
200/300 シリーズのリンク 集約 グループ（遅れ
）設定はスイッチを管理しました 

目標
 

リンク 集約 グループ（ラグ）がマルチポートをリンクするのに使用されています。 ラグは
帯域幅を増加し、ポート 柔軟性を高め、ポート 使用方法を最適化するために 2 つのデバイ
ス間のリンク冗長性を提供します。 Link Aggregation Control Protocol （LACP）は単一 論
理チャネルを形成するために複数の物理ポートを組み込むのに使用する IEEE 仕様
（802.3ad）の一部です。 LACP もダイナミック ラグのどのポートがアクティブであるか判
別するのに使用されています。
 
記事は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの遅れ管理、遅れ設定および LACP
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
  

ラグ管理
 

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管理 > リンク 集
約 > ラグ管理を『Port』 を選択 し。 ラグ管理 ページは開きます:
 



 
ステップ 2.ロード バランス アルゴリズム フィールドの望ましいアルゴリズムのそれぞれ
Radio ボタンをクリックして下さい。 ロード バランシングは方式 リソース使用を最適化す
るネットワークのその最大化スループットです。
 

• MAC アドレス—ロード バランシングはすべてのパケットの送信元および宛先 MACアド
レスに基づいていました実行された。
 
• IP/MAC アドレス—ロード バランシングは IP パケットのおよび非 IP パケットに送信元
および宛先 MACアドレスによる送信元および宛先 IP アドレスに基づいていました実行さ
れた。
 

ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

ラグのメンバーのポートを定義して下さい
 

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管理 > リンク 集
約 > ラグ管理を『Port』 を選択 し。 ラグ管理 ページは開きます:
 



 
ステップ 1.編集したいと思う遅れの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 2.ラグを設定するために『Edit』 をクリック して下さい。 編集ラグ ウィンドウは
現われます。
 

 
ラグ ドロップダウン リストからのステップ 3. （オプションの）は設定したいと思うラグを
選択します。
 
ステップ 4. （オプションの）はラグ Name フィールドでラグの名前を入力します。
 
ラグの Link Aggregation Control Protocol （LACP）を有効に するステップ 5. （オプション
の）チェック LACP。 LACP はラグが 16 までのポートがあることを可能にします。
 
注: LACP はポートがラグに追加される前にしか有効に しないことができます。



ステップ 6.ポートリスト フィールドのラグに追加することを望むポートを選択して下さい
。
 
ステップ 7.ラグの特定のポート メンバーを作るために『>』 をクリック して下さい。
 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

ラグ設定
 

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管理 > リンク 集
約 > ラグ設定を『Port』 を選択 し。 Settings ページ遅れは開きます:
 

 
ステップ 2.編集したいと思う遅れの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.ラグを設定するために『Edit』 をクリック して下さい。 編集遅れ Settings ウィ
ンドウは現われます。
 



 
ラグ ドロップダウン リストからのステップ 4. （オプションの）は設定するためにラグを選
択します。 遅れ Type フィールドは遅れから成り立つポートの種類を表示する。
 
ステップ 5. （オプションの）は Description フィールドでラグの名前を入力します。
 
ステップ 6.管理 ステータス フィールドの望ましい遅れステータスに対応する Radio ボタン
をクリックして下さい。 動作状態 フィールドは遅れの現在のステートを表示する。
 

• の上—ラグはアップし、正常に動作しています。
 
• down —遅れはおよび正常に動作していません。
 

ステップ 7. （オプションの）チェックはロックされたポート セキュリティか ACL コンフ
ィギュレーションによって無効に なったラグを再稼働するために中断されたラグを再稼働
します。
 
admin オートネゴシエーションを有効に するステップ 8. （オプションの）チェック管理上
のオートネゴシエーション。 2 人のリンク相手を伝送速度およびフロー制御を互いに送信
する割り当てるオートネゴシエーションはプロトコルです。 操作上オートネゴシエーショ
ン フィールドはオートネゴシエーションの現在のステートを表示する。
 
