
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのアド
レス解決プロトコル（ARP）の設定 

目標
 

アドレス解決プロトコル（ARP）はテレコミュニケーション プロトコルですリンク 層 アド
レスにネットワークレイヤアドレスを解決するのに使用されている。 スイッチは接続され
たサブネットに直接あるすべてのデバイスのための ARPテーブルを維持します。 スイッチ
がローカルデバイスにパケットを送信するか、またはルーティングする必要がある時はいつ
でも最初にデバイスの MAC アドレスを得るために ARPテーブルを検索します。 ARP はま
たトラブルシューティングを行うのに非常に有用です。
 
ARP 設定は次がされることを必要とします:
 

1. ARP 設定がレイヤ2 モードかレイヤ3 モードで機能する必要があるかどうか選択して下
さい。 この設定が変更される必要がある場合 Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの
記事スタック設定を参照して下さい。 
2. VLAN を作成して下さい; これはスイッチがレイヤ2 モードにあるときデフォルトで作成
されるマネージメントVLAN だけで動作するのでスイッチがレイヤ3 モードにあるときだ
けされます。 この設定は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの記事 VLAN 作成で見
つけることができます。 
3.スイッチが IPコンフィギュレーション > 管理および IPインターフェイス > IPv4 インタ
ーフェイスの下で設定することができるレイヤ3 モードにあるときだけ作成される IPv4 イ
ンターフェイスを作成して下さい。 
4. ARP を、これカバーされますこの技術情報で設定して下さい。
 

スイッチがまたレイヤ3 モード プロキシARP に設定することができればあれば。 プロキシ
ARP はある特定のネットワークのデバイスがそのネットワークにないネットワーク アドレ
スのための ARP クエリに応答する方式です。 プロキシARP は位置について着信トラフィ
ックが送信先どこにである知り、ARP要求の答えとして自身の MAC アドレスを与えますか
。 この技術情報はまたスイッチの ARP プロキシを有効に する方法を説明します。 ARP プ
ロキシがこのページで有効に なれば、すべてのインターフェイスで有効に なります。
 
この技術情報はレイヤ2 およびレイヤ3 両方モードの ARP の設定のためのステップを説明
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]
 

• 1.3.0.62
  

基本的な ARP 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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し、（レイヤ2 はまたは 3）層になります。 ARP ページは開きます:
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=2590
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ステップ 2.ダイナミック アドレスが ARPエントリ エージング アウトする フィールドの
ARPテーブルに残す場合がある秒数を入力して下さい。 ダイナミック アドレスは表の時間
以降に超過します ARPエントリ エージング アウトする時間を老化します。 ダイナミック
アドレスは老化するとき表から削除され、それが再度学ばれるときだけ表に追加されます。
レイヤ2 モードのデフォルト値はレイヤ3 モードのための 300 および 60000 です。
 

 
 
ステップ 3.システム明白にクリアされるべき ARPエントリの種類に ARPテーブルエントリ
フィールドから対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 全すべてのスタティックおよびダイナミック アドレスをすぐに削除します。
 
• dynamic —すべてのダイナミック アドレスをすぐに削除します。 ダイナミック アドレス
は ARP応答からスイッチ gets 追加されます従って設定された 時間以降にエージング・ア
ウトします。 
 
• static —すべてのスタティック アドレスをすぐに削除します。 スタティック アドレスは
手動で設定されます従って時間とエージング・アウトしません。
 
• 正常な経過時間設定された ARPエントリに基づく削除ダイナミック アドレスは時間をエ



ージング・アウトさせます。 
 

ステップ 4.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

レイヤ2 モードの ARP 設定
 
ARPテーブルへの Add エントリ
 

注: このプロシージャの前に基本的な ARP 設定を参照しなければならないことができます
。
 
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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し。 ARP ページは開きます:
 

 
 
ARPテーブルは次のフィールドを表示する。
 

• interface — IPデバイスが常駐する直接接続された IPサブネットの IPv4 インターフェイ
ス。
 
• ip address — IPデバイスの IP アドレス。
 
• MAC アドレス— IPデバイスの MAC アドレス。
 
• エントリが手動で入力されるか、または動的に学習されたかどうか status —。
 

ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 ARPエントリ ウィンドウは現われます
。
 

 
 
IPバージョン フィールドはホストによってサポートされる IPアドレスフォーマットを表示
する。 IPv4 だけサポートされます。
 



注: インターフェイス フィールドはスイッチの IPv4 インターフェイスを表示する。 レイヤ
2 モードに関しては、たった 1 直接接続された IPサブネットがありますマネージメント
VLAN に常にある。 ARPテーブルのすべてのスタティックおよびダイナミック アドレスは
マネージメントVLAN に常駐します。 
 

 
 
