
スイッチ 専門用語集 
目標
 

この技術情報は設定、設定すること、および Cisco スモール ビジネス スイッチを解決する
ことで使用される用語のリストが含まれています。
  

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
 
 
SG300X シリーズ
 
 
Sx500 シリーズ
 
 
Sx550X シリーズ
 
  

用語のリスト
 

 
802.1X サプリカント—サプリカントは 802.1X IEEE規格の 3 つのロールの 1 つです。
802.1X は OSI モデルのレイヤ2 のセキュリティを提供するために開発されました。 それは
次のコンポーネントで構成されます: サプリカント、オーセンティケータおよび認証サーバ。
サプリカントはそのネットワークのリソースにアクセスできるようにネットワークに接続す
るソフトウェアまたはクライアントです。 それは IP アドレスを得、その特定のネットワー
クの一部であるために資格情報か証明書を提供する必要があります。 サプリカントはネット
ワーク リソースに認証されるまでアクセスできることができません。
 
 
ACL： Access Control List （ACL）はセキュリティを向上するのに使用されるネットワーク
のリスト トラフィック フィルタおよび関連させた操作です。 それはユーザがブロックする
か、または特定のリソースにアクセスすることを可能にします。 ACL はまたはネットワーク
デバイスへの拒否されたアクセス権許可されるホストが含まれています。 ルータかスイッチ
は判別するために各パケットをかどうかアクセス リスト内の指定された基準に基づいてパケ
ットを、転送するか、または廃棄するために検査します。 アクセスリスト基準はトラフィッ
クの送信元アドレス、トラフィックの宛先アドレス、上位層プロトコル、または他の情報で
ある可能性があります。
 
 



IGMP Snooping —インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）はプロトコルですスイ
ッチを操作するそれらが動的にマルチキャストトラフィックについて学ぶようにする。
IGMP Snooping はネットワークスイッチがホストとルータ間の IGMP メッセージ交換を受信
するようにする機能です。 IGMP Snooping はグループに加入したポートにだけグループのマ
ルチキャストトラフィックを転送するためにルータで有効に なる フィルタリング メカニズ
ムを行います。 従って IGMP Snooping と、ネットワークのトラフィックは削減され、ルー
タの背後にあるホストのパフォーマンスの機能拡張は可能性のあるです。 マルチキャストは
それらを必要としないリンクからフィルタリングされるかもしれません。
 
 
IPv4 — IPv4 はネットワークのデバイスを識別するのに使用される 32ビット アドレス 指定
方式です。 それはインターネットを含むほとんどのコンピュータ ネットワークで、使用され
るアドレス 指定方式です。
 
 
IPv6 — IPv6 はネットワークのデバイスを識別するのに使用される 128 ビット アドレス 指定
方式です。 それはコンピュータ ネットワークで使用されるアドレス 指定方式の IPv4 および
ほとんどの最近のバージョンへサクセサです。 IPv6 は世界中で現在出されています。 IPv6
アドレスは 16進数の 8 つのフィールドで、16 ビットが含まれている各フィールド示されま
す。 IPv6 アドレスは 2 人の部に、64 ビットで構成される各一部分けられます。 ネットワー
ク アドレスである最初の一部および第 2 一部ホスト アドレス。
 
 
リンク フラップ—リンク フラップはスイッチの物理インターフェイスが絶えずアップまたは
ダウンする状況、少なくとも 10 秒の期間の秒 3つ以上の時間です。 コモン コーズは通常悪
く、サポートされていないですかまたは標準外ケーブルか Small Form-Factor Pluggable
（SFP）と、または他に関係したリンク 同期に関する問題関連しています。 リンクフラッピ
ングのための原因は断続的または常置である場合もあります。
 
 
MAC ベースの ACL — Media Access Control（MAC）ベースの Access Control List
（ACL）は送信元MACアドレスのリストです。 パケットがワイヤレスアクセスポイントから
ローカル エリア ネットワーク （LAN） ポートへのまたは逆に来る場合、このデバイスはパ
ケットの送信元MACアドレスがこのリストのエントリと一致し、フレームのコンテンツに対
して ACL ルールをチェックするかどうか確認します。 それは割り当てにそして一致された
結果を使用するか、またはこのパケットを拒否します。 ただし、LAN からの LAN ポートへ
のパケットはチェックされません。
 
