
ESW2 350G （L3- モード）シリーズによって管
理されるスイッチの IPv4 インターフェイス設定 

目標
 

IPv4 インターフェイスはデバイス管理およびルーティングサービスのためのポート、ラグ
または VLANインターフェイスで複数の IP アドレスを設定するために使用されます。 同じ
VLAN のデバイス間のトラフィックは接続された IP サブネットによって直接ブリッジされ
ます。 トラフィックはレイヤ3 モードのデバイスによってルーティングされます。 ポート
かラグで設定される各 IP アドレスに関しては最初の未使用 VID からの VLAN ID は利用さ
れます。 VLAN ID 割り当ては 4094 から開始します。 
 
この資料の目標は IPv4 インターフェイス ページを設定する方法を示すことです。 
 
注: ある特定の 350G デバイスだけ L3 （デバイスで有効に なる 3） 層 モードがあります。
これはスイッチが入ったボックスを検知 することによって、または設定 インターフェイス
を通してデバイスの L3 設定を行うように試みによってしか検索することができません。 あ
る特定の L3 設定がコンフィギュレーションユーティリティ ページに出て来ない場合、デバ
イスがこれらの機能をサポートしないことは可能性が高いです。 デバイスに有効に なる
L3-Mode がない場合 IPv4 インターフェイス設定を行えません。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

IPv4 インターフェイス
 

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 > IPv4 管理およびインターフェイス > IPv4 インターフェイスを選択し。 IPv4 イ
ンターフェイス ページは開きます:
 

 
ステップ 2.デバイスが IPv4 ルータとしてはたらくことを可能にするために IPv4 Routing フ



ィールドで『Enable』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
注: IPv4 インターフェイス テーブルは次の詳細を表示する:
 

• interface — IP アドレスが定義されるインターフェイスの種類を表示する。
 
• IP アドレスは type — IP アドレスの種類を表示する:
 

– static — ディスプレイ ユーザが定義する IP アドレス
 
– DHCP — DHCPサーバから届く IP アドレスを表示する。
 
– default — Web GUI にアクセスするのに使用されるデフォルト IP アドレスを表示する
 

• ip address —そのインターフェイスのための IP アドレスを表示する。
 
• マスク—構成されたIPアドレス マスクを表示する。
 
• status —このフィールドは IP アドレス二重検査の結果を表示する。 利用可能 な複数の
オプションは次のとおりです:
 

–一時的— IP アドレス二重検査のための結果がないとき、このステータスは表示する。
 
–有効な— IP アドレス チェックが完了した後、そして重複が検出するとき、このステー
タスは表示する。
 
–有効な-複写される— IP アドレス チェックが完了した、Duplicate IP Address が検出す
る後、このステータスは表示する。
 
–複写される— Duplicate IP Address がデフォルト IP アドレスのために検出するとき、
このステータスは表示する。
 
–遅らせられる— IPアドレスの割り当てが 60 秒の間遅れるとき、このステータスは表示
する。
 
– DHCP クライアントが発見のプロセスの前に 0.0.0.0 のダミーの IP アドレスを割り当
てるそのあとで実 アドレスが得られるとき received —、このステータスは表示する。
 

ステップ 4. IPv4 インターフェイスの New エントリを作成するために『Add』 をクリック
して下さい。 追加 IPインターフェイス ウィンドウは現われます。 
 



 
IPインターフェイス ウィンドウを追加して下さい:
 

 
ステップ 5 インターフェイスの追加 IPインターフェイス ウィンドウで、IP アドレスが設定
されるインターフェイスの種類を選択して下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりで
す:
 

• port —統計情報が表示する ポート。
 
• ラグ—ドロップダウン リストから必須リンク 集約を選択して下さいスループットを増加
するのに使用される同じスイッチに常駐するポートの複数のパラレルネットワーク接続の
収集である。
 
• vlan — ドロップダウン リストから望ましい Virtual Local Area Network （VLAN; バーチ
ャル LAN）を選択して下さい。
 

IP アドレス型で、次のオプションから選択して下さい:
 

• ダイナミックIPアドレス— DHCPサーバからの IP アドレスを割り当てるためにダイナミ
ックIPアドレス Radio ボタンを選択して下さい。
 
• 静的IP アドレス— IP アドレスを手動で割り当てるために静的IP アドレス Radio ボタン
を選択して下さい。
 

注: 静的IP アドレスがステップ 6 他のステップ 8.に『Go』 を選択 されれば。
 
ステップ 6. ip address — IP address フィールドで IP アドレスを手動で入力して下さい。
 
ステップ 7.マスク— Mask フィールドで次のフィールドを入力して下さい:
 

• ネットワークマスク— IP アドレスのそれと同一の形式に書かれるルーティング プレフィ
クスであるネットワークマスク Radio ボタンを選択し、このアドレスのための IP マスク
を入力して下さい。 
 
• プレフィクス長—プレフィクス長 Radio ボタンを選択し、8 から 30 の間で及ぶ IPv4 プ
レフィクスの長さを入力して下さい
 

ステップ 8. IPv4 インターフェイス ページに設定を加えるために『Apply』 をクリック して
下さい。



 
エントリを編集するステップ 9. （オプションの）はそれぞれフィールドを選択し、『
Edit』 をクリック します。
 

 
エントリを削除するステップ 10. （オプションの）はそれぞれフィールドを選択し、『
Delete』 をクリック します。
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