
200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
の Smartport インターフェイスコンフィギュレ
ーション 

目標
 

管理される 200/300 シリーズは提供 Smartports を切り替えます。 Smartports 検出は現在
スイッチに接続されるデバイス自動的にこのデバイスを正しく設定するために設定かマクロ
を適用し。 特定のデバイスにこのセットアップを適用するためにインターフェイスを編集
できます。 Smartports はスイッチに接続されるさまざまなデバイスを設定するよい方法で
す。 この記事は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチのインターフェイスの
Smartport を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

Smartport インターフェイスコンフィギュレーション
 

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 Smartport > イン
ターフェイス設定を選択し。 Settings ページ インターフェイスは開きます:
 



 
呼び出します。 再適用 Smartport マクロ フィールドで、デバイスをマクロを再適用するた
めに選択するように利用可能 な Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい:
 

• すべてのスイッチ、ルータおよびワイヤレスアクセスポイント—マクロはすべてのスイ
ッチ、ルータおよびワイヤレスアクセスポイントに再適用されます。
 
• すべてのスイッチ—マクロはスイッチにだけ再適用されます。
 
• すべてのルータ—マクロはルータにだけ再適用されます。
 
• すべてのワイヤレスアクセスポイント—マクロはワイヤレスアクセスポイントにだけ再
適用されます。



ステップ 3.のマクロを再適用するために『Devices』 を選択 しました 『Apply』 をクリッ
ク して下さい。
 
注: 提示診断は、Smartport マクロが失敗した、インターフェイスの種類が不明ならときだ
け Unkown すべての Smartports ボタンを有効に なります再適用し、リセットします。 こ
れが事実である場合、マクロがどこに失敗したか見るために Show diagnostic をクリックし
て下さい。 マクロが固定だった後マクロを再適用するために、再適用しますクリックでき
ます。 問題が持続する場合、デフォルト値にインターフェイスを設定 するためにすべての
未知数 Smartports を『Reset』 をクリック して下さい。 マクロが全く固定ならマクロを再
適用できます。
 

 
ステップ 4 特定のインターフェイスの Smartport オート設定を書き換えるために、編集する



ことを望むインターフェイスの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 5. 『Edit』 をクリック して下さい。 編集インターフェイス Setting ウィンドウは
現われます。
 

 
注: ラグ（リンク 集約 グループ）インターフェイスを編集することを望んだ場合ラグをク
リックして下さい。 ラグ ドロップダウン リストから、編集することを望むラグを選択して
下さい。 ラグは 8 つまでの物理リンクの総計帯域幅を提供する単一 論理リンクに個々のイ
ンターフェイスを結合します。
 
Smartport Type フィールドはで設定される Smartport 現在のタイプを選択しましたインタ
ーフェイスを表示する。
 
ステップ 6. Smartport アプリケーション ドロップダウン リストから選択されたインターフ
ェイスに適用することを望むアプリケーションを選択して下さい。
 
Smartport アプリケーション 方式 フィールドは選択されたインターフェイスに適用される
現在のメソッドを表示する。 オート Smartport アプリケーション 方式のインターフェイス
はデフォルトで割り当てられます。 アプリケーションがステップ 6 から選択されない場合
、オート Smartport はスイッチの接続装置についてのすべての必要な情報を収集するプロト
コルである LLDP （リンク層で Discovery Protocol（CDP））や CDP （Cisco Discovery
Protocol）与えられる情報に基づいてアプリケーションを選択します。
 
ステップ 7 耐久性がある Status フィールドでは、インターフェイスの耐久性があるステー
タスを有効に するために Enabled チェックボックスをチェックして下さい。 このオプショ
ンはステップ 6 自動 Smartport で Smartport アプリケーションとして選択されたらただ利用
できます。 有効に されて耐久性があるステータスがオート Smartport はインターフェイス



にインターフェイスがダウン状態になってか、もまたはスイッチがリブートされるイネーブ
ルになっている残ります。
 
ステップ 8 マクロ パラメータ フィールドはマクロの 3 つまでのパラメータのための次の情
報を表示する。 これらのパラメータはステップ 5.で選択される Smartport アプリケーショ
ンとそれに応じて変わります。 次のパラメータは表示する:
 

• パラメータ名—現在のマクロのパラメータの名前を表示する。
 
• パラメータ値—マクロの現在のパラメーター値を表示します。 1 値 パラメータに関して
はこの値はポートが可能にするデバイス/ホストの最大数を表します。 2 値 パラメータに
関してはこの値はポートに割り当てられる VLAN ID を表します。 パラメータ 1 および 2
値を編集できますが 3 値 パラメータを編集できません。 3 値 パラメータは固定で、修正
することができません。
 
• パラメータ 記述—パラメータの簡潔な説明を表示する。
 

ステップ 8. （オプションの）はデフォルト値に現在のインターフェイスを設定 するために
『Reset』 をクリック します。
 
ステップ 9.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

マルチプルインターフェイスに Smartport インターフェイスコンフィギュレー
ションを適用して下さい
 

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 Smartport > イン
ターフェイス設定を選択し。 Settings ページ インターフェイスは開きます:
 



 
ステップ 2.マルチプルインターフェイスに加えることを望むインターフェイスの Radio ボ
タンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 



 
 
ステップ 4 フィールドへのでは、ステップ 2.で選択されるインターフェイスの設定を適用
したいと思うインターフェイスに入って下さい。 インターフェイスの単一 のインターフェ
イスか範囲を入力することができます。 入力としてインターフェイスのインターフェイス
番号か名前を使用できます。 カンマで分かれる各インターフェイスに入ることができます
（たとえば: 1 つ、3 つ、5 つまたは GE1、GE3、GE5）またはインターフェイスの範囲を
入力することができます（たとえば: 1-5 または GE1-GE5）。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
イメージは下記の設定の後で変更を描写します。
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