 
MLD スヌーピング—マルチキャストは 1 ホストからグループで『Hosts』 を選択 されるにデ
ータパケットを送信するネットワーク層手法です。 下位層で、スイッチは 1 ホストだけそれ
を受け取りたいと思っても、すべてのポートのマルチキャストトラフィックをブロードキャ
ストします。 スヌーピングするマルチキャスト リスナー ディスカバリ（MLD）が望ましい
ホストにだけ IPv6 マルチキャスト トラフィックを転送するのに使用されています。 MLD ス
ヌーピングがスイッチで有効に なるとき、インターフェイスで接続される IPv6 ルータとマ
ルチキャスト ホストの間で交換される MLD メッセージを検出する。 それはそして IPv6 マ
ルチキャスト トラフィックを制限する維持し、それを受け取りたいと思うそれらのポートに
動的に転送します表を。
 
 
MSTP — Multiple Spanning-Tree Protocol （MSTP）はプロトコルです単一 物理的 な ネット
ワークの各バーチャルLAN （VLAN）のための複数のスパニング ツリー（例）を作成する。
各 VLAN が設定されたルートブリッジおよび転送 トポロジーがあることができるようにこれ
に可能にします。 これはネットワークを渡るブリッジ プロトコル データ ユニット
（BPDU）の数を減らし、ネットワークデバイスの中央処理装置（CPU）のストレスを減ら



します。
 
 
ポート/VLAN ミラーリング—ミラーリングはネットワークトラフィックをモニタするのに使
用される方式です。 ポートか VLAN ミラーリングによって、パケットが調査されるところ着
信のコピーおよびネットワークデバイスのポート（送信元ポート）のアウトゴーイングパケ
ットは別のポート（ターゲットポート）に転送されます。 これはネットワーク管理者によっ
て診察道具として使用されます。
 
 
ポート セキュリティ—ポート セキュリティを設定することはネットワーク セキュリティを
強化する 1 つの方法です。 それは特定のポートかリンク 集約 グループ（ラグ）で設定する
ことができます。 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。 ある特定の port/LAG の異なるユーザーにアクセスを
制限するか、または許可できます。 動的に学習されるおよび静的なMACアドレスとポート
セキュリティもポートの入トラフィックを制限するのに使用することができます。
 
 
プロトコルベース vlan — プロトコル基礎群はポートに定義され、結合 することができます;
従って、プロトコル グループから起きる各パケットはページの構成済みのVLAN に割り当て
られます。 プロトコルベース VLAN は各々の必須プロトコルのための論理的な VLANグルー
プに物理的 な ネットワークを分割します。 着信パケットでは、フレームはチェックされ、
VLANメンバーシップはプロトコル タイプに基づいて判別することができます。 VLAN マッ
ピングへのプロトコルベース グループはシングル ポートにプロトコル グループをマッピン
グ するのを助けます。
 
 
qos — サービス品質（QoS）は異なるアプリケーション、ユーザまたはデータフローのため
のトラフィックに優先順位をつけることを可能にします。 従ってそれもクライアントの
Quality of Service に影響を与える指定されたレベルにパフォーマンスを保証するのに使用す
ることができます。 QoS は次のファクタから一般に影響を受けます: ジッタ、レイテンシー
およびパケットロス。
 
 
RADIUSサーバ—リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）はネットワークサ
ービスを接続し、利用するデバイスのための認証機構です。 それは集中認証、許可およびア
カウンティング目的で使用されます。 RADIUSサーバはネットワークに入るログオン資格情
報を通してユーザのアイデンティティの確認によってアクセスを調整します。 たとえば、公
共 Wi-Fi ネットワークは大学構内にインストールされています。 パスワードがあるそれらの
学生だけこれらのネットワークにアクセスできます。 RADIUSサーバはユーザが入力するパ
スワードを確認し、アクセス許可か拒否は適切ようにアクセスします。
 