ステップ 9.管理上の速度フィールドの望ましい遅れ速度に対応する Radio ボタンをクリッ
クして下さい。 操作上ラグ速度フィールドは現在のラグ速度を表示する。
 

• 10M —遅れは 10 Mbps 速度を使用します。
 
• 100M —遅れは 100 Mbps 速度を使用します。
 
• 1000M —遅れは 1000 Mbps 速度を使用します。
 

ステップ 10： 管理上のアドバタイズメント フィールドでアドバタイズされる望ましいラグ



機能に対応するボックスをチェックして下さい。 操作上アドバタイズメント フィールドは
リンクされたラグにアドバタイズされる速度を表示する。
 

• 最大機能—すべてのラグ速度 および デュプレックス モード設定は受け入れることができ
ます。
 
• 10 全遅れは 10 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード設定をアドバタイズします。
 
• 全 100 つは遅れ 100 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード設定をアドバタイズしま
す。
 
• 1000 全遅れは 1000 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード設定をアドバタイズしま
す。
 

ステップ 11.管理上のフロー制御 フィールドの望ましいフロー制御に対応する Radio ボタ
ンをクリックして下さい。 フロー制御はデータが効率的なペースで処理することができる
ようにデバイス間のデータフローを管理します。 操作上フロー制御 フィールドはフロー制
御設定と指定されるユーザを表示する。
 

• enable — フロー制御は遅れで有効に なります。
 
• disable — フロー制御は遅れで無効に なります。
 
• オート ネゴシエーション—オート ネゴシエーションがフロー制御がべきであるイネーブ
ルまたはディセーブルだったかどうか確認するのに使用されています。
 

ステップ 12： （オプションの）アップリンクによってラグを保護するために保護されたラ
グ フィールドのイネーブルをチェックして下さい。 これはラグに同じ VLAN を共有するイ
ンターフェイス間のレイヤ2 分離のための保護されたポートをします。 保護されたポート
は同じスイッチの他のどの保護されたポートにトラフィックを転送しません。
 
ステップ 13： [Apply] をクリックします。
  

ポート LACP パラメータ設定の設定
 

Link Aggregation Control Protocol （LACP）がラグのポートに優先順位をつけるのに使用さ
れています。 ダイナミック ラグは同じ型の 16 までのポートがある場合があります 8 つだ
けは一度にアクティブである場合もあります。 ラグに 8 つ以上のポートがあるとき、スイ
ッチは LACP ポートプライオリティをどのポートがアクティブになるか判別するのに使用
します。
 
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 LACP ページが開
く LACP > 管理 > リンク 集約を『Port』 を選択 し、:
 



 
ステップ 2. LACP システム 優先順位フィールドで LACP 優先順位を入力して下さい。
LACP 優先順位がラグかへのどのデバイスコントロール ポートの選択判別するのに使用さ
れています。 より低い値を用いるデバイスに高優先順位があります。 スイッチに両方とも
同じ LACP 優先順位がある場合、より低い MAC アドレスのスイッチはポートの選択の指定
されたコントロールです。
 

 
ステップ 3.編集したいと思うポートの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 4.ポートを設定するために『Edit』 をクリック して下さい。 編集ラグ ウィンドウ
は現われます。



 
ポート ドロップダウン リストからのステップ 5. （オプションの）は設定するためにポート
を選択します。
 
ステップ 6. LACP ポートプライオリティ フィールドでポートプライオリティの値を入力し
て下さい。 下部の値、より高い優先順位 ポート持っていますラグで。
 
ステップ 7.望ましい LACP タイムアウトに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
これは LACP プロトコル データ ユニット（PDUS）が送信 されるか、または受け取られる
間隔を判別します。
 

• ずっと送信 されたか、または受け取った LACP PDU と次の連続した LACP PDU 間の間
隔は長いです（30 秒）。
 
• 短い送信 されたか、または受け取った LACP PDU と次の連続した LACP PDU 間の間隔
は短いです（1秒）。
 

ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
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