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スイッチの設定 IPv4 スタティック・ルート設定 
目標
 
この技術情報は方法で手順を Webベース ユーティリティによるスイッチの IPv4 スタティック・
ルートを設定する提供します。
  
概要
 
スタティック ルーティングはルータの経路選択の設定を示します。 メカニズムのこの型はネット
ワークの現在のトポロジーに関するルータ間の通信がない時起こり、こうして、スイッチのルー
ティング表へのルーティングを手動で設定することは推奨されます。 スタティック・ルートはス
イッチ CPU のオーバーヘッドを減らすのを助けます。 この機能はまたある特定のネットワーク
へのアクセスを拒否することを可能にします。
 
ルーティングトラフィックが最も長いプレフィクス一致（LPM）アルゴリズムに従って、次のホ
ップ決定される時。 宛先 IPv4 アドレスは IPv4 スタティック ルート表の複数のルーティングを
一致するかもしれません。 デバイスは最も高いサブネットマスクと一致されたルートを、すなわ
ち、最も長いプレフィクス一致使用します。 複数のデフォルト ゲートウェイが同じメトリック値
と定義される場合、すべての設定済みデフォルトゲートウェイ間のからの最も低い IPv4 アドレス
は使用されます。
 
注: CLI によってスイッチの IPv4 スタティック・ルート設定を行う方法に関する説明に関しては
ここをクリックして下さい。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

Sx300 | 1.4.8.06 （遅のダウンロード）
Sx350 | 2.3.0.130 （遅のダウンロード）
SG350X | 2.3.0.130 （遅のダウンロード）
Sx500 | 1.4.8.06 （遅のダウンロード）
  

設定 IPv4 スタティック・ルート
 
によって‑によって接続される IP サブネット スタティック ルートをデバイスが DHCP サーバか
ら IP アドレスを得る直接設定できません。 スイッチの静的な IPv4 インターフェイスを設定する
ために、手順のためにここをクリックして下さい。
 
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それから IP 設定 >IPv4 管理お
よびインターフェイス > IPv4 スタティック・ルートを選択します。
 
注: 利用可能なメニュー オプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 この例で
は、SG350X-48MP は使用されます。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5241-configuring-the-ipv4-management-interface-on-sg350xg-and-sg5.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5241-configuring-the-ipv4-management-interface-on-sg350xg-and-sg5.html
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次のフィールドは IPv4 スタティック・ルート表で表示されます:
 

宛先 IP プレフィクス-宛先 IP アドレス プレフィクス。
プレフィックス長-宛先 IP のための IP ルート プレフィクス。
ルート型-ルートはリジェクトまたはリモートであるかどうかルーティングして下さい。
次のホップ ルータのIP アドレス-ルートの次のホップ IP アドレスか IP エイリアス。
メトリック-このホップのコスト。 より低い値は推奨されます。
アウトゴーイング インターフェイス-このルートのためのアウトゴーイング インターフェイ
ス。
 

 
注: ルーティングエントリのための IP SLA オブジェクト トラッキング ID を定義して規定 された
次のホップによってリモートネットワークに接続をチェックします。 接続がない場合、オブジェ
クト トラック ステータスはに設定 され、ルータはフォワーディング表から取除かれます。
 
ステップ 2.新しいスタティック ルートを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.宛先 IP プレフィクス フィールドで宛先 IP アドレス プレフィクスを入力して下さい
。
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注: この例では、192.168.1.0 は使用されます。
 
ステップ 4 マスク エリアで、次のオプションから選択して下さい:
 

ネットワーク マスク-宛先 IP のための IP ルート マスク。 このオプションが選択される場合
、ネットワーク Mask フィールドでサブネットマスクを入力して下さい。
プレフィックス長-宛先 IP のための IP ルート プレフィクス。 このオプションが選択される
場合、プレフィックス長フィールドでルート ネットワーク アドレスのビットの数を入力して
下さい。
 

 
注: この例では、プレフィックス長は選択され、24 は入ります。 これは 255.255.255.0 ネットワ
ーク マスクに変換します。
 
ステップ 5.次のオプションからのルート型をクリックして下さい:
 

リジェクト-ルートを拒否し、すべてのゲートウェイで相手先ネットワークにルーティングす
ることを止めます。 これはフレームがこのルートの宛先 IP と到着すれば、廃棄されるよう
にします。 このオプションを選択して次のホップ IP アドレス、メトリックおよび IP SLA ト
ラック制御無効に します。
リモート-ルートがリモート パスであることを示します。 このオプションが選択される場合
、ステップ 8.にスキップして下さい。
 

 
注: この例では、リモートは選択されます。
 
次のホップ ルータのIP アドレス フィールドのステップ 6. （オプションの）は、ルートの次のホ
ップ IP アドレスか IP エイリアスを入力します。
 

 
注: この例では、192.168.100.1 は入ります。
 
メトリック領域のステップ 7. （オプションの）は、次のホップへのアドミニストレーティブ デ
ィスタンスを定義するために Radio ボタンをクリックします。 オプションは次のとおりです:
 

使用 デフォルト-デフォルト値は 4. です。
ユーザが定義する-このオプションが選択される場合、対応するフィールドでアドミニストレ
ーティブ ディスタンスを入力して下さい。 範囲は 1 から 255 です。
 

 
注: ユーザが定義するこの例では選択され、2 つは使用されます。
 
ステップ 8.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
注: この例では、192.168.1.0 ネットワークへのスタティック ルートは 192.168.100.0 によって確
立されます。 定義されたアドミニストレーティブ ディスタンスは 2.です。 ルートは IP アドレス
192.168.100.1 が付いているルータに行きます。
 
ステップ 9.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 IPv4 スタティック・ルート設定を行いました。
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