200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
の設定 ポート設定
目標
ポート設定は管理された ネットワークを通してコントロール トラフィック トラフィック
フローを助けるために修正することができます。 ほとんどのポートのデフォルト設定はネ
ットワークのために十分であるはずですが、デバイスからほとんどを抜き出したいと思うと
き手動で ポートを設定する異なるオプションを選択できます。
この資料の目標は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチのポート設定を行う方法
を示すことです。

適当なデバイス
• SF/SG 200 シリーズによって管理されるスイッチ
• 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

設定 ポート設定
ステップ 1.スイッチ設定 ユーティリティへのログインは管理 > ポート設定を『Port』 を選
択 し。 ポート設定 ページは開きます:

ステップ 2. （オプションの）チェック インターフェイスのジャンボ フレームを有効に す
る ジャンボ フレーム チェックボックス。 ジャンボ フレームは 1500 バイトまたは多くの
サイズのイーサネットフレームです。
ステップ 3 ポート設定 表で、設定したいポートの Radio ボタンをクリックして下さい。
ステップ 4. 『Edit』 をクリック して下さい。 Port Settings ウィンドウは現われます:

『Port』 を選択 される変更するステップ 5. （オプションの）はインターフェイス フィール
ドのドロップダウン リストからポートを選択します。
ステップ 6.ポート Description フィールドでポートのための説明を入力して下さい。
注: ポートタイプ フィールドは現在使用される物理接続の種類を表示する。
ステップ 7.管理 ステータスを選択するために管理 ステータス フィールドの望ましい 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:
• の上—ポートを有効に して下さいそうすれば PC かその他のデバイスによってアクセス
することができます。
• down — ポートを無効にするか、またはシャットダウンして下さいそうすればアクセス
することができません。
注: ポートの現在のステータスは動作状態 フィールドで表示する。
ステップ 8 ポートが有効に なるべきである時を指定するために時間 範囲 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 9： ステップ 8 の時間 範囲を有効に した場合、時間 範囲名前ドロップダウン リ
ストから前もって構成された時間 範囲を選択して下さい。
注: 時間 範囲の現在のオペレーショナル ステートは操作上 Time-Range State フィールドで
表示する。
注: 時間 範囲は SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチでだけ利用できます。 時
間 範囲を設定する方法に関する詳細については 300 シリーズによって管理されるスイッチ
の記事 802.1X 時間 範囲 設定を参照して下さい。
ステップ 10： 中断されたポートを再稼働するために再稼働によって中断される Port 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。 ポートはスイッチで以前にできて
いる他のどのセキュリティとコンフィギュレーションによっても中断することができます。
ステップ 11： オートネゴシエーションを有効に するためにオートネゴシエーション 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。 これは接続のもう一方の端に伝
達 パラメータをアドバタイズすることをポートが可能にします。
注: オートネゴシエーション チェックボックスをチェックを外されて残す場合、管理上のポ
ート速度 フィールドおよび管理上のデュプレクスモード フィールドからそれから伝送速度
およびデュプレクスモードを選択できます。
注: 操作上オート ネゴシエーション フィールドはポートの現在のオート ネゴシエーション
ステータスを表示する。
ステップ 12： ポートの速度を設定するために管理上のポート速度 メニューからの利用可能
な Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい:
• 10 —このオプションは 10Mbps にポートの伝送速度を設定します
• 100 —オプションが設定ポートの伝送速度 100Mbps にこの
注: 操作上ポート速度 フィールドはネゴシエーションの結果である現在のポート速度を表示
する。
ステップ 13： 管理上のデュプレクスモード フィールドから Radio ボタンを選択して下さ
い。 このフィールドはオート ネゴシエーションが無効に なる、ポート速度は 10M か
100M に設定されますときだけ設定可能であり。 1G のポート速度で、モードは全二重方式
常にです。 利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
• 全ポートは同時に送受信できます。
• 半ポートは送信するか、または受信できましたり両方を同時にすることができません。
注: 操作上デュプレクスモード フィールドはポートの現在のデュプレクスモードを表示する
。
ステップ 14： オート アドバタイズメント フィールドの望ましいオプションのチェックボ
ックスをチェックして下さい。 このエリアのオプションはオートネゴシエーションが有効
に なるときだけ利用できます。 利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
• 最大機能—すべてのポート速度およびデュプレクスモード設定は受け入れることができ
ます。

• 10 の半 10 Mbps 速度および半二重モード。
• 10 の全 10 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード。
• 100 つの半 100 Mbps 速度および半二重モード。
• 100 つの全 100 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード。
• 1000 の全 1000 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード。
注: 操作上アドバタイズメント フィールドは現在 ネイバーにアドバタイズされる機能を表
示する。
注: 隣接アドバタイズメント フィールドは接続の反対側で隣接デバイスによって、すなわち
、デバイス アドバタイズされる機能を表示する。
ステップ 15： ポート スイッチが混雑するときデータの受信を減速するためにバック プレ
ッシャ フィールドのに Enable 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
は半二重モードでしか使用することができません。
ステップ 16： フロー制御 フィールドから Radio ボタンを選択して下さい。 利用可能 な オ
プションは次の通り定義されます:
• enable — 802.3x フロー制御を有効に します。
• disable — 802.3x フロー制御を無効に します。
• オートネゴシエーション—ポートのフロー制御のオート ネゴシエーションを有効に して
下さい。 これはフルデュプレクスモードでだけ動作します。
ステップ 17： MDI/MDIX フィールドの Radio ボタンをクリックして下さい。 MDI/MDIX
はクロスオーバーが付いている媒体依存インタフェース/媒体依存インタフェースを意味し
ます。 利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
• MDIX —送信するを交換し、ポートのペアを受け取ります。
• MDI —まっすぐな直通ケーブルとステーションにこのスイッチを接続します。
• 自動—このスイッチを自動的に別のデバイスへの接続のための正しいピン配列を検出す
るために設定します。
注: 操作上 MDI/MDIX フィールドは電流 MDI/MDIX ステータスを表示する。
ステップ 18： ポートに高められた セキュリティを提供するために保護されたポート 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 19： ページの一番下にある [Apply] をクリックします。

マルチプルインターフェイスに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.設定をコピーしたいと思う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.設定を適用したいと思うインターフェイスの範囲を入力して下さい。 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。

