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設定スイッチのグローバル なグリーン イーサネ
ット Properties 
目標
 
この技術情報は方法で手順をグラフィカル ユーザインターフェイス（GUI）を使用してスイッチ
のグローバル なグリーン イーサネット プロパティを設定する提供します。
 
Command Line Interface （CLI）を使用して設定に興味がある場合、CLI によって設定スイッチ
のグローバル なグリーン イーサネット Properties のこの技術情報をチェックして下さい。
  
適当なデバイス
 

Sx200 シリーズ
Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.06 - Sx200、Sx300、Sx500
2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

概要
 
グリーン イーサネットは環境に優しいおよびデバイスのパワー消費量を減らすように設計されて
いるいくつかの特性のための Common Name です。 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE
ギガバイト ポートが付いているデバイスだけ EEE と有効に なる一方）とは違って、グリーン イ
ーサネット エネルギー検出はすべてのポートで有効に なります。
 
グリーン イーサネット 機能は全面的な電源使用を次のように減らすことができます:
 

エネルギーは検出しますモード-非アクティブ リンクで、ポートは非アクティブ モードにポ
ート アップの管理 ステータスを保存している間移行し、電源を節約します。 このモードか
らの完全なオペレーショナル モードへのリカバリはファースト、透過的であり、帯は失われ
ません。 このモードは Gigabit Ethernet （GE）および Fast Ethernet （FE）両方ポートでサ
ポートされます。 このモードはデフォルトで無効に なります。
短到達距離 モード-この機能はケーブルの短い長さで電源保存を提供します。 ケーブル長が
分析された後、電源使用はさまざまなケーブル長ができるように調節されます。 従ってケー
ブルが 10 ギガビット ポートのための 30 のメーターおよびポートの他の型のための 50 のメ
ーターより短い場合、デバイス使用ケーブル、保存エネルギー上の帯を送信 するより少ない
電源。 このモードは RJ45 GE ポートだけでサポートされ、コンボ ポートに適用しません。
このモードはデフォルトで無効に なります。
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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それから管理を > グリーン イ
ーサネット > Properties 『Port』 を選択 します。
 
注: 利用可能なオプションはデバイスの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例で
は、SG350X-48MP スイッチは使用されます。
 

 
ポートごとのグリーン イーサネット設定を行うステップ 2. （オプションの）はポート設定リン
クをクリックします。 手順についてはここをクリックしてください。
 

 
ステップ 3 エネルギーを有効に するためにスイッチのモード 機能を、チェックしますイネーブ
ル エネルギーを検出します Mode チェックボックスを検出して下さい。 さもなければ、チェッ
クを外した許可。 デバイスがアクティブ リンク パートナーに接続されないときこれが電源を節
約するのに使用されています。
 

 
注: XG スイッチがある場合、エネルギーはモードを検出し、短到達距離 機能は常に有効に なり
ます。
 

 
ステップ 4 短到達距離 機能を有効に するために有効短到達距離 チェックボックスをチェックし
て下さい。 さもなければ、チェックを外した許可。 これはリンクが普通処理できるよりより少な
い電源とリンクを実行することを可能にします。
 
重要： 短到達距離 モードが有効に なる場合、EEE モードは無効に する必要があります。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb3267-configure-green-ethernet-port-settings-on-a-switch.html


 
ステップ 5 ポート発光ダイオード （LED）を有効に するために有効ポート LED チェックボック
スをチェックして下さい。 このオプションが無効に なるとき、LED はリンク ステータスを、ア
クティビティ、等表示しません。
 

 
電源保存エリアはグリーン イーサネットおよび短到達距離 モードが動作するとき保存される電力
量を表示します。 EEE 電源保存はそれがダイナミックで、ポート利用に対応するので考慮に入れ
られません。
 
注: このエリアは Sx200、Sx250、Sx300、Sx500 および XG スイッチで利用できます。
 

 
累積エネルギー保存されたエリアは最後のスイッチ再度ブートするから保存されるエネルギーの
量を示します。 この値は電源保存に影響を与えるイベントがあるたびに更新済です。
 
注: このエリアは Sx200、Sx250、Sx300、Sx500 および XG スイッチで利用できます。
 
ステップ 6 ギガビット イーサネット（802.3z）スイッチにポートがある場合、有効 802.3 エネル
ギー効率が良いイーサネット（EEE）チェックボックス有効 802.3 EEE モードをチェックして下
さい。 デフォルトで、これは有効に なります。 EEE はスイッチにごくわずかデータ アクティビ
ティがあること時の間にパワー消費量を減らすために開発されました。
 

 
注: この例では、802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE）は無効に なります。
 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
SG350X および Sx550X シリーズ スイッチ:
 



 
Sx200、Sx250、Sx300 および Sx500 シリーズ スイッチ:
 

 
XG スイッチ:
 



 
802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE）がステップ 6 で無効に なる場合ステップ 8.
（オプションの）は続行するために、『OK』 をクリック します。
 

 
行われた設定を無視するステップ 9. （オプションの）は Cancel ボタンをクリックします。
 

 
累積エネルギーによって保存される情報をリセットするステップ 10. （オプションの）はリセッ
ト省エネ カウンター ボタンをクリックします。
 

 
ステップ 11. （オプションの）は続くために『OK』 をクリック します。
 



 
ステップ 12： （オプションの）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』 をクリック して下さい。
 

 
今うまくスイッチのグローバル なグリーン イーサネット プロパティを設定する必要があります
。
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