイスなら vlan —。  隣接したドロップダウン リ
ストから VLAN を選択して下さい。
 

ステップ 4 IP address フィールドでは、MAC アドレスが設定されるホストの IP アドレス
を入力して下さい。
 
ステップ 5. MAC Address フィールドでホストの MAC アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。 ユーザは ARP ページに戻って奪取 されま
す。



  
ARPテーブルエントリを編集して下さい
 

ステップ 1： ARPテーブルで編集される必要対応した ARPエントリの望ましいチェックボ
ックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2. 『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.インターフェイス フィールドからの望ましい Radio ボタンをクリックして下さ
い。 どの IPv4 がにだけ選択に利用できる割り当てられるかインターフェイスします。
 

• シングル ポートのための統計情報が受け取られるべきなら port —。 隣接したドロップダ
ウン リストからポートを選択して下さい。
 
• ラグ—ポートの集まりが含まれています。 隣接したドロップダウン リストからラグを選
択して下さい。
 
• インターフェイスが VLANインターフェイスなら vlan —。  隣接したドロップダウン リ
ストから VLAN を選択して下さい。
 

ステップ 4. IP アドレス ドロップダウン リストから IP アドレスを選択して下さい。
 
MAC アドレスが手動で追加された場合ステップ 5. （オプションの）は MAC Address フィ
ールドの MAC アドレスを編集します。
 
ステップ 6. Status フィールドの次のいずれかの Radio ボタンをクリックして下さい。 ステ
ータスは MAC アドレスがスイッチによって動的に学習される場合変更することができます
。



• ARPエントリがダイナミックなら dynamic —。
 
• ARPエントリが手動で追加されれば static —。
 

ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

ARPテーブルエントリを削除して下さい
 

 
ステップ 1： 削除したいと思うチェックし、ボタンを『Delete』 をクリック して下さい要
求されたコンフィギュレーションを。 設定は取除かれ、ARP ページは再度開きます。
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