設定 スイッチのグリーン イーサネットポート設
定
目標
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消費電力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方法を次のように減らすことができます:
●

●

エネルギー 検出 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、電源使用方法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。

スイッチの Webベース ユーティリティのポート設定 ページはポートごとの現在のグリーン
イーサネットおよび EEE モードを表示する、ポートのグリーン イーサネット設定の設定を
可能にします。
注: ポートを操作するグリーン イーサネット モードに関しては Properties ページ グリーン
イーサネットの対応したモードはグローバルにアクティブにする必要があります。 手順に
ついてはここをクリックしてください。
この技術情報は方法で手順をスイッチのグリーン イーサネットポート設定を行う提供しま
す。

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

設定 スイッチのグリーン イーサネットポート設定
設定 ポートのグリーン イーサネット設定
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 > ポート設定 『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。

スイッチのグローバル なグリーン イーサネット設定を行うステップ 2. （オプションの）は
Properties 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。

グローバル な パラメータ ステータス エリアは次を表示する:

●

●

●

エネルギー 検出 モード—このモードは有効に なるかどうか。 この例では、この機能は
有効に なります。
短到達距離 モード—このモードは有効に なるかどうか。 この例では、短到達距離 モー
ドは有効に なります。
802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE）モード—このモードは有効に なるか
どうか。 この例では、この機能は無効に なります。

ステップ 3.インターフェイスの種類 ドロップダウン リストからインターフェイスを選択し
て下さい。
●

シングル ポートだけ選択される必要がある場合 port — インターフェイスの種類 ドロッ
プダウン リストから、『Port』 を選択 して下さい。

●

ラグ— インターフェイスの種類廃棄リストから、設定するためにラグを選択して下さ
い。 これはラグ設定で定義されるポートの集まりに影響を与えます。

注: この例では、ユニット 1 のポートは選択されます。

注: Sx200 のような非スタック可能 スイッチが、Sx250、または Sx300 シリーズにあった
らステップ 5.に切り替えて下さい、スキップして下さい。
ステップ 4.始動にインターフェイスのポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して
下さい。

ポート設定 表は次を表示するものです:

●

●

port — ポート番号。
エネルギー 検出—ポートのエネルギー 検出 モードの状態。
-管理上—エネルギー 検出 モードが有効に なるかどうか示します。
-操作上—エネルギー 検出 モードが現在正常に動作しているかどうか示します。
-原因—エネルギー 検出 モードが正常に動作していないなぜか原因。

●

短到達距離—ポートの短到達距離 モードの状態。
-管理上—短到達距離 モードが有効に なるかどうか示します。
-操作上—短到達距離 モードが現在正常に動作しているかどうか示します。
-原因—短到達距離 モードが正常に動作していないなぜか原因。
-ケーブル長—メートルの仮想 な ケーブルテスター（VCT）ケーブル長。

●

802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE） —ポートの 802.3 エネルギー効率が
良いイーサネット モードの状態。

-管理上— 802.3 EEE モードが有効に なるかどうか示します。
-操作上— 802.3 EEE モードが正常に動作しているかどうか示します。
-管理上 LLDP —リンク層を通したアドバタイジング EEE カウンターが Discovery
Protocol（CDP） （LLDP）有効に なるかどうか示します。
-操作上 LLDP — LLDP によるアドバタイジング EEE カウンターが現在正常に動作し
ているかどうか示します。
- EEE サポートは remote — EEE がリンク相手でサポートされるかどうか示します。
EEE は EEE のためのローカルデバイスおよびリンク相手ではたらくためにサポート
する必要があります。
ステップ 5.設定したいと思うインターフェイスに対応するエントリの隣で Radio ボタンを
いいえクリックして下さい。

注: この例では、エントリ第 4 は選択されます。
ステップ 6.それから『Edit』 をクリック しますスクロールして下さい。

ステップ 7. （オプションの）はインターフェイス ドロップダウン リストから設定するため
に望ましいインターフェイスを選択します。 この例では、ユニット 1 のポート GE4 は選択
されます。

注: Sx500 スイッチがある場合、ユニット オプションはユニット/Slot.If に Sx200 のような
非スタック可能 スイッチが、Sx250 ある、または Sx300 シリーズがポートだけを切り替え

たり、選択するので示します。

ステップ 8 インターフェイスのエネルギー 検出 モード 機能を有効に するために、イネー
ブル エネルギー 検出 Mode 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。 ポートがアクティブ 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、ステップ 10.にスキップして下さい。
ステップ 9： 選択されたインターフェイスの短到達距離を有効に するためにイネーブル 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。

注: 持っていれば Sx200 は、Sx250、Sx300、または Sx500 シリーズは切り替えます、イネ
ーブル 短到達距離 チェックボックス デフォルトでグレイ アウト して います。 チェックボ
ックスを有効に するために、ステップ 10 および 802.3 エネルギー効率が良いイーサネット
（ステップ 11 の EEE）の 802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE）を LLDP 最初
に無効に して下さい。

ステップ 10： ギガビットポートを設定する場合、イネーブル 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 イネーブル 802.3 EEE モードをチェックして下さ
い。 さもなければ、このオプションのチェックを外して下さい。 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
消費電力を減らすために開発されました。

ステップ 11： ポートの LLDP によって EEE 機能のアドバタイズメントを有効に するため
にイネーブル 802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE） LLDP チェックボックス
をチェックして下さい。 さもなければ、このオプションのチェックを外して下さい。 802.3
EEE LLDP が 802.3 EEE モードのリンク相手に最適パラメータを選択するのに使用されて
います。

注: 802.3 EEE モードは LLDP が無効に なる、最適パラメータを持っていません場合まだ正
常に動作しています。
ステップ 12： それから『Close』 をクリック します 『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:

ステップ 13： （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ポートのグリーン イーサネット設定を行う必要があります。

グリーン イーサネットポート設定をコピーして下さい
ステップ 1.設定をコピーしたいと思うポートに対応するエントリの隣で Radio ボタンをい
いえクリックして下さい。

注: この例では、エントリ第 4 は選択されます。
ステップ 2.それから『Copy』 をクリック します設定をスクロールして下さい。

ステップ 3.フィールドにでエントリかポート番号を入力して下さい。

注: この例では、ポート 1 に 3 および 5 は使用されます。
ステップ 4.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 5. （オプションの）はスタートアップ 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 します。

スイッチのポートに今グリーン イーサネットポート設定を完全にコピーする必要がありま
す。