 
RSTP — Rapid Spanning Tree Protocol （RSTP）は STP の機能拡張です。 RSTP はトポロ
ジーの変更の後でより速いスパニングツリー 収束を提供します。 STP は RSTP が以内に設
定されたハロータイム 3 倍の応答する間、トポロジーの変更に応答する 30 から 50 秒かかる
場合があります。 RSTP は STP と逆方向に互換性があります。
 
 
SNMP： 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワークデバイスについての情
報を保存し、共有するためのネットワーク規格です。 SNMP はネットワーク管理、トラブル
シューティングおよびメンテナンスを促進します。
 
 
スパニングツリー— Spanning Tree Protocol （STP）はローカル エリア ネットワーク
（LAN）で使用されるネットワークプロトコルです。 STP の目的は LAN のためのループフ



リー トポロジーを確認することです。 STP は保証するアルゴリズムを通して 2 つのネット
ワークデバイス間にたった 1 つのアクティブパスがあることをループを取除きます。 STP は
トラフィックがネットワーク内の最短パスを可能な限り 奪取 するようにします。 STP はま
たバックアップ パスとしてアクティブパスが壊れた場合自動的に冗長パスを再び有効にする
ことができます。
 
 
SSL サーバ— Secure Sockets Layer （SSL）はインターネットのセキュリティ管理に主に使
用するプロトコルです。 HTTP と TCP 層の間にあるそれはプログラム 層を使用します。 認
証に関しては、SSL はプライベートキー オーナーを識別するために公開キーにデジタルで署
名し、区切られる証明書を使用します。 この認証は接続の間で助けます。 SSL の使用によ
って、証明書は認証プロセスの間に ITU-T 標準 X.509 に説明がある形式にあるブロックで交
換されます。 それから外部権限である認証局 （CA）によって、デジタルで署名する X.509
証明書は発行されます。
 
 
Syslog 集約— Syslog サービスはメッセージを単に受け入れ、ファイルで保存するか、また
は簡単なコンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに従って印刷します。
Syslog 集約は毎回例によってが行われることを同じ型の複数の syslog メッセージが画面で現
れないことを意味します。 ロギング集約を有効に することは特定のある一定の時間の間受け
取るシステムメッセージをフィルタリングすることを可能にします。 それは同じ型の少数の
syslog メッセージを収集します従って発生するが現われませんでしたり、規定の間隔でむし
ろ現われます場合。
 
 
TACACS+ — （TACACS+）高められた セキュリティの実装のためにユーザ名 および パスワ
ードによって認証 および 権限の提供によって使用される Cisco 独自のプロトコルは
Terminal Access Controller Access Control System（TACACS+）あります。 TACACS+ サー
バを設定するために、スイッチのすべてのコンフィギュレーション機能にユーザアクセスを
提供するユーザは特権 15 アクセスがなければなりません。 いくつかのスイッチは接続され
るユーザ全員が正しく設定された TACACS+ サーバによってネットワークで認証され、許可
することができる TACACS+ クライアントとして機能できます。 TACACS+ は IPv4 だけサ
ポートします。
 
 
TFTPサーバ—トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP） サーバはサーバです自動的に設
定を転送し、LAN のデバイスの間でファイルを起動するのに使用されている。 プロトコルは
簡単ですメモリ不足 使用方法を可能にする; ただし、この単純はまたプロトコルが容易に妥
協されるようにします。 従って、TFTP はインターネットとまれに使用されません。
 
 
VLAN： Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）はユーザの物理的な位置に関
係なく機能、エリア、またはアプリケーションで論理的にセグメント化されるスイッチド ネ
ットワークです。 VLAN は同じ物理的 な セグメントにあるようにネットワークでどこでも
見つけることができるが、通信するためにですポートまたはホストのグループ。 VLAN は物
理接続を変更しないで新しい VLAN にデバイスを移動することを許可によるネットワーク管
理の簡素化を助けます。
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