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スイッチのアクティブ化 Traceroute 設定 
目標
 

それがどのパス IP パケットがリモート宛先に到達するために奪取 するか判別するのに使用
する診察道具としてスイッチの Webベース ユーティリティへのログイン、Traceroute を使
用しなければならない時最初に。 これがネットワーク接続を渡って発生した問題を解決す
るのに使用することができます。 Traceroute は Time To Live （TTL）値の 3 つのユーザ デ
ータグラム プロトコル（UDP） データグラムの使用によって動作します。 TTL はネットワ
ークのデータの寿命を制限するメカニズムです。 パケットがルータに送信 される度に、
TTL 値は 1 つによって減少します。 TTL 値が 0 に達すれば、示すデータグラムは切れたこ
とをルータはインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP） Time Exceeded
Message （TEM）と対応します。
 
最初は、traceroute は 1 つという TTL 値の最初のルータに 3 つの UDP データグラムを送信
します。 最初のルータは traceroute 機能に情報を提供する ICMP TEM メッセージと対応し
ます。 次に、traceroute は 2 という TTL 値の 3 つのより多くの UDP データグラムを送信
します。 ルートに沿う第 2 ルータは ICMP TEM メッセージと対応します。 このプロセス
は宛先が到達するか、または設定された最大 TTL 値が達するまで続きます。 traceroute を
見なす traceroute が完了した、情報は Traceroute 表で表示する。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの traceroute 設定をアクティブにする提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチのアクティブ化 Traceroute 設定
 

Traceroute はパケットがターゲットホストへおよびデバイスに戻って IPパケットを送信 す
ることによって転送した IP ルーティングを検出します。 Traceroute ページは各ホップにデ
バイスとターゲットホスト間の各ホップ、とラウンドトリップ時間を示します。 スイッチ
の traceroute 設定を行うために、次の手順に従って下さい:
 
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表示 モード ドロップダ
ウン リストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
注: この例では、SG350X-48MP スイッチは使用されます。
 



●

●

 
注: 持っていれば Sx300 または Sx300 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキッ
プします。
 
ステップ 2. > Traceroute 『管理』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 3.ホストがホスト 定義 エリアで定義される望ましい方法に対応する Radio ボタン
をクリックして下さい。
 
次のオプションがあります。
 

ip address —ホストによって IP アドレスによって識別されます。
名指しで—ホストは名前によって識別されます。
 

 
注: IP アドレスによるこの例では、選択されます。
 
選択されたホストがステップ 3 の IP アドレスによって定義される場合ステップ 4. （オプシ
ョンの）は、IPバージョン エリアの望ましい IPバージョンに対応する Radio ボタンをクリ
ックします。
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次のオプションがあります。
 

バージョン 6 —ホストはバージョン 6 （IPv6）形式の IP アドレスによって Internet
Protocol（IP）識別されます。
バージョン 4 —ホストはバージョン 4 （IPv4）形式の IP アドレスによって Internet
Protocol（IP）識別されます。
 

 
注: この例では、バージョン 4 は選択されます。
 
ステップ 5. IPv4 アドレスが通信メッセージのために出典 IPv4 アドレスとして使用される
ソースインターフェイスを選択して下さい。 選択されたホスト 定義 フィールドが名指しで
あった場合、すべての IPv4 および IPv6 アドレスはこのドロップダウン フィールドで表示
する。 選択されたホスト 定義 フィールドが IP アドレスによって行った場合、IPバージョ
ン フィールドで規定 された型の既存の IP アドレスだけが表示する。
 

 
注: また、スイッチが自動的にソースインターフェイスを選択するように自動を選択できま
す。 この例では、192.168.1.119(VLAN1) は選択されます。
 
ステップ 6.ホスト IP アドレス/Name フィールドで宛先ホストのホスト アドレスか名前を
入力して下さい。
 

 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
ステップ 7.望ましい TTL に対応する Radio ボタンをクリックして下さい。 データグラムが
際限なくループすることを防ぐのにこれが使用されています。
 

使用を 30 のデフォルト値 default —使用して下さい。
ユーザが定義する— 1 および 255 の範囲間の値を入力して下さい。
 

 
注: この例では、使用 デフォルトは選択されます。
 
ステップ 8.望ましいタイムアウト値に対応する Radio ボタンをクリックして下さい。 タイ
ムアウト値はフレームは失われると宣言する前に戻すためにスイッチがフレームを待ってい
る時間です。
 

使用を 3.のデフォルト値 default —使用して下さい。
ユーザが定義する— 1 および 60 の範囲間の値を入力して下さい。
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注: ユーザが定義するこの例では 4 秒タイムアウト値と選択されます。
 
ステップ 9. traceroute を実行するために Traceroute を『Activate』 をクリック して下さい
。
 

 
Traceroute ページはステータス エリアの完了された traceroute のステータスを表示する。
この例では、ステータスは完全な Traceroute です。
 

 
Traceroute 表は次の情報を表示するものです:
 

index — ホップの番号。
宛先へのルートに沿う Host-a 停止。
ラウンド トリップ（3）時間を計るべき 1 および status —最初のから第 3 オペレーシ
ョンの最初のから第 3 フレームおよびステータスのための Round Trip Time （ミリ秒で
）。
 

ステップ 10. （オプションの）は前の Traceroute ページへの戻りに戻ってクリックします
。
 



 
今正常にスイッチの traceroute 設定をアクティブにする必要があります。
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