
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの IPv6
インターフェイスコンフィギュレーション 

目標
 

IPv6 はより多くの IP アドレスのアロケーションを許可するために IPv4 を取り替えるよう
に設計されているインターネット プロトコルです。 Sx500 シリーズによって管理されるス
イッチのインターフェイスは最初に IPv4 デバイスに接続されるために設定されます。 これ
らのインターフェイスは IPv6 を許可するために再構成することができます。
 
IPv6 の前にされる次のコンフィギュレーション必要は設定されます:
 

1. IPv6 インターフェイスコンフィギュレーションがレイヤ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。 されるべきこの設定のための 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 が IPv6 インターフェイスの割り当てのために選択されたら VLAN を、この設定 
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作成
して下さい。 
3. ISATAP トンネルが IPv6 インターフェイスの割り当てのためにそして設定される IPv6
トンネル必要選択される場合、IPv6 トンネルを設定して下さい。 これは Sx500 シリーズ
スタック 可能 スイッチの IPv6 トンネルの記事設定で見つけることができます。 
4. ICMPv6 によって生成されるエラーメッセージのタイムインターバルを規定 するために
必要である IPv6 グローバルコンフィギュレーションを設定して下さい。 これは Sx500 シ
リーズ スタック 可能 スイッチの記事 IPv6 グローバルコンフィギュレーションで見つける
ことができます。 
5.この技術情報でカバーされる設定 IPv6 インターフェイス。
 

リアルタイム シナリオでは、他のコンフィギュレーションがはたらくことができるように
コンフィギュレーション サポート IP バージョン 6 のいくつか従ってこの記事で示されてい
る設定は完了する必要があります。 IPv6 をサポートする設定のための 1 つのそのような例
は SNMPコミュニティ 設定である場合もあります。
 
この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの IPv6 インターフェイスを設定する方
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]
 

• v1.2.7.76
  

IPv6 インターフェイスコンフィギュレーション
 
IPv6 インターフェイスを追加して下さい
 

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 > マネージメント
インターフェイス > レイヤ2 モードのための IPv6 インターフェイス 『管理』 を選択 する



か、または IPコンフィギュレーション > マネージメントインターフェイス > レイヤ3 モー
ドのための IPv6 インターフェイスを選択し。 Interfaces ページ IPv6 は開きます:
 
注: レイヤ2 およびレイヤ3 モードのためのナビゲーション パスは異なっていますが、設定
は両方のモードのため同じです。
 

 
ステップ 2. IPv6 インターフェイス テーブルの新しいインターフェイスを追加するために『
Add』 をクリック して下さい。 追加 IPv6 インターフェイス ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3.ポートのための望ましい Radio ボタンを、遅れ、IPv6 からの IPv6 を設定する
ISATAP がトンネル フィールドをインターフェイスさせる VLAN クリックすれば。
 

• ユニット/スロットは port — スタックおよびスロット 番号のユニットを選択し、（1 ま
たは 2）。 ユニットはスタンドアロン モデルのための 1 です。 ユニットはスタックのス
イッチの位置を表し、スロット 番号 2 が SF500 デバイスを識別する間、スロット 番号 1
は SG500 または SG500X デバイスを識別します。 ポート ドロップダウン リストから設
定したいポートを選択して下さい。
 
• ラグ—場合のデバイスに接続するシングル ポートとしてマルチポートを利用するのに使
用することができるそれ。
 
• vlan —それはそれがデバイス部分である VLAN によって設定することができます。
 
• ISATAP —それは IPv4 ネットワーク上の伝達のための IPv4 パケット内の IPv6 パケット
のカプセル化を有効に します。 IPv6 は ISATAP トンネルインターフェイスで直接設定す
ることができません従って初期設定は IPv6 トンネルをこの場合設定することです。
 

 
ステップ 4.二重アドレス 検出（DAD）が DAD 試みフィールドの数のインターフェイスの



ユニキャスト IPv6 アドレスで実行された間、スイッチに送られる連続した要請メッセージ
の数を入力して下さい。 IPv6 インターフェイスは IPv6 アドレスが割り当てられる前に最
近認識された IPv6 アドレスはユニークだったかどうか確認するためにユニキャスト IPv6
アドレスを通る DAD を設定することを可能にします。 0 がこのフィールドで入る場合、
DAD 処理は特定のインターフェイスで無効に なります。 デフォルト値は、1、フォローア
ップ伝達なしでことを単一 伝達示します。
 

 
IPv6 自動設定 フィールドの DHCPサーバからの自動アドレス設定を有効に するステップ 5.
（オプションの）チェック イネーブル。 有効に なられた、インターフェイスで受け取った
IPv6 ルータ アドバタイズメントからのローカルおよびグローバル な IP アドレスのスイッ
チ サポート IPv6 自動設定場合。 インターフェイスに技術情報の「割り当てる IPv6 アドレ
スを」部分で示されている自動構成が有効に ならない場合、IPv6 アドレスは定義される必
要があります。
 

 
ステップ 6. （オプションの）は送信 ICMPv6 Messages フィールドで到達不能 宛先 メッセ
ージを生成するために『Enable』 をクリック します。 これは最初の IPv6 グローバルコン
フィギュレーションがされることを必要とします。 
 

 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。 IPv6 は特定のインターフェイスで有効に
なります。
 



 

