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はじめに

ここでは、ユーザ インターフェイスの概要について説明します。具体的な内容は次のとおり
です。

• 「Web ベースのスイッチ設定ユーティリティの開始」

• 「クイック スタート スイッチ コンフィギュレーション」

• 「ウィンドウ ナビゲーション」

Web ベースのスイッチ設定ユーティリティの開始

ここでは、Web ベースのスイッチ設定ユーティリティ内の移動方法について説明します。

ポップアップ ブロックを使用している場合は無効にしてください。

ブラウザについての制約事項

ブラウザには次の制約事項があります。

• Internet Explorer 6 を使用している場合、IPv6 アドレスで直接スイッチにアクセス
することはできません。ただし、Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム シ
ステム）サーバを使用して、IPv6 アドレスを含むドメイン名を作成し、そのドメイン
名を IPv6 アドレスの代わりにアドレス バーに指定することはできます。

• Firefox の場合は、ブラウザ上部のオプションの自動ポップアップはデフォルトで無
効になっています。特定のアドオンをインストールすることにより、この機能が有効
になります。このオプションを無効にするには、[Tools] > [Options] に移動し、
[Content] タブをクリックします。[Enable JavaScript]、[Advanced] の順にクリッ
クし、[Raise or lower windows] オプションを選択します。

• 管理ステーションに複数の IPv6 インターフェイスがある場合、IPv6 リンク ローカル
アドレスではなく IPv6 グローバル アドレスを使用して、ブラウザからスイッチにア
クセスしてください。



はじめに
Web ベースのスイッチ設定ユーティリティの開始

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 2

1
 

設定ユーティリティの起動

ユーザ インターフェイスを開くには

ステップ 1 Web ブラウザを開きます。

ステップ  2 ブラウザのアドレス バーに、設定するスイッチの IP アドレスを入力し、Enter キーを押しま
す。[ログイン ] ページが開きます。

（注） スイッチが工場出荷時のデフォルト IP アドレス 192.168.1.254 を使用している場合、電源
LED は連続的に点滅します。スイッチが DHCP から割り当てられた IP アドレスや管理者が
設定したスタティック IP アドレスを使用している場合は、電源 LED は点灯した状態になり
ます。

ログイン

ログイン 

デフォルトのユーザ名は cisco、デフォルトのパスワードは cisco です。デフォルトの
ユーザ名とパスワードで初めてログインすると、新しいパスワードを入力するように求め
られます。

デバイス設定ユーティリティにログインするには

ステップ 1 ユーザ名とパスワードを入力します。パスワードは 64 文字までの ASCII 文字で作成できま
す。パスワード ルールについては、「セキュリティの設定」の「パスワード複雑度ルールの設
定」を参照してください。

ステップ  2 英語を使用しない場合は、[言語 ] ドロップダウン メニューから目的の言語を選択します。新
しい言語をスイッチに追加するか、現在の言語を更新する方法については、「ファームウェア /
言語のアップグレード /バックアップ」を参照してください。

ステップ  3 デフォルト ユーザ ID（cisco）とデフォルト パスワード（cisco）を使用して初めてログイ
ンする場合、またはパスワードの有効期限が切れている場合、[パスワードの変更 ] ページが
開きます。詳細については、「パスワードの有効期限」を参照してください。

ステップ  4 パスワードの複雑度ルールの適用を無効にするかどうかを選択します。パスワードの複雑度
の詳細については、「パスワード複雑度ルールの設定」を参照してください。

ステップ  5 新しいパスワードを入力し、[適用 ] をクリックします。

ログインが成功すると、[はじめに ] ページが開きます。
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間違ったユーザ名またはパスワードを入力すると、エラー メッセージが表示され、[ログイン ]
ページのままになります。ログイン エラーが発生する場合は、アドミニストレーション ガイ
ドの「設定ユーティリティの起動」を参照してください。

ログインのたびに [はじめに ] ページが表示されないようにするには、[起動時にこのページを
表示しない ] を選択します。このオプションを選択すると、[はじめに ] ページの代わりに [シ
ステムの要約 ] ページが開きます。

パスワードの有効期限

パスワードの有効期限

[新しいパスワード ] ページが表示されます。

• 最初は、デフォルトのユーザ名 cisco とパスワード cisco でスイッチにアクセス
します。このページで、工場出荷時のデフォルト パスワードを変更する必要があり
ます。

• パスワードの有効期限が切れると、このページが開き、新しいパスワードを選択する
必要があります。

ログアウト

 ログアウト

デフォルトで、アプリケーションは 10 分間非アクティブな状態が続くとログアウトされるよ
うになっています。このデフォルト値は、「一般管理情報と動作」の「アイドル セッション
タイムアウトの定義」で説明されている手順により変更できます。

!
注意 実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションにコピーされていな

い限り、スイッチをリブートすると、前回ファイルが保存された以降の変更はすべて失われ
ます。このセッション中に行った変更を保持するため、ログオフする前に、実行コンフィギュ
レーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存してください。

[保存 ] アプリケーション リンクの左側にある赤く点滅する X アイコンは、実行コンフィギュ
レーションの変更がまだスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存されてい
ないことを示しています。点滅を無効にするには、[コンフィギュレーションのコピー /保存 ]
ページの [[保存 ]アイコンの点滅を無効にする ] ボタンをクリックします。

スイッチで IP 電話などのデバイスが自動検出されると、デバイスに適したポートが設定され
ます。この設定コマンドは、実行コンフィギュレーション ファイルに書き込まれます。この
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処理により、ユーザがログインしたときに、特に設定を変更していない場合でも、[保存 ] ア
イコンが点滅し始めます。

[保存 ] をクリックすると、[コンフィギュレーションのコピー /保存 ] ページが表示されます。
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルにコピーすることにより、実行コンフィ
ギュレーション ファイルを保存します。この保存の後、赤い X アイコンと [保存 ] アプリケー
ション リンクは消えます。

ログアウトするには、ページ右上隅の [ログアウト ] をクリックします。スイッチからログア
ウトされます。

タイムアウトが発生したり、意図的にログアウトすると、メッセージが表示されて、[ログイ
ン ] ページが開き、ログアウト状態が示されます。ログインすると、アプリケーションは初期
ページに戻ります。

表示される初期ページは、[はじめに ] ページの [起動時にこのページを表示しない ] オプショ
ンによって異なります。このオプションを選択していない場合、初期ページは、[はじめに ]
ページです。このオプションを選択している場合、初期ページは、[システムの要約 ] ページ
です。

クイック スタート スイッチ コンフィギュレーション

クイック ナビゲーションにより、簡単にスイッチ コンフィギュレーションを実行できるよう
に、[はじめに ] ページには、使用頻度の高いページへのリンクが用意されています。

[はじめに ] ページのリンク

カテゴリ リンク名（ページ上） リンク ページ

[初期セット
アップ ]

[デバイス IPアドレスの変更 ] [IPv4インターフェイス ] ページ

[VLANの作成 ] [VLANの作成 ] ページ

[ポート設定 ] [ポート設定 ] ページ

[デバイスス
テータス ]

[システムの要約 ] [システムの要約 ] ページ

[ポート統計情報 ] [インターフェイス ] ページ

[RMON統計情報 ] [統計情報 ] ページ
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[はじめに ] ページには、シスコの Web ページに移動する 2 つのホット リンクが用意されて
います。[サポート ] リンクをクリックすると、スイッチ製品のサポート ページに移動します。
[フォーラム ] リンクをクリックすると、[Small Business Support Community] ページに
移動します。

[ログの表示 ] [RAMメモリ ] ページ

[クイックアク
セス ]