ステップ 3. IP address フィールドでローカルデバイスの IP アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 4. MAC Address フィールドでローカルデバイスの MAC アドレスを入力して下さ
い。
 

 
 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい ARPエントリを実行コンフィギュレーション
ファイルに書きます。
 

 
  

ARPエントリを編集して下さい
 

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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し。 ARP ページは開きます:
 



 
 
呼び出します。 望ましいエントリをチェックし、『Edit』 をクリック して下さい。 編集
ARPテーブル ページは開きます:
 

 
 
ステップ 3.望ましいフィールドを編集して下さい。 フィールドの記述は記事の ARPテーブ
ル部分への Add エントリのステップ 1 に 4 で見つけることができます。 フィールドのステ
ータスはスタティックまたはダイナミックに変更することができます。
 

 
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定は適用します。
 

 
  

削除 ARPエントリ
 

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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し。 ARP ページは開きます:
 



 
 
呼び出します。 望ましいエントリをチェックし、『Delete』 をクリック して下さい。 イン
ターフェイスは削除されます。
 

 
  

レイヤ3 モードの ARP 設定
 
ARPテーブルへの Add エントリ
 

注: このプロシージャの前に基本的な ARP 設定を参照しなければならないことができます
。
 
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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し。 ARP ページは開きます:
 

 
 
ARPテーブルは次のフィールドを表示する。
 

• interface — IPデバイスが常駐する直接接続された IPサブネットの IPv4 インターフェイ
ス。
 
• ip address — IPデバイスの IP アドレス。
 
• MAC アドレス— IPデバイスの MAC アドレス。
 
• エントリが手動で入力されるか、または動的に学習されたかどうか status —。
 

呼び出します。 レイヤ3 モードにフィルタ フィールドがあります。 インターフェイスの種
類をフィルタ フィールドのドロップダウン リストから選択し、『Go』 をクリック して下
さい。
 
ステップ 3. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 ARPエントリ ウィンドウは現われます
。



 
 
IPバージョン フィールドはホストによってサポートされる IPアドレスフォーマットを表示
する。 IPv4 だけサポートされます。
 
ステップ 4 レイヤ3 モードの場合、IPv4 インターフェイスはポート、ラグ、または VLAN
で設定することができます。 設定された IPv4 アドレスのリストから必要である IPv4 イン
ターフェイスを選択して下さい。 
 
注: 上のイメージで IPv4 アドレスで設定されないのでポートおよびラグは選択することが
できません。 遅れ設定に関しては、Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの記事リンク
集約 グループ（遅れ）管理および設定を参照して下さいおよび IPv4 アドレスによってポー
トを割り当てて下さい。
 

 
 
ステップ 5. IP address フィールドでローカルデバイスの IP アドレスを入力して下さい。
 

 
 
ステップ 6. MAC Address フィールドでローカルデバイスの MAC アドレスを入力して下さ
い。
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ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい ARPエントリを実行コンフィギュレーション
ファイルに書きます。
 

 
  

ARPエントリを編集して下さい
 

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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し、（レイヤ2 はまたは 3）層になります。 ARP ページは開きます:
 

 
 
呼び出します。 望ましいエントリをチェックし、『Edit』 をクリック して下さい。 編集
ARPテーブル ページは開きます:
 

 
ステップ 3.望ましいフィールドを編集して下さい。 フィールドの記述は記事の ARPテーブ
ル部分への Add エントリのステップ 1 に 6 で見つけることができます。 ステータスはスタ
ティックまたはダイナミックに変更することができます。



注: 上のイメージで IPv4 アドレスで設定されないのでポートおよびラグは選択することが
できません。 遅れ設定に関しては、Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの記事リンク
集約 グループ（遅れ）管理および設定を参照して下さいおよび IPv4 アドレスによってポー
トを割り当てて下さい。
 

 
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定は適用します。
 

 
  

ARP 設定を削除するため
 

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 IPコンフィギュレ
ーション > ARP を選択し。 ARP ページは開きます:
 

 
 
呼び出します。 望ましいエントリをチェックし、『Delete』 をクリック して下さい。 エン
トリは削除されます。
 

 
  

レイヤ3 モードの ARP プロキシコンフィギュレーション

ukp.aspx?vW=1&articleid=2860
ukp.aspx?vW=1&articleid=2860
ukp.aspx?vW=1&articleid=2860


ステップ 1. IPコンフィギュレーション > ARP プロキシ（3） 層を選択する 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。 ARP プロキシ ページは開きます:
 

 
 
呼び出します。 スイッチがリモートで見つけられるノードのためのスイッチの MAC アドレ
スの使用によって ARP要求に答えることを可能にするように ARP プロキシ フィールドの
イネーブルをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定は適用します。
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