
300 シリーズによって管理されるスイッチのシ
ステム情報 

目標
 

この記事の目的は各パラメータが 300 シリーズによって管理されるスイッチで意味するか
何を基本 システム 情報を示すことであり。 この情報はあらゆるネットワーク管理者に役立
ち、ネットワークに関してはよりよいデシジョンを作るのを助けることができます。 また
。
 
この技術情報はよりよくネットワークのスイッチおよび目的を識別できる基本 システム 情
報を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

[Software Version]
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• 6.2.10.18 [他のすべての適当なデバイス]
  

総合システム 情報
 

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統計情報 > システ
ムの概略『Status』 を選択 し。 システムの概略ページは開きます:
 



 
次の情報はシステム情報 エリアで表示する:
 

• システムオペレーション モード—スイッチのオペレーションモードを表示する。 利用可
能 な 2 つのオペレーションモードがあります: TCP/IP のレイヤ2 およびレイヤ3 はオペレ
ーションモードを模倣します。 レイヤ2 オペレーションモードによって、スイッチはレイ
ヤ2スイッチとして完全に機能します。 レイヤ3 オペレーションモードによって、スイッ
チはレイヤ2スイッチとして機能しますが、またレイヤ3 タスクを行います。
 
• システム 記述—システムの記述。
 
• システムロケーション—スイッチの物理的な位置。 情報を変更するために『Edit』 をク
リック して下さい。
 
• システム接点—連絡 窓口の名前。 情報を変更するために『Edit』 をクリック して下さい
。
 
• ホスト名—スイッチの名前。 デフォルトで、スイッチ ホスト名はスイッチ MAC アドレ
スの 3 Cisco 810 シリーズと連結されるワード スイッチで構成されます。 情報を変更する
ために『Edit』 をクリック して下さい。
 

注: 『Edit』 をクリック する場合、知るために 300 シリーズによって管理されるスイッチの
記事システム設定 設定をシステム設定 情報を変える方法を参照して下さい。
 

• システム オブジェクトID —この製品のためのユニークな SNMP オブジェクトID。
 
• システム稼働時間—時間は最後の再度ブートする以来経過しました。
 
• 現在のタイム現在のシステムの時刻。
 



• 基礎 MAC アドレス— MAC アドレスを切り替えて下さい。
 
• ジャンボ フレーム—ジャンボフレームサポート ステータス。 このサポートはポート設定
 ページのイネーブルまたはディセーブルである場合もあります。 ジャンボ フレームは有
効に なり、スイッチがリブートされる後やっと実施されますサポートします。 ジャンボ
フレームは 1500 バイトまたは多くのサイズのイーサネットフレームです。
 

スイッチの利用可能 な サービスについての情報は TCP/UDP サービス ステータス エリアで
見つけられます:
 
注: TCP/UDP サービスのステータスを変えたい場合『Edit』 をクリック して下さい。
Services ページ TCP/UDP は開きます。 知るために 300 シリーズによって管理されるスイ
ッチの記事ビュー TCP/UDP サービス ステータスを TCP/UDP サービスのステータスを変
える方法を参照して下さい。
 

• HTTP サービス— HTTP サービスの現在のステータスを（イネーブルかディセーブル
）表示する。
 
• HTTPS サービス— HTTPS サービスの現在のステータスを（イネーブルかディセーブル
）表示する。 HTTPS は HTTP のセキュア バージョンです。
 
• SNMP サービス— SNMP （簡易ネットワーク管理プロトコル）サービスの現在のステー
タスを（イネーブルかディセーブル）表示する。 SNMP はネットワーク環境を管理および
コントロールするためにツールを提供します。
 
• Telnetサービス— Telnetサービスの現在のステータスを（イネーブルかディセーブル）表
示する。 Telnet はプロトコルですネットワークのリモート 接続を確立することを可能に
する。
 
• SSH サービス— SSH （セキュアシェル）サービスの現在のステータスを（イネーブル
かディセーブル）表示する。 SSH は、telnet のような、ネットワークのリモート 接続を
確立することを可能にしますが SSH は Telnet よりより多くのセキュリティを提供します
。
 

次の情報はソフトウェア情報 エリアで表示する:
 

• ファームウェアのバージョン（アクティブなイメージ） —現在使用中であるソフトウェ
ア イメージのファームウェアのバージョン 番号。
 
• ファームウェア MD5 チェックサム（アクティブなイメージ） —アクティブなイメージ
の MD5 チェックサム。 MD5 はデータを暗号化するハッシュ アルゴリズムです。 この場
合、ファームウェアはファームウェア データのデータ統合および保護を目的に MD5 チェ
ックサム値を、生成 します。
 
• ファームウェアのバージョン（非活動的な） —非アクティブ ソフトウェア イメージのフ
ァームウェアのバージョン 番号。
 
• ファームウェア MD5 チェックサム（非活動的な） —非アクティブ ソフトウェア イメー
ジの MD5 チェックサム。 300 シリーズによって管理されるスイッチが 2 まで異なるファ
ームウェアを備える場合があるので各ファームウェアにデータ統合の自身の MD5 チェッ
クサム値があります。
 
• ブート version — ブートイメージ バージョン番号。
 
• ブート MD5 チェックサム—ブートイメージの MD5 チェックサム。
 



• ロケール—最初の言語のロケール。
 
• 言語 バージョン—アクティブなイメージのプライマリ 言語のファームウェアのバージョ
ン。
 
• 言語 MD5 チェックサム—言語ファイルの MD5 チェックサム。
 
• シリアル番号—スイッチのシリアル番号を表示する。
 
• PID VID —スイッチの部品番号およびバージョン ID を表示する。
 

スイッチが可能な PoE である場合次の一般 PoE 統計情報および設定はまた表示するありま
す。
 

• 最大 利用可能 な PoE 電源（w） — W の PoE によって提供することができる最大 利用
可能 な電源。
 
• 総 PoE 消費電力（w） —渡される総 PoE 電源は W の PoE デバイスを接続しました。
 
• PoE 電源モード— Power over Ethernet （PoE）デバイスはスイッチから動力を与えられ
ます。 デバイスは接続されるポートからの電源を奪取 します。 スイッチは電源モードに
よって 2 つの方法にページを制限します。 
 

–ポート限界—これは Properties ページ PoE で設定されます。 電源は特定のワット数に
制限され、これらの設定をアクティブにするために、システムは PoE ポート制限モード
にある必要があります。
 
–クラス限界—これは Properties ページ PoE で設定されます。 接続装置のクラスに基づ
く電源は限られてこれらの設定をアクティブにするために、システムは PoE ポート制限
モードにある必要があります。
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