[デバイスパスワードの変更 ] [ユーザアカウント ] ページ

[デバイスソフトウェアのアップ
グレード ]

[ファームウェア /言語のアップグ
レード /バックアップ ] ページ

[デバイスコンフィギュレーショ
ンのバックアップ ]

[コンフィギュレーション/ログのダ
ウンロード /バックアップ ] ページ

[MACベースACLの作成 ] [MACベースACL] ページ

[IPベースACLの作成 ] [IPv4ベースACL] ページ

[QoSの設定 ] [QoSプロパティ ] ページ

[ポートミラーリングの設定 ] [ポートおよびVLANミラーリング ]
ページ

[はじめに ] ページのリンク （続き）

カテゴリ リンク名（ページ上） リンク ページ
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ウィンドウ ナビゲーション

ここでは、Web ベースのスイッチ設定ユーティリティの機能について説明します。

アプリケーション ヘッダー

アプリケーション ヘッダー

すべてのページにアプリケーション ヘッダーが表示されます。次のアプリケーション リンク
が含まれています。

 

アプリケーション リンク

アプリケーション 
リンク名

説明

[保存 ] アプリケーション リンクの左側にある赤く点滅する X アイ
コンは、実行コンフィギュレーションの変更がまだスタートアップ
コンフィギュレーション ファイルに保存されていないことを示し
ています。赤い X アイコンの点滅は、[コンフィギュレーションの
コピー /保存 ] ページで無効にできます。

[保存 ] をクリックすると、[コンフィギュレーションのコピー/保存
] ページが表示されます。実行コンフィギュレーション ファイル タ
イプは、スイッチ上でスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イル タイプにコピーすることにより保存できます。この保存の後、
赤い X アイコンと [保存 ] アプリケーション リンクは消えます。ス
イッチをリブートすると、スタートアップ コンフィギュレーション
ファイル タイプが実行コンフィギュレーションにコピーされ、実行
コンフィギュレーション内のデータに従ってスイッチ パラメータ
が設定されます。

<ユーザ名> スイッチにログインしているユーザの名前が表示されます。デフォル
ト ユーザ名は cisco です （デフォルト パスワードは cisco です）。

[言語 ] メニュー 言語を選択するか、新しい言語ファイルをスイッチにロードします。
メニューに必要な言語が表示されていれば、その言語を選択します。
表示されていない場合、[言語のダウンロード ] を選択します。新し
い言語の追加の詳細については、「ファームウェア /言語のアップグ
レード /バックアップ」を参照してください。

[ログアウト ] クリックすると、Web ベースのスイッチ設定ユーティリティから
ログアウトします。
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管理ボタン

管理ボタン

さまざまなページに表示されるよく使用されるボタンを次の表に示します。

[バージョン情報 ] クリックすると、スイッチの名前とバージョン番号が表示されます。

[ヘルプ ] クリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。

重大度が重要より上の SYSLOG メッセージが記録されると、
SYSLOG アラート ステータス アイコンが表示されます。このアイ
コンをクリックすると、[RAMメモリ ] ページを開きます。このペー
ジにアクセスした後は、SYSLOG アラート ステータス アイコンは
表示されなくなります。アクティブな SYSLOG メッセージがない
場合にこのページを表示するには、[ステータスと統計情報 ] > [ロ
グの表示 ] > [RAMメモリ ] の順に進みます。

管理ボタン

ボタン名 説明

管理者はプルダウン メニューを使用して、一度に表示するページ
ごとのエントリ数を設定できます。

必須フィールドを示します。

[追加 ] クリックすると、関連する追加ページが表示され、テーブルにエ
ントリを追加できます。情報を入力し、[適用 ] をクリックし、実
行コンフィギュレーションに保存します。[閉じる ] をクリックし、
メインページに戻ります。[保存 ] をクリックし、[コンフィギュ
レーションのコピー /保存 ] ページを表示して、スイッチ上で実行
コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイル タイプに保存します。

アプリケーション リンク （続き）

アプリケーション 
リンク名

説明
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[適用 ] クリックすると、変更がスイッチ上で実行コンフィギュレーショ
ンに適用されます。スイッチをリブートすると、実行コンフィギュ
レーションは、スタートアップ コンフィギュレーション ファイル
タイプまたは別のファイル タイプに保存していない限り、失われ
ます。[保存 ] をクリックし、[コンフィギュレーションのコピー /
保存 ] ページを表示して、スイッチ上で実行コンフィギュレーショ
ンをスタートアップ コンフィギュレーション ファイル タイプに
保存します。

[キャンセル ] クリックすると、ページ上で行われた変更がリセットされます。

[ すべてのインター
フェイスカウンタの
クリア ]

クリックすると、すべてのインターフェイスの統計情報カウンタ
がクリアになります。

[インターフェイスカ
ウンタのクリア ]

クリックすると、選択されたインターフェイスの統計情報カウン
タがクリアになります。

[ログのクリア ] ログ ファイルを消去します。

[テーブルのクリア ] テーブル エントリを消去します。

[閉じる ] メインページに戻ります。実行コンフィギュレーションに適用さ
れていない変更があった場合、メッセージが表示されます。

[設定のコピー ] テーブルには、通常、コンフィギュレーション設定を含む 1 つ以
上のエントリが含まれます。各エントリを個別に変更するのでは
なく、次のように、1 つのエントリを変更して、これを複数のエン
トリにコピーすることができます。

1. コピーするエントリを選択します。[設定のコピー ] をクリッ
クすると、ポップアップが表示されます。

2. [コピー先 ] フィールドに宛先エントリ番号を入力します。

3. [適用 ] をクリックし、変更を保存し、[閉じる ] をクリックし、
メインページに戻ります。

[削除 ] 削除するエントリをテーブルから選択し、[削除 ] をクリックし、
テーブルからエントリを削除します。エントリが削除されます。

[詳細 ] クリックすると、メインページで選択されたエントリと関連付け
られている詳細が表示されます。

管理ボタン （続き）

ボタン名 説明
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[編集 ] エントリを選択し、[編集 ] をクリックし、編集するエントリを開
きます。編集ページが開くので、ここでエントリを変更できます。

1. [適用 ] をクリックし、実行コンフィギュレーションに変更を
保存します。

2. [閉じる ] をクリックし、メインページに戻ります。

[実行 ] クエリー フィルタリング条件を入力し、[実行 ] をクリックします。
結果が表示されます。

[Test] [Test] をクリックし、関連するテストを実行します。

管理ボタン （続き）

ボタン名 説明
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統計情報の表示 

ここでは、スイッチの統計情報を表示する方法について説明します。

内容は次のとおりです。

• 「イーサネット インターフェイスの表示」

• 「Etherlike 統計情報の表示」

• 「GVRP 統計情報の表示」

• 「802.1X EAP 統計情報の表示」

• 「TCAM 利用率の表示」

• 「RMON の管理」

イーサネット インターフェイスの表示

[インターフェイス ] ページには、トラフィック統計情報がポート別に表示されます。情報の
リフレッシュ レートを選択できます。

このページは、送受信されるトラフィック量とその分散（ユニキャスト、マルチキャスト、ブ
ロードキャスト）を分析するのに便利です。
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イーサネット統計情報を表示するには

ステップ 1 [ステータスと統計情報 ] > [インターフェイス ] の順にクリックします。[インターフェイス ]
ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：インターフェイス タイプと、イーサネット統計情報を表示する
特定のインターフェイスを選択します。

