
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの設定
ポート設定 

目標
 

ポート設定は管理された ネットワークを通してコントロール トラフィック トラフィック
フローを助けるために修正することができます。 ほとんどのポートのデフォルト設定はネ
ットワークのために十分です。 デバイスからほとんどを抜き出したいと思うとき手動で ポ
ートを設定する異なるオプションを選択できます。 ページはまたポートステータスを説明
します。 ポート設定がグローバルおよびすべてのポートのポート設定ごとに定義するのに
使用することができます。
 
この記事の目標は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのポート設定を行う方法を示す
ことです
  

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
  

設定 ポート設定
 

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:
 
ステップ 2.の GUI のスイッチポート クリックするか、または管理 > ポート設定を『Port』
を選択 すれば Port Settings ウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 3.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。 ポート
タイプ フィールドは使用する物理接続の種類を定義します。
 



 
ステップ 4.ポート Description フィールドでポートの説明を入力して下さい。
 



 
ステップ 5.ポートの管理 ステータスのための Radio ボタンを選択して下さい。 ポートの管
理 ステータスは動作状態 フィールドで表示する。
 



 
 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• の上—それは PC かその他のデバイスによって現在アクセスされます。
 
• down —それは PC かその他のデバイスによって現在アクセスされません。
 

ステップ 6 UP 状態のポートとイネーブル タイム 範囲に Enable チェックボックスをチェッ
クして下さい。 時間 範囲が非アクティブなとき、ポートはシャットダウンにあります。 時
間 範囲が設定される場合、ポートが管理上アップ状態のときだけ有効です。 時間 範囲がま
だ定義されない場合、時間 範囲 ページに行くために『Edit』 をクリック すれば 時間 範囲 
ページは開きます:
 
タイムセーバ: 時間 範囲をステップ 13 にスキップするために既に設定してもらえば。
 



 
 
ステップ 7.Click は望ましいポートのための時間 範囲スケジュールを作成するために追加し
ます。 追加時間 範囲 ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 8.時間 範囲 Name フィールドで時間 範囲の名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 9： 絶対開始 時間 フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 即時—時間 範囲はすぐに開始します。
 
• date —このオプションは特定の日時の間使用されます。 日時ドロップダウン リストから
の日時を選択して下さい。
 

ステップ 10： 絶対終り時間フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 無限—時間 範囲は決して終了しません。
 
• date —このオプションは特定の日時の間使用されます。 日時ドロップダウン リストから
の日時を選択して下さい。
 

ステップ 11.時間 範囲を保存するために『Apply』 をクリック すれば入力された時間 範囲
は時間 範囲 ページにあります:
 



 
ステップ 12： の GUI のスイッチポート クリックするか、または管理 > ポート設定を『
Port』 を選択 すれば Port Settings ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 13： （オプションの）中断されたポートを再稼働するために、再稼働によって中
断される Port チェックボックスをチェックして下さい。 ポートがロックされたポート セキ
ュリティ オプションによって、dot1x 単一のホスト 違反、ループバック 検出、または STP
ループバックのようなガード、中断することができること多数の方法があります。 再稼働
オペレーションはポートがなぜに関係なく中断されたかポート アップを持って来ます。
 



 
ステップ 14： オートネゴシエーションを有効に するためにオートネゴシエーション フィ
ールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。 これはポートがポート リンク
相手に伝送速度、デュプレクスモードおよびフロー制御能力をアドバタイズするようにしま
す。 操作上オート ネゴシエーション フィールドはポートの現在のオート ネゴシエーショ
ン ステータスを表示する。
 
タイムセーバ: オートネゴシエーション チェックボックスがチェックされたらステップ 16
にスキップして下さい。
 
 ステップ 15： 望ましい管理上のポート速度 ボタンを選択して下さい。 操作上ポート速度
フィールドはネゴシエーションの結果である現在のポート速度を表示する。
 

• 10 — 10Mbps ネットワーク接続はホーム使用に有効です。
 
• 100 — 100Mbps ネットワーク接続はオフィス使用に有効です。
 

ステップ 16： 望ましい管理上のデュプレクスモードを選択して下さい。 このオプションは
他の（半二重）後各自と通信するためにホストを助けますまたは両方とも同時に送信できま
す（全二重）。 このフィールドはオート ネゴシエーションが無効に なる、ポート速度は
10M か 100M に設定されますときだけ設定可能であり。 1G のポート速度で、モードは全



二重方式常にです。 操作上デュプレクスモード フィールドはポートの現在のデュプレクス
モードを表示する。
 

• 全インターフェイスは両方向のスイッチとクライアント間の伝達を同時にサポートしま
す。
 
• 半インターフェイスは 1 方向だけのスイッチとクライアント間の伝達を一度にサポート
します。
 

ステップ 17： オート アドバタイズメント フィールドのあらゆるオプションのチェックボ
ックスをチェックして下さい。
 

• 最大機能—すべてのポート速度およびデュプレクスモード設定は受け入れることができ
ます。
 
• 10 の半 10 Mbps 速度および半二重モード。
 
• 10 の全 10 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード。
 
• 100 つの半 100 Mbps 速度および半二重モード。
 
• 100 つの全 100 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード。
 
• 1000 の全 1000 Mbps 速度およびフルデュプレクスモード。
 

ステップ 18： スイッチが混雑するときパケット受信速度を減速するためにバック プレッシ
ャ フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。 それはリモートポート
を無効にし、防ぎます場合を詰め込むためにパケットを送信 することを。 このオプション
は半二重モードでしか使用することができません。
 
ステップ 19： フロー制御 フィールドの Radio ボタンをクリックして下さい。 これは優先
順位基礎の帯の送信で助けます。 このオプションはフルデュプレクスモードでしか使用す
ることができません。
 

• enable — 802.3x フロー制御を有効に します。
 
• disable — 802.3x フロー制御を無効に します。
 
• オートネゴシエーション—ポートのフロー制御のオート ネゴシエーションを有効に しま
す。
 



 
ステップ 20： の MDI/MDIX フィールドのための Radio ボタン クリックして下さい。 それ
はどのようなケーブルが接続するのにかどうかまっすぐな直通ケーブルかクロス ケーブル
使用されているか検出するです。
 

• MDIX —クロスオーバー（MDIX）スワップを用いる媒体依存インタフェースはポートの
送信するペアを受け取り。
 
• MDI —媒体依存インタフェース（MDI）はまっすぐな直通ケーブルとステーションにこ
のスイッチを接続します。
 
• 自動—このスイッチを自動的に別のデバイスへの接続のための正しいピン配列を検出す
るために設定することを選択して下さい。
 



 
ステップ 21： 保護されたポート フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下
さい。 保護されたポートからパケットは無防備出力ポートに転送されています。
 
注: ポートがラグのメンバーである場合、ラグ数はラグ フィールドのメンバーで表示する、
他ではこのフィールドは空のままになります。 ラグが帯域幅を増加し、ポート 柔軟性を高
め、デバイス間のリンク冗長性を提供するのに使用されています。
 
ステップ 22： ポート設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
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