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Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのスタ
ック設定 

目標
 

Sx500 のスタッキングは 1 論理的なスイッチとして割り当てをスタックのすべてのスイッ
チの設定および管理切り替えます。 スタックされたスイッチの何れかのすべてのポートが
スタックでマスター ユニットから使用され、設定することができるか単一 ユニットとして
スタックを捉えることができます。
 
この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのスタックを設定する方法を説明しま
す。
  

適当なデバイス
 

Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

1.2.7.76
  

最初のスタック設定
 

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 > システム・モー
ド『管理』 を選択 し、管理をスタックし。 システム・モードおよびスタック 管理 ページ
は開きます:
 

 
動作状態 エリアは次の情報を表示する:
 

スタック モード—デバイスがの一部スタックであるかどうか表示する。
 

–スタンドアロン—スイッチはスタックの一部でし、単独で機能します。
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–ネイティブ スタッキング—スイッチはスタックの一部で、ユーザコンフィギュレーショ
ンに基づいてマスター・スレーブ/バックアップとして機能します。
 

スタック トポロジー—スイッチがスタックの一部である場合、このフィールドはどのような
スタック トポロジーが使用中であるか表示する。
 

 
–チェーン—スイッチはチェーン トポロジーを使用するスタックの一部です。 上記の実
例は例チェーン スタック トポロジーを示します。 チェーン スタック トポロジーに完全
な冗長性がありません。 スタック ケーブル接続が失敗した場合、2 つのスイッチ スタッ
クは形成されます。
 
注: スイッチ スタックはスタック ケーブルが方向づけられ、マスタスイッチ 選択プロセ
ス使用されるかかどのようにどのスタック ポートがに基づいて異なるかもしれません。
 

 
– ring — スイッチはリング型トポロジーを使用し、完全な冗長性があるスタックの一部
です。 上記の実例はリング スタック トポロジーの例を示します。 スタック ケーブル接
続がリング型トポロジーに失敗した場合、スタックはチェーン トポロジーに戻りますが
、1 スタックとして機能することをまだ。 不良なリンクを修理するか、リング型トポロ
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ジーに戻るためにまたは取り替えて下さい。
 
注: スイッチ スタックはスタック ケーブルが方向づけられ、マスタスイッチ 選択プロセ
ス使用されるかかどのようにどのスタック ポートがに基づいて異なるかもしれません。
 

システム・モード—スタックのデバイスがレイヤ2 またはレイヤ3 モードにあるかどうか表示
する。 レイヤ3 モード ルーティング機能。
スタック マスター ユニットがどのように選択されたかマスター選択 status — ディスプレイ
。 可能性のある オプションは次のとおりです:
 

–自動マスター選択—マスターは自動的に選択されます。
 
–強制マスター—マスターが選択され、強制されるユーザであることを表示します。 再度
ブートするの後でさえも、スイッチはこのオプションが選択される場合マスターに残り
ます。 スタック 装置番号 ドロップダウン リストから望ましい強制マスターを選択して
下さい。 詳細についてはステップ 5 を参照して下さい。
 
–タイムの上のシステムはマスターが各セグメントが 10 分であるスイッチ間で交換され
る回数セグメント（アップ タイム）に基づいて選択されることを表示します。 高頻度は
マスターです。
 
–スイッチは同じ時間があればユニットは id —最も低いユニット ID に基づいてそれから
マスターを選択されますセグメント化します。
 
– MAC アドレス—スイッチが同じユニット ID をまた備えている場合、マスターは最も低
く利用可能 な MAC アドレスに基づいて選択されます。
 

 
ステップ 2.スタックが再度ブートするの後のレイヤ2 またはレイヤ3 モードのあることであ
るかどうか定義するためにシステム Mode フィールドの Radio ボタンをクリックして下さ
い。 マスタスイッチがレイヤ2 またはレイヤ3 モードで設定されるとき、スレーブ スイッ
チはまた自動的に変更されます。
 
注: スタックで接続されるすべてのデバイスは同じシステム・モードにあるはずです。
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ステップ 3 スタック 管理設定表のスタック設定を変更したいと思うスイッチの隣でチェッ
クボックスをチェックして下さい。
 
スイッチの次の情報は表示する:
 

スタック 装置番号—スタックのスイッチのユニット ID。
モデル name — スイッチのモデル名前。
スタック接続 1 —最初のスタック ポートの情報。 これが使用されていましたり、解決するか
、またはスタック接続を理解するのに設定します。
 

– port — スタック ポートの ID。 例： S1 か XG1。
 
–速度—最初のスタック ポートの速度。
 
– neighbor —現在のスイッチのネイバー最初のスタック ポートに接続される。
 

スタック接続 2 —第 2 スタック ポートの情報。 これが使用されていましたり、解決するか
、またはスタック接続を理解するのに設定します。
 

– port — スタック ポートの ID。 例： S1 か XG1。
 
–速度—第 2 スタック ポートの速度。
 
– neighbor —現在のスイッチのネイバー第 2 スタック ポートに接続される。
 

 
ステップ 4.スタック ユニット モード ドロップダウン リストからネイティブ スタッキング
を選択して下さい。
 



 
ステップ 5.スタック 装置番号 ドロップダウン リストからスタックのスイッチのための装置
番号を選択して下さい。 システムのようにユニットに番号を付けた場合自動を選択して下
さい。 ユニットに指定装置番号を割り当てるために、2、3、か 4 『1』 を選択 して下さい
。 ユニットをし場合 1 強制マスターか割り当て番号が付いている、再度ブートするの後で
それにマスター ユニットをたいと思う 2 強制マスターを選択して下さい。
 

 
ステップ 6.スタック ポート ドロップダウン リストからのスタッキングに使用するべきスイ
ッチのポートのペアを選択して下さい。
 
注: 銅線 イーサネットケーブル スイッチを一緒にスタックしたらのに使用されている場合
S1-S2 コンボ 1G を選択して下さい。 スイッチを一緒にスタックしたらのに光 ファイバ ケ
ーブルが使用されている場合 G3/G4 を選択して下さい。
 

 
ステップ 7.スタック ポート速度ドロップダウン リストからスタックのポート速度を選択し
て下さい。 有効値は 1G （1 ギガビット）および 5G （5 ギガビット）です。 接続が 100
Mbps である場合、1G オプションだけがドロップダウン リストで利用できます。 ポート速
度はスタックに接続されるすべてのスイッチに同じであるはずです。
 



 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック し、行われた設定が付いているデバイスをリブートする
ためにリブートして下さい。 スイッチはリブートするべき 1 から 2 分かかります。
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