 
ステップ 8.手動で インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てるために IPv6 アドレス テ
ーブルをクリックして下さい。 この設定はインターフェイスに技術情報の「割り当てます
IPv6 アドレスを」セクションで見つけることができます。
  

IPv6 インターフェイスコンフィギュレーションを書き換えて下さい
 

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 > マネージメント
インターフェイス > レイヤ2 モードのための IPv6 インターフェイス 『管理』 を選択 する
か、または IPコンフィギュレーション > マネージメントインターフェイス > レイヤ3 モー
ドのための IPv6 インターフェイスを選択し。 IPv6 インターフェイス 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
IPv6 インターフェイス ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3.望ましいフィールドを編集して下さい。 フィールドの説明は "IPv6 インターフ
ェイスコンフィギュレーションのステップ 3 に 6 で技術情報のセクション」見つけること
ができます。



 
ステップ 4.変更を加えるために『Apply』 をクリック して下さい。
  

IPv6 インターフェイスコンフィギュレーションを削除して下さい
 

ステップ 1.スイッチの 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 > マネ
ージメントインターフェイス > レイヤ2 モードのための IPv6 インターフェイス 『管理』 を
選択 するか、または IPコンフィギュレーション > マネージメントインターフェイス > レイ
ヤ3 モードのための IPv6 インターフェイスを選択し。
 

 
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:
 

  
インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てて下さい
 
IPv6 アドレスを追加して下さい
 

ステップ 1.スイッチの 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 > レイ
ヤ2 モードのためのマネージメントインターフェイス > IPv6 アドレス 『管理』 を選択 する
か、または IPコンフィギュレーション > レイヤ3 モードのためのマネージメントインター
フェイス > IPv6 アドレスを選択し。 Address ページ IPv6 は開きます:
 
注: 規則的な IPv6 インターフェイスに自動的に設定される次のアドレスがあります。
 

• EUI-64 形式 インターフェイス ID を使用するリンク ローカル アドレスはデバイスの
MAC アドレスに基づいていました。
 
• All ノード リンク ローカル マルチキャスト アドレス（FF02::1）



• 送信要求ノード マルチキャスト アドレス（形式 FF02::1:FFXX: xxxx）
 

 
ステップ 2.インターフェイス名をインターフェイス名等号からフィルタ フィールドのドロ
ップダウン リストに選択し、『Go』 をクリック して下さい。 インターフェイスは IPv6 イ
ンターフェイス テーブルで表示する。
 

 
ステップ 3. IPv6 アドレスを追加するために IPv6 アドレス テーブルの下部ので『Add』 を
クリック して下さい。 IPv6 Addresses ウィンドウは現われます。
 

 
注: IPv6 インターフェイス フィールドは望ましいインターフェイスを表示する。
 
ステップ 4. IPv6 アドレス タイプからの Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• リンク ローカル— IPv6 アドレスは単一のネットワーク リンクのホストを識別します。
リンク ローカル アドレスはルーティング可能でし、ローカルネットワークのだけ通信に
使用することができます。 インターフェイスで存在 する リンク ローカル アドレスがこの



エントリ 設定のアドレスを置き換えれば。
 
• グローバル— IPv6 アドレスは目に見え、他のネットワークから達することができるグロ
ーバル ユニキャスト IPv6 型です。
 

 

 
ステップ 5. IPv6 Address フィールドで新しい IPv6 アドレスのアドレスを入力して下さい
。 スイッチは 1 つの IPv6 インターフェイスをサポートします。 スイッチは IPv6 インター
フェイスの 128 アドレスを（を含むデフォルト リンク ローカルおよびマルチキャスト アド
レス）割り当てることができます。 各アドレスは有効な IPv6 アドレスである必要がありま
すコロンで分かれる 16 ビット値の使用によって 16進フォーマットにある。 最初のイメー
ジはリンク ローカル IPv6 アドレスおよび第 2 がグローバル な IPv6 アドレスを示すことを
示します。
 
注: IPv6 アドレス タイプとしてリンク ローカルを選択する場合、ステップ 8.にスキップし
て下さい。
 

 
ステップ 6.グローバル な IPv6 プレフィクスの長さを入力して下さい。 この値は 3 から
128 からのどれである場合もあり、プレフィクス（アドレスのネットワーク部品）から成り
立つアドレスの高位隣接 する ビットの数を示します。
 



 
デバイスの MAC アドレスのための EUI-64 形式の助けによってグローバル な IPv6 アドレ
スのインターフェイス ID 部分を識別するのに EUI-64 パラメータを使用する EUI-64 フィー
ルドのステップ 7. （オプションの）チェック イネーブル。
 

 

 

 



 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定は適用し、それは最後のイメージ 3 つ
で追加されたコンフィギュレーションのそれぞれのために示されています。
 

 
ステップ 9. IPv6 インターフェイス ページに行くために IPv6 インターフェイス テーブルを
クリックして下さい。 この設定は "IPv6 インターフェイスコンフィギュレーションで技術
情報のセクション」見つけることができます。
  

IPv6 アドレスを削除して下さい
 

ステップ 1.スイッチの 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 > レイ
ヤ2 モードのためのマネージメントインターフェイス > IPv6 アドレス 『管理』 を選択 する
か、または IPコンフィギュレーション > レイヤ3 モードのためのマネージメントインター
フェイス > IPv6 アドレスを選択し。 Address ページ IPv6 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。
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