• [リフレッシュレート ]：インターフェイス イーサネット統計情報がリフレッシュされ
るまでの時間を選択します。オプションは次のとおりです。

- [リフレッシュなし ]：統計情報はリフレッシュされません。

- [15秒 ]：統計情報は 15 秒ごとにリフレッシュされます。

- [30秒 ]：統計情報は 30 秒ごとにリフレッシュされます。

- [60秒 ]：統計情報は 60 秒ごとにリフレッシュされます。

[受信統計情報 ] には、着信パケットについての情報が表示されます。

• [合計バイト (オクテット )]：受信されたオクテット数。不良パケットと FCS オク
テットが含まれますが、フレーミング ビットは含まれません。

• [ユニキャストパケット ]：受信された正常なユニキャスト パケット数。

• [マルチキャストパケット ]：受信された正常なマルチキャスト パケット数。

• [ブロードキャストパケット ]：受信された正常なブロードキャスト パケット数。

• [エラーがあるパケット ]：受信されたエラーのあるパケット数。

[送信統計情報 ] には、送信パケットについての情報が表示されます。

• [合計バイト (オクテット )]：送信されたオクテット数。不良パケットと FCS オク
テットが含まれますが、フレーミング ビットは含まれません。

• [ユニキャストパケット ]：送信された正常なユニキャスト パケット数。

• [マルチキャストパケット ]：送信された正常なマルチキャスト パケット数。

• [ブロードキャストパケット ]：送信された正常なブロードキャスト パケット数。

統計情報カウンタをクリアするには

• 表示されているインターフェイスのカウンタをクリアするには、[インターフェイス
カウンタのクリア ] をクリックします。

• すべてのインターフェイスのカウンタをクリアするには、[すべてのインターフェイ
スカウンタのクリア ] をクリックします。
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Etherlike 統計情報の表示

[Etherlike] ページには、Etherlike MIB 規格定義に従って統計情報がポート別に表示されま
す。情報のリフレッシュ レートを選択できます。このページには、トラフィックを中断する
可能性のある物理レイヤ（レイヤ 1）のエラーについての詳細な情報が表示されます。

Etherlike 統計情報を表示するには

ステップ 1 [ステータスと統計情報 ] > [Etherlike] の順にクリックします。[Etherlike] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：インターフェイス タイプと、イーサネット統計情報を表示する
特定のインターフェイスを選択します。

• [リフレッシュ レート ]：イーサネット統計情報がリフレッシュされるまでの時間を選
択します。

選択したインターフェイスのフィールドが表示されます。

• [フレームチェックシーケンス (FCS)エラー ]：Cyclic Redundancy Check（CRC; 
巡回冗長検査）に失敗した受信フレーム数。

• [単一コリジョンフレーム ]：単一コリジョンに含まれるが、送信できたフレーム数。

• [レイトコリジョン ]：データの最初の 512ビットの後に検出されたコリジョン。

• [過剰コリジョン ]：過剰コリジョンが原因の送信回数。

• [オーバーサイズパケット ]：1518 オクテットを超える受信パケット。

• [内部MAC受信エラー ]：受信側のエラーにより拒否されたフレーム。

• [受信済みポーズフレーム ]：受信されたフロー制御ポーズ フレーム。

• [送信済みポーズフレーム ]：選択されたインターフェイスから送信されたフロー制御
ポーズ フレーム。

統計情報カウンタをクリアするには

• 選択したインターフェイスの Etherlike 統計情報カウンタをクリアするには、[イン
ターフェイスカウンタのクリア ] をクリックします。

• すべてのインターフェイスの Etherlike 統計情報カウンタをクリアするには、[すべて
のインターフェイスカウンタのクリア ] をクリックします。
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GVRP 統計情報の表示

[GVRP] ページには、ポート間で送受信された GARP VLAN Registration Protocol フレー
ムについての情報が表示されます。GVRP は、スイッチ上での VLAN 情報の自動コンフィ
ギュレーション用の規格ベースのレイヤ 2 ネットワーク プロトコルです。これは、802.1Q-
2005 の 802.1ak 修正で定義されています。

ポートの GVRP 統計情報は、ポートで GVRP がグローバルで有効になっている場合にのみ
表示されます。これは、[GVRP] ページで行われます。

GVRP 統計情報を表示するには

ステップ 1 [ステータスと統計情報 ] > [GVRP] の順にクリックします。[GVRP] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：インターフェイス タイプおよび GVRP 統計情報を表示する特
定のインターフェイスを選択します。

• [リフレッシュレート ]：GVRP 統計情報ページがリフレッシュされるまでの時間を選
択します。

[アトリビュート (カウンタ )] には、さまざまなパケット タイプのカウンタがインターフェイ
ス別に表示されます。

• [Join Empty]：受信または送信された GVRP の Join Empty パケット数。

• [Empty]：受信または送信された GVRP の Empty パケット数。

• [Leave Empty]：受信または送信された GVRP の Leave Empty パケット数。

• [Join In]：受信または送信された GVRP の Join In パケット数。

• [Leave In]：受信または送信された GVRP の Leave In パケット数。

• [Leave All]：受信または送信された GVRP の Leave All パケット数。

[GVRPエラー統計情報 ] には、GVRP エラー カウンタが表示されます。

• [無効なプロトコル ID]：無効なプロトコル ID エラー。

• [無効なアトリビュートタイプ ]：無効なアトリビュート ID エラー。

• [無効なアトリビュート値 ]：無効なアトリビュート値エラー。

• [無効なアトリビュート長 ]：無効なアトリビュート長エラー。

• [無効なイベント ]：無効なイベント。
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指定したインターフェイスのカウンタをクリアするには、[インターフェイスカウンタのク
リア ] をクリックします。すべてのインターフェイスのカウンタをクリアするには、[すべて
のインターフェイスカウンタのクリア ] をクリックします。GVRP 統計情報カウンタがクリ
アされます。

802.1X EAP 統計情報の表示

[802.1x EAP] ページには、送信または受信された Extensible Authentication Protocol
（EAP; 拡張認証プロトコル）フレームについての情報が表示されます。802.1X 機能を設定す
るには、802.1X の [プロパティ ] ページに移動してください。

EAP 統計情報を表示するには

ステップ 1 [ステータスと統計情報 ] > [802.1X EAP] の順にクリックします。[802.1X EAP] ページが開
きます。

ステップ  2 統計情報のためにポーリングするポートを選択します。

ステップ  3 EAP 統計情報がリフレッシュされるまでの時間を選択します（[リフレッシュレート ]）。

選択したインターフェイスに対する値が表示されます。

• [受信済みEAPOLフレーム ]：ポートで受信した有効な EAPOL フレーム。

• [送信済みEAPOLポーズフレーム ]：ポートが送信した有効な EAPOL フレーム。

• [受信済みEAPOL開始フレーム ]：ポートで受信した EAPOL 開始フレーム。

• [受信済みEAPOLログオフフレーム ]：ポートで受信した EAPOL ログオフ フレーム。

• [受信済みEAP応答 /IDフレーム ]：ポートで受信した EAP 応答 /ID フレーム。

• [受信済みEAP応答フレーム ]：ポートで受信した EAP 応答フレーム（応答 /ID フ
レーム以外）。

• [送信済みEAP要求 /IDフレーム ]：ポートが送信した EAP 応答 /ID フレーム。

• [送信済みEAP要求フレーム ]：ポートが送信した EAP 要求フレーム。

• [受信済み無効EAPOLフレーム ]：このポートで受信した認識されない EAPOL フ
レーム。

• [受信済みEAPパケット長エラーフレーム ]：このポートで受信した、パケット本体の
長さが無効な EAPOL フレーム。
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• [最終EAPOLフレームバージョン ]：一番新しく受信した EAPOL フレームに関連付
けられていたプロトコル バージョン番号。

• [最終EAPOLフレーム送信元 ]：一番新しく受信した EAPOL フレームに関連付けら
れていた送信元 MAC アドレス。

指定したインターフェイスのカウンタをクリアするには、[インターフェイスカウンタのクリ
ア ] をクリックします。すべてのインターフェイスのカウンタをクリアするには、[すべての
インターフェイスカウンタのクリア ] をクリックします。

TCAM 利用率の表示

スイッチ アーキテクチャでは、短時間で高度データ検索が実行できるように、Ternary
Content Addressable Memory（TCAM）が使用されています。

TCAM には、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）や QoS など、
他のアプリケーションにより生成されるルールが格納されます。

デバイスのすべてのアプリケーションにより割り当てることができる TCAM ルールの最大
数は 512 です。

アプリケーションによっては、初期化時にルールを割り当てるものもあります。加えて、シ
ステム ブート時に初期化されるプロセスは、スタートアップ プロセス中にいくつかのルール
を使用します。

TCAM 利用率を表示するには、[ステータスと統計情報 ] > [TCAM利用率 ] の順にクリック
します。[TCAM利用率 ] ページが開き、システム上での TCAM 利用率と最大 TCAM エン
トリ数が表示されます

TCAM ルール

「プロセス別 TCAM ルール」の表に、TCAM ルールを割り当てることのできるすべてのプロ
セスを示します。各プロセスに固有の割り当てポリシーがあります。

プロセス別 TCAM ルール

プロセス ポート別 /
スイッチ別

起動時の
割り当て

プロセス上限 ユーザ入力によ
り使用される 
TCAM ルール

説明

QoS 拡張モード ルール ポート 6/デバイス 制限なし ル ー ル ご と に
TCAM エントリ
1 個または 2 個
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RMON の管理

Remote Network Monitoring（RMON; リモート ネットワークモニタリング）は、スイッ
チの SNMP エージェントが一定期間トラフィック統計情報を予防的に監視して、トラップを
SNMP マネージャに送信するための SNMP 仕様です。ローカル SNMP エージェントは、実
際のリアルタイムのカウンタを、事前定義されたしきい値と比較し、中央の SNMP 管理プ
ラットフォームによるポーリングの必要なく、アラームを生成します。これは、ネットワー
クのベース ラインと相対的に正しいしきい値が設定されていれば、有効的な予防管理メカニ
ズムです。

RMON では、SNMP マネージャによるスイッチに対するポーリング回数が減るため、マネー
ジャとスイッチ間のトラフィックを減らすことができ、また、スイッチがイベント発生時に
イベントを報告するため、マネージャが適切なステータス レポートを取得できるようになり
ます。

この機能により、次の操作を実行できるようになります。

• 最後にクリアになったとき以降の現在の統計情報（カウンタ値）を表示できます。一
定期間、これらのカウンタ値を収集して、収集データのテーブルを表示することもで
きます。[履歴 ] タブの 1 行が、収集された各セットになります。

• 特定のレイト コリジョン数に達したときなど、カウンタ値の興味のある変化を定義し
て（アラームを定義します）、このイベントが発生したときに実行するアクションを定
義します（ログ、トラップ、またはその両方）。

アクセス コントロール
ルール

ポート 6/デバイス 制限なし ル ー ル ご と に
TCAM エントリ
1 個または 2 個

MAC ベース VLAN ポート 0 制限なし 制限なし MAC ベース VLAN に
対してルールが複製され
ます（VLAN ごとに 2 つ
のルール）。

VLAN レート制限 両方 0 255 VLAN レート制
限ごとにグロー
バル ルール 1 個

インターフェイスの各許
可ルールに対して追加
ルールが作成されます。

プロセス別 TCAM ルール （続き）

プロセス ポート別 /
スイッチ別

起動時の
割り当て

プロセス上限 ユーザ入力によ
り使用される 
TCAM ルール

説明
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RMON 統計情報の表示

[統計情報 ] ページには、パケット サイズについての詳細情報および物理レイヤ エラーについ
ての一部情報が表示されます。表示される情報は、RMON 規格に基づいています。オーバー
サイズ パケットは、次の基準を満たすイーサネット フレームとして定義されます。

• パケットの長さが MRU バイト サイズより長い

• コリジョン イベントが検出されていない

• レイト コリジョン イベントが検出されていない

• Rx エラー イベントが検出されていない

• 有効な CRC がパケットにある

RMON 統計情報を表示するには

ステップ 1 [RMON] > [統計情報 ] の順にクリックします。[統計情報 ] ページが開きます。

ステップ  2 イーサネット統計情報を表示するインターフェイスを選択します。

ステップ  3 インターフェイス統計情報がリフレッシュされるまでの時間としてリフレッシュ レートを選
択します。

選択したインターフェイスの統計情報が表示されます。

• [受信済みバイト ]：受信されたオクテット数。不良パケットと FCS オクテットが含
まれますが、フレーミング ビットは含まれません。

• [ドロップイベント ]：ドロップされたパケット数。

• [受信済みパケット ]：マルチキャスト パケットとブロードキャスト パケットを含む、
受信済みの正常なパケット数。

• [受信済みブロードキャストパケット ]：受信済みの正常なブロードキャスト パケット
数。この数にはマルチキャスト パケットは含まれません。

• [受信済みマルチキャストパケット ]：受信済みの正常なマルチキャスト パケット数。

• [CRC & アラインメントエラー ]：発生した CRC とアラインメント エラー数。

• [アンダーサイズパケット ]：受信済みアンダーサイズ パケット数（64 オクテット
未満）。

• [オーバーサイズパケット ]：受信済みオーバーサイズ パケット数（1518 オクテット
超過）。

• [フラグメント ]：フレーミング ビットは含まず、FCS オクテットを含む、受信済み
フラグメント（64 オクテット未満のパケット）数。
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• [ジャバー ]：1632 オクテットを超える受信済みパケット合計数。この数にはフレー
ミング ビットは含まれず、FCS オクテットは含まれます。この FCS オクテットに
は、オクテットの整数（FCS エラー）を持つ不良 Frame Check Sequence
（FCS; フレーム チェック シーケンス）、または非整数オクテット（アラインメント 
エラー）を持つ不良 FCS のいずれかが含まれます。ジャバー パケットは、次の基準
を満たすイーサネット フレームとして定義されます。

- パケットのデータ長が MRU より長い

- 無効な CRC がパケットにある

- Rx エラー イベントが検出されていない

• [コリジョン ]：受信済みコリジョン数。ジャンボ フレームが有効である場合、ジャ
バー フレームのしきい値はジャンボ フレームの最大サイズまで引き上げられます。

• [64バイトフレーム ]：受信された 64 バイトを含むフレーム数。

• [65～127バイトフレーム ]：受信された 65 ～ 127 バイトを含むフレーム数。

• [128～255バイトフレーム ]：受信された 128 ～ 255 バイトを含むフレーム数。

• [256～511バイトフレーム ]：受信された 256 ～ 511 バイトを含むフレーム数。

• [512～1023バイトフレーム ]：受信された 512 ～ 1023 バイトを含むフレーム数。

• [1024バイト超のフレーム ]：1024 ～ 1632 バイトを含むフレーム、およびジャン
ボ フレームの受信数。

ステップ  4 [インターフェイス ] フィールドで別のインターフェイスを選択します。RMON 統計情報が表
示されます。

カウンタをリセットするには、[インターフェイスカウンタのクリア ] または [すべてのイン
ターフェイスカウンタのクリア ] をクリックします。

RMON 履歴の設定

[履歴制御テーブル ] ページでは、ポートに関する統計情報のログを収集できます。

サンプリング頻度、保存するサンプル数、およびデータ収集先ポートを設定できます。デー
タは、サンプリングされ保存された後、[履歴テーブル ] をクリックして表示できる [履歴制
御テーブル ] ページに表示されます。
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RMON 制御履歴情報を表示するには

ステップ 1 [ステータスと統計情報 ] > [RMON] > [履歴 ] の順にクリックします。[履歴 ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [履歴エントリ番号 ]：履歴テーブルのエントリ番号。

• [送信元インターフェイス ]：履歴サンプルがキャプチャされたインターフェイスの ID。

• [最大 保持サンプル数 ]：履歴テーブル内のこの部分に保存される最大サンプル数。

• [サンプリング間隔 ]：ポートからサンプルが収集された秒数。フィールド範囲は 1 ～ 
3600 です。

• [オーナー ]：RMON 情報を要求した RMON ステーションまたはユーザ。フィール
ド範囲は 0 ～ 20 です。

• [現在のサンプル数 ]：RMON は、規格により、要求されたすべてのサンプルを許可
するのではなく、要求ごとにサンプル数を制限するようになっています。したがっ
て、このフィールドは、要求に対して実際に許可されたサンプル数（要求値以下）を
示します。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[RMON履歴の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [新規履歴エントリ ]：新しいテーブル エントリ番号が表示されます。

• [送信元インターフェイス ]：履歴サンプルを取得するインターフェイスのタイプを選
択します。

• [最大 保持サンプル数 ]：保存されるサンプル数を入力します。

• [サンプリング間隔 ]：ポートからサンプルが収集された秒数を入力します。フィール
ド範囲は 1 ～ 3600 です。

• [オーナー ]：RMON 情報を要求した RMON ステーションまたはユーザ。フィール
ド範囲は 0 ～ 20 です。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。エントリが [履歴制御テーブル ] ページに追加され、実行コンフィ
ギュレーション ファイルが更新されます。
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RMON 履歴テーブルの表示

[履歴テーブル ] ページには、インターフェイス固有の統計情報ネットワーク サンプリングが
表示されます。各テーブル エントリは、1 回のサンプリング中にコンパイルされたすべての
カウンタ値を示します。

RMON 履歴を表示するには

ステップ 1 [ステータスと統計情報 ] > [RMON] > [履歴 ] の順にクリックします。[履歴 ] ページが開きます。

ステップ  2 [履歴テーブル ] をクリックします。[履歴テーブル ] ページが開きます。

ステップ  3 [履歴エントリ番号 ]  リストからエントリ番号を選択し、その履歴エントリと関連付けられて
いるサンプルを表示します。

選択したサンプルのフィールドが表示されます。

• [オーナー ]：履歴テーブル エントリのオーナー。

• [サンプル番号 ]：統計情報はこのサンプルから取得されています。

• [ドロップイベント ]：サンプリング中にネットワーク リソース不足によりドロップさ
れたパケット。これは、ドロップされたパケットの正確な数ではなく、ドロップ パ
ケットが検出された回数を表している場合があります。

• [受信済みバイト ]：不良パケットと FCS オクテットを含み、フレーミング ビットを
含まない受信済みオクテット。

• [受信済みパケット ]：不良パケット、マルチキャスト パケット、ブロードキャスト 
パケットを含む受信済みパケット。

• [ブロードキャストパケット ]：受信された正常なブロードキャスト パケット数。この
数にはマルチキャスト パケットは含まれません。

• [マルチキャストパケット ]：受信された正常なマルチキャスト パケット数。

• [CRC & アラインメントエラー ]：発生した CRC およびアラインメント エラー。

• [アンダーサイズパケット ]：受信済みアンダーサイズ パケット（64 オクテット未満）。

• [オーバーサイズパケット ]：受信済みオーバーサイズ パケット（1518 オクテット
超過）。

• [フラグメント ]：フレーミング ビットは含まず、FCS オクテットを含む、受信済み
フラグメント（64 オクテット未満のパケット）。
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• [ジャバー ]：1632 オクテットを超える受信済みパケット合計数。この数にはフレー
ミング ビットは含まれず、FCS オクテットは含まれます。この FCS オクテットに
は、オクテットの整数（FCS エラー）を持つ不良 Frame Check Sequence
（FCS; フレーム チェック シーケンス）、または非整数オクテット（アラインメント 
エラー）を持つ不良 FCS のいずれかが含まれます。

• [コリジョン ]：受信済みコリジョン。

• [利用率 ]：インターフェイスが処理できる最大トラフィックと比較した現在のイン
ターフェイス トラフィック割合。

RMON イベント制御の定義 

[イベント] ページでは、アラームが生成されると実行されるアクションであるイベントを設定
できます（アラームは、[アラーム ] ページで定義されます）。イベントは、ログとトラップの
どのような組み合わせでも構いません。

アクションにイベントのロギングが含まれている場合、イベントは [イベントログテーブル ]
ページに表示されます。

RMON イベントを表示するには

ステップ 1 [RMON] > [イベント ] の順にクリックします。[イベント ] ページが開きます。

このページには、事前に定義されたイベントが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[RMONイベントの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを入力します。

• [イベントエントリ ]：新しいエントリのイベント エントリ インデックス番号が表示
されます。

• [コミュニティ ]：トラップが送信されるときに含まれる SNMP コミュニティ ストリ
ングを入力します（任意）。

• [説明 ]：イベントの名前を入力します。この名前は、アラームをイベントに関連付け
る場合に [アラームエントリの追加 ] ページで使用されます。
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• [通知タイプ ]：このイベントの結果のアクションのタイプを選択します。次の値から
選択します。

- [なし ]：アラームの発生時に行われるアクションはありません。

- [ログ (イベントログテーブル )]：アラームの発生時、イベント ログ テーブルにロ
グ エントリを追加します。

- [トラップ (SNMPマネージャとSyslogサーバ )]：アラームの発生時、リモート ロ
グ サーバにトラップを送信します。

- [ログとトラップ ]：アラームの発生時、イベント ログ テーブルにログ エントリを
追加し、リモート ログ サーバにトラップを送信します。

• [時刻 ]：イベントの時刻。

• [オーナー ]：イベントを定義したデバイスまたはユーザを入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。RMON イベントが追加され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

RMON イベント ログの表示

[イベントログテーブル ] ページには、発生したイベント（アクション）のログが表示されま
す。イベント タイプがログまたログとトラップである場合、イベントを記録できます。イベ
ントがアラームにバインドされ（[アラーム ] ページを参照）、アラーム条件が発生した場合
に、そのイベントのアクションが実行されます。

ステップ 1 [RMON] > [イベント ] の順にクリックします。[イベント ] ページが開きます。

ステップ  2 [イベントログテーブル ] をクリックします。[イベントログテーブル ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [イベント ]：イベント ログ エントリ番号。

• [ログ番号 ]：ログ番号。

• [ログ時刻 ]：ログ エントリが作成された時刻。

• [説明 ]：ログ エントリの説明。
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RMON アラームの定義

RMON アラームは、エージェントが保持するカウンタまたはその他の SNMP オブジェクト
カウンタで例外イベントを生成するしきい値とサンプリング間隔を設定できるメカニズムで
す。アラームには、上昇しきい値と下降しきい値の両方が設定されている必要があります。上
昇しきい値を超えた後、対になっている下降しきい値が超えられるまでは、別の上昇イベン
トは生成されません。下降アラームが実行された後は、上昇しきい値を超えると次のアラー
ムが実行されます。

1 つ以上のアラームが 1 つのイベントにバインドされます。イベントは、アラームの発生時
に実行するアクションを示します。

[アラーム ] ページでは、アラームを設定し、イベントとバインドできます。アラーム カウン
タは絶対値またはカウンタ値の変化（デルタ）のどちらかで監視できます。

RMON アラームを入力するには

ステップ 1 [RMON] > [アラーム ] の順にクリックします。[アラーム ] ページが開きます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[アラームエントリの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [アラームエントリ ]：アラーム エントリ番号が表示されます。

• [インターフェイス ]：RMON 統計情報を表示するインターフェイスのタイプを選択
します。

• [カウンタ名 ]：測定される発生タイプを示す MIB 変数を選択します。

• [カウンタ値 ]：最後のサンプリング期間の統計値が表示されます。

• [サンプルタイプ ]：アラームを生成するサンプリング方法を選択します。次のオプ
ションがあります。

- [絶対 ]：しきい値を超えると、アラームが生成されます。

- [デルタ ]：現在値から最後のサンプリング値を抽出します。値間の違いがしきい
値と比較されます。しきい値を超えていると、アラームが生成されます。

• [上昇しきい値 ]：上昇しきい値アラームをトリガーする上昇カウンタ値を入力します。

• [上昇イベント ]：イベント テーブルで定義しているイベントから、上昇イベントがト
リガーされたときに実行するイベントを選択します。イベントは、[イベント ] ペー
ジで作成されます。

• [下降しきい値 ]：下降しきい値アラームをトリガーする下降カウンタ値を入力します。
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• [下降イベント ]：イベント テーブルで定義しているイベントから、下降イベントがト
リガーされたときに実行するイベントを選択します。

• [始動アラーム ]：アラームの生成を開始する最初のイベントを選択します。上昇は、
低い値のしきい値から高い値のしきい値に移動することにより定義されます。

- [上昇アラーム ]：上昇カウンタ値が上昇しきい値アラームをトリガーします。

- [下降アラーム ]：下降カウンタ値が下降しきい値アラームをトリガーします。

- [上昇および下降 ]：上昇カウンタ値と下降カウンタ値の両方がアラームをトリ
ガーします。

• [間隔 ]：アラーム間隔を秒単位で入力します。

• [オーナー ]：アラームを受信するユーザまたはネットワーク管理システムの名前を入
力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。RMON アラームが追加され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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システム ログの管理

ここでは、スイッチが複数のログを保持するためのシステム ログ機能について説明します。
各ログは、システム イベントを記録したメッセージの集まりです。

スイッチは、次のローカル ログを生成します。

• コンソール インターフェイスに送信されるログ。

• RAM のログ イベントの巡回リストに書き込まれるログ。スイッチがリブートすると
消去されます。

• フラッシュ メモリに保存される巡回ログ ファイルに書き込まれるログ。リブート間も
保持されます。

加えて、SNMP トラップおよび SYSLOG メッセージの形式で、リモート SYSLOG サーバ
にメッセージを送信できます。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「システム ログ設定」

• 「リモート ログ設定」

• 「メモリ ログの表示」

システム ログ設定

[ログ設定 ] ページでログを有効または無効に設定し、ログ メッセージを集約するかどうかを
選択できます。

重大度

重大度別にイベントを選択できます。各ログ メッセージは、重大度の最初のアルファベット
で示されます（緊急（Emergency）のみアルファベット F を使用するので例外）。このアル
ファベットは両側がダッシュ（-）で連結されています。たとえば、ログ メッセージ "%INIT-
I-InitCompleted:..." の場合、重大度は I で、情報（Informational）になります。
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イベントの重大度は、高いものから順に次のとおりです。

• 緊急：システムが使用できません。

• アラート：何らかの措置が必要です。

• 重要：システムは危機的な状況です。

• エラー：システムがエラー状況です。

• 警告：システム警告が発生しました。

• 通知：システムは適切に動作していますが、システム通知が発生しています。

• 情報：デバイス情報。

• デバッグ：イベントの詳細情報が提供されます。

RAM ログおよびフラッシュ ログに対して重大度を選択できます。これらのログはそれぞれ、
[RAMメモリ ] ページと [フラッシュメモリ ] ページに表示されます。

ログに保存する重大度を選択することにより、それより重大度の高いイベントはすべて、自
動的にログに保存されることになります。それより低い重大度のイベントはログに保存され
ません。

たとえば、警告が選択された場合、警告およびこれより高い重大度のすべて（緊急、アラー
ト、重要、エラー、および警告）がログに保存されます。警告より低い重大度（通知、情報、
およびデバッグ）のイベントはログに保存されません。

グローバル ログ パラメータを設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [システムログ ] > [ログ設定 ] の順にクリックします。[ログ設定 ] ページが開き
ます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [ロギング ]：メッセージ ロギングを有効にします。

• [Syslogアグリゲータ ]：SYSLOG メッセージとトラップの集約を有効にします。
有効にすると、同一かつ連続する SYSLOG メッセージとトラップが、一定期間集約
され、単一のメッセージで送信されます。集約メッセージは、到着順に送信されま
す。各メッセージには、集約回数が示されます。

• [最大集約時間 ]：SYSLOG メッセージが集約される間隔を入力します。

• [RAMメモリロギング ]：RAM に記録するメッセージの重大度を選択します。
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• [フラッシュメモリロギング ]：フラッシュ メモリに記録するメッセージの重大度を選
択します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

リモート ログ設定

[リモートログサーバ ] ページでは、SYSLOG プロトコルを使用してログ メッセージが送信
されるリモート SYSLOG サーバを定義できます。各サーバについて、受け取るメッセージ
の重大度を設定できます。

SYSLOG サーバを定義するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [システムログ ] > [リモートログサーバ ] の順にクリックします。[リモートログ
サーバ ] ページが開きます。

このページには、リモート ログ サーバのリストが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[リモートログサーバの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [サーバ指定方法 ]：リモート ログ サーバを IP アドレスで指定するか、名前で指定す
るかを選択します。

• [IPバージョン ]：サポートする IP 形式を選択します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレス タイプを選択します。
次のオプションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：リストからリンク ローカル インターフェイス
（IPv6 アドレス タイプとしてリンク ローカルが選択されている場合）を選択します。
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• [ログサーバの IPアドレス/名前]：ログ サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力
します。

• [UDPポート ]：ログ メッセージが送信される UDP ポートを入力します。

• [ファシリティ ]：システム ログがリモート サーバに送信されるファシリティ値を選
択します。サーバに割り当てられるファシリティ値は 1 つだけです。ファシリティ 
コードが 2 度割り当てられると、最初のファシリティ値は上書きされます。

• [説明 ]：サーバの説明を入力します。

• [最小重大度 ]：サーバに送信されるシステム ログ メッセージの最小重大度を選択し
ます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。[リモートログサーバの追加 ] ページが閉じて、SYSLOG サーバ
が追加され、実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

メモリ ログの表示 

スイッチは、次のログへの記録が可能です。

• RAM へのログ（リブート時にクリア）

• フラッシュ メモリへのログ（ユーザ コマンドでのみクリア） 

重大度により各ログに書き込まれるメッセージを設定できます。メッセージは、外部
SYSLOG サーバ上のログを含む、複数のログに送信することができます。

RAM メモリ

RAM メモリ

[RAMメモリ ] ページには、RAM（キャッシュ）に保存されているすべてのメッセージが時
間順に表示されます。エントリは、[ログ設定 ] ページ内のコンフィギュレーションに従って、
RAM ログに保存されます。
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ログ エントリを表示するには、[ステータスと統計情報 ] > [ログの表示 ] > [RAMメモリ ] の
順にクリックします。[RAMメモリ ] ページが開きます。

このページの上部には、[アラートアイコンの点滅を無効にする ] ボタンがあります。クリッ
クして有効 /無効を切り替えます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [ログインデックス ]：ログ エントリ番号。

• [ログ時刻 ]：メッセージが生成された時刻。

• [重大度 ]：イベントの重大度。

• [説明 ]：イベントを説明するメッセージ テキスト。

ログ メッセージをクリアするには、[ログのクリア ] をクリックします。メッセージがクリア
されます。

フラッシュ メモリ

フラッシュ メモリ

[フラッシュメモリ ] ページには、フラッシュ メモリに保存されているメッセージが時間順に
表示されます。ログの最小重大度は [ログ設定 ] ページで設定します。フラッシュ ログは、ス
イッチのリブート時も保持されます。ログは手動でクリアできます。

フラッシュ ログを表示するには、[ステータスと統計情報 ] > [ログの表示 ] > [フラッシュメ
モリ ] の順にクリックします。[フラッシュメモリ ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [ログインデックス ]：ログ エントリ番号。

• [ログ時刻 ]：メッセージが生成された時刻。

• [重大度 ]：イベントの重大度。

• [説明 ]：イベントを説明するメッセージ テキスト。

メッセージをクリアするには、[ログのクリア ] をクリックします。メッセージがクリアされ
ます。
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システム ファイルの管理

スイッチが起動するファームウェア ファイルを選択できます。スイッチ内部でファイル タイ
プをコピーすることも、PC などの外部デバイスを使ってコピーすることもできます。

ファイルを転送する方法は次のとおりです。

• 内部コピー

• ブラウザの機能を使用する HTTP

• TFTP サーバを必要とする TFTP クライアント

スイッチ上のコンフィギュレーション ファイルは、そのタイプによって定義され、デバイス
に対する設定とパラメータ値を含みます。コンフィギュレーションがスイッチで参照される
際、ユーザにとって変更可能なファイル名ではなく、コンフィギュレーション ファイル タイ
プで参照されます。内容を、別のファイル タイプにコピーすることはできますが、ファイル
タイプ名はユーザにより変更できません。ファームウェア、ブート コード、およびログ ファ
イルはデバイス上の他のファイルに含まれており、これらは動作ファイルと呼ばれています。

コンフィギュレーション ファイルはテキスト ファイルであり、PC などの外部デバイスにコ
ピーした後、メモ帳などのテキスト エディタで編集可能です。

ファイルとファイル タイプ

スイッチ上には、次のタイプのコンフィギュレーション ファイルと動作ファイルがあります。

• 実行コンフィギュレーション：スイッチが動作するために現在使用しているパラメー
タ。パラメータ値が変わるときにコンフィギュレーション インターフェイスの 1 つを
使用することによりユーザが変更できるのはこのファイル タイプのみで、保持するた
めには手動で保存する必要があります。

スイッチのリブート時に、実行コンフィギュレーションは失われます。スイッチがリ
ブートすると、このファイル タイプは、フラッシュに保存されているスタートアップ
コンフィギュレーションから、RAM に保存されている実行コンフィギュレーション
にコピーされます。
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スイッチに対して行われた変更を保持するためには、実行コンフィギュレーションを
スタートアップ コンフィギュレーションに保存する必要があります。また、このコン
フィギュレーションを使用してスイッチをリブートしない場合には、別のファイル タ
イプに保存できます。実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュ
レーションに保存した場合、スイッチをリブートすると、前回実行コンフィギュレー
ションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存した以降に行われた変更を
含む実行コンフィギュレーションが作成されます。

• スタートアップ コンフィギュレーション：別のコンフィギュレーション（通常は実
行コンフィギュレーション）をスタートアップ コンフィギュレーションにコピーす
ることにより保存されたパラメータ値。

スタートアップ コンフィギュレーションはフラッシュに保存され、スイッチがリブー
トしても保持されます。スイッチがリブートすると、スタートアップ コンフィギュ
レーションは RAM にコピーされ、実行コンフィギュレーションになります。

• バックアップ コンフィギュレーション：システム シャットダウンからの保護や特定の
動作状態保持のために、パラメータ定義を手動でコピーしたもの。ミラー コンフィ
ギュレーション、スタートアップ コンフィギュレーション、または実行コンフィギュ
レーションをバックアップ コンフィギュレーション ファイルにコピーできます。バッ
クアップ コンフィギュレーションは、フラッシュ内に保存され、デバイス リブート時
にも保持されます。

• ミラー コンフィギュレーション：スタートアップ コンフィギュレーションのコピー。
以下の状態になった後、スイッチによって作成されます。

- スイッチが 24 時間連続で稼動している。

- 24 時間、実行コンフィギュレーションが変更されなかった。

- スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションが同じ。

スタートアップ コンフィギュレーションからミラー コンフィギュレーションへのコ
ピーはシステムによってのみ行われます。ミラー コンフィギュレーションを別のファ
イル タイプまたは別のデバイスにコピーすることは手動でできます。

スイッチがリブートすると、ミラー コンフィギュレーションは工場出荷時のデフォル
ト パラメータにリセットされます。その他の点では、ミラー コンフィギュレーション
はバックアップ コンフィギュレーションと同じであり、スイッチのリブート時に保持
されるパラメータ値のコピーを提供します。

• ファームウェア：スイッチの動作と機能を制御するプログラム。より一般的にはイメー
ジと呼ばれます。

• ブート コード：基本システム スタートアップを制御し、ファームウェア イメージを
起動します。

• 言語ファイル：選択された言語でウィンドウを表示するためのディクショナリ。

• フラッシュ ログ：フラッシュ メモリ内に保存される SYSLOG メッセージ。
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ファイル操作

次の操作により、ファームウェアとコンフィギュレーション ファイルを管理できます。

• ファームウェアまたはブート コードを更新したり、言語を置換する（「ファームウェ
ア /言語のアップグレード /バックアップ」を参照）

• 現在使用されているファームウェア イメージを表示したり、次回リブート時に使用さ
れるイメージを選択する（「アクティブ イメージの選択」を参照）

• スイッチ上のコンフィギュレーション ファイルを別のデバイスに保存する（「コン
フィギュレーション /ログのダウンロード /バックアップ」を参照）

• スタートアップ コンフィギュレーションまたはバックアップ コンフィギュレーショ
ン ファイル タイプをクリアする（「コンフィギュレーション ファイル プロパティの
表示」を参照）

• コンフィギュレーション ファイル タイプを別のコンフィギュレーション ファイル タ
イプにコピーする（「コンフィギュレーション ファイルのコピー」を参照） 

• コンフィギュレーション ファイルを TFTP サーバからスイッチに自動的にアップ
ロードする（「DHCP 自動コンフィギュレーションの設定」を参照）

!
注意 実行コンフィギュレーションはスタートアップ コンフィギュレーション、バックアップ コン

フィギュレーション、または外部ファイルに手動でコピーしていない限り、ファイルが最後
に保存された以降に行われた変更はすべて、スイッチのリブート時に失われます。ログオフ
する前に、そのセッションで行った変更が保持されるように、実行コンフィギュレーション
をスタートアップ コンフィギュレーションに保存しておくことを推奨します。

画面の右上にある [保存 ] アプリケーション リンクの左に赤い X アイコンが表示されている
場合、コンフィギュレーションが変更されており、かつそれらがスタートアップ コンフィギュ
レーション ファイルにまだ保存されていないことを示しています。

[保存 ] をクリックすると、[コンフィギュレーションのコピー /保存 ] ページが表示されます。
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルにコピーすることにより、実行コンフィ
ギュレーション ファイルを保存します。この保存の後、赤い X アイコンと [保存 ] リンクは
非表示になります。
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ここでは、コンフィギュレーション ファイルとログ ファイルの管理方法について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「ファームウェア /言語のアップグレード /バックアップ」

• 「アクティブ イメージの選択」

• 「コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バックアップ」

• 「コンフィギュレーション ファイル プロパティの表示」

• 「コンフィギュレーション ファイルのコピー」

• 「DHCP 自動コンフィギュレーションの設定」

ファームウェア /言語のアップグレード /バックアップ

ファームウェア /言語のアップグレード /バックアップ プロセスは、次の目的のために使用し
ます。

• ファームウェア イメージのアップグレードまたはバックアップ

• ブート コードのアップグレードまたはバックアップ

• 新しい言語ファイルのインポート、既存言語ファイルのアップグレード、または第 2
言語ファイルの削除 

次のファイル転送方法がサポートされています。

• ブラウザ機能を使用する HTTP

• TFTP サーバを必要とする TFTP 

新しい言語ファイルがスイッチにロードされると、その新しい言語をドロップダウン メ
ニューから選択できるようになります （スイッチをリブートする必要はありません）。

すべてのページにある [言語 ] ドロップダウン メニューから [言語のダウンロード ] を選択し
ても、[ファームウェア /言語のアップグレード /バックアップ ] ページにアクセスできます。

スイッチ上には、Image1 と Image2 の 2 つのファームウェア イメージが保存されます。1
つはアクティブ イメージとして識別され、もう 1 つは非アクティブ イメージとして識別され
ます。

ファームウェアをアップグレードすると、新しいイメージは、常に非アクティブ イメージと
して識別されるイメージに置き換わります。
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スイッチに新しいファームウェアがアップロードされても、「アクティブ イメージの選択」で
説明する手順により、新しいイメージのステータスがアクティブ イメージに変更されるまで、
スイッチはアクティブ イメージ（旧バージョン）を使用して起動し続けます。したがって、
「スイッチのリブート」で説明する手順により、スイッチを起動します。

新しいファームウェアまたは言語ファイルのアップロード

スイッチに新しいファームウェアがアップロードされても、「アクティブ イメージの選択」で
説明する手順により、新しいイメージのステータスがアクティブ イメージに変更されるまで、
スイッチはアクティブ イメージ（旧バージョン）を使用して起動し続けます。したがって、
「スイッチのリブート」で説明する手順により、スイッチを起動します。

システムまたは言語ファイルをダウンロードまたはバックアップするには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ファイル管理 ] > [ファームウェア /言語のアップグレード /バックアップ ] の
順にクリックします。[ファームウェア /言語のアップグレード /バックアップ ] ページが開
きます。

ステップ  2 [転送方式 ] をクリックします。TFTP を選択した場合、ステップ 3 に進んでください。HTTP
を選択した場合、ステップ 4 に進んでください。

ステップ  3 TFTP を選択した場合、次に示すパラメータを入力します。それ以外の場合、ステップ 4 に
進んでください。

[保存するアクション ] として [アップグレード ] または [バックアップ ] を選択します。

[保存するアクション ] - [アップグレード ]：スイッチ上のファイル タイプを、TFTP サー
バ上にある同じファイル タイプの新しいバージョンと置き換えます。次のフィールドを入力
します。

a. [ファイルタイプ ]：ターゲット ファイル タイプを選択します。有効なファイル タイプの
み表示されます （ファイル タイプについては、「ファイルとファイル タイプ」 を参照して
ください）。ブート コードは TFTP 経由でのみアップグレード可能であることに注意して
ください。

b. [サーバ指定方法 ]：TFTP サーバを IP アドレスで指定するか、ドメイン名で指定するか
を選択します。

c. [IPバージョン ]：IPv4 アドレスを使用するか IPv6 アドレスを使用するか選択します。

d. [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレス タイプを選択します。
次のオプションがあります。
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[リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホストが一意
に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 です。このタイプ
のアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内で通信する場合にのみ
使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサポートされます。リンク ローカル 
アドレスがインターフェイス上に存在している場合、この入力値が、コンフィギュレー
ション内のアドレスと置き換わります。

[グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能なグ
ローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

e. [リンクローカルインターフェイス ]：リストからリンク ローカル インターフェイスを選
択します（IPv6 を使用する場合）。

f. [TFTPサーバの IPアドレス /名前 ]：TFTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入
力します。

g. [ソース ファイル名 ]：ソース ファイル名を入力します。

[保存するアクション ] - [バックアップ ]：ファイル タイプのコピーを別のデバイス上の
ファイルに保存します。次のフィールドを入力します。

a. [ファイルタイプ ]：ソース ファイル タイプを選択します。有効なファイル タイプのみ選
択できます （ファイル タイプについては「ファイルとファイル タイプ」を参照してくだ
さい）。

b. [サーバ指定方法 ]：[IPアドレス ] または [名前 ] のどちらかを選択します。

c. [IPバージョン ]：IPv4 アドレスを使用するか IPv6 アドレスを使用するか選択します。

d. [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 アドレス タイプを選択します（使用する場合）。次のオ
プションがあります。

[リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホストが一意
に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 です。このタイプ
のアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内で通信する場合にのみ
使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサポートされます。リンク ローカル 
アドレスがインターフェイス上に存在している場合、この入力値が、コンフィギュレー
ション内のアドレスと置き換わります。

[グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能なグ
ローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

e. [リンクローカルインターフェイス ]：リストからリンク ローカル インターフェイスを選
択します（IPv6 を使用する場合）。

f. [TFTPサーバの IPアドレス /名前 ]：TFTP サーバの IP アドレスを入力します。

g. [ターゲットファイル名 ]：ターゲット ファイル名を入力します。ファイル名にはスラッ
シュ（\ または /）を含めることはできず、ファイル名の先頭にピリオド（.）を使用する
ことはできません。ファイル名は 1 ～ 160 文字にする必要があります （有効な文字は 
A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「.」、「-」、「_」 です）。
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ステップ  4 HTTP を選択した場合、実行できるのはアップグレードのみです。次に示すパラメータを入
力します。

a. [ファイルタイプ ]：コンフィギュレーション ファイル タイプを選択します。有効なファ
イル タイプのみ選択できます （ファイル タイプについては「ファイルとファイル タイ
プ」を参照してください）。

b. [ファイル名 ]：[参照 ] をクリックし、転送に使用するファイルを選択するか、パスと
ソース ファイル名を入力します。

ステップ  5 [適用 ] または [完了 ] をクリックします。ファイルがアップグレードまたはバックアップされ
ます。

言語ファイル

2 つの言語ファイルをインストールしてある場合は、第 2 言語ファイルをスイッチから削除
することもできます。[言語 ] メニューを開くと、言語を削除するオプションが表示されます。

ステップ 1 [言語の削除 ] をクリックします。

ステップ  2 確認ウィンドウが表示され、ファイルを削除するために [OK] をクリックするように求められ
ます。

ステップ  3 [OK] をクリックしてファイルを削除します。

第 2 言語ファイルがすでにあり、別の言語ファイルをロードする場合は、確認ウィンドウが
表示され、既存の言語ファイルを新しい言語ファイルで置き換える場合は [OK] をクリックす
るように求められます。
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アクティブ イメージの選択 

スイッチ上には、Image1 と Image2 の 2 つのファームウェア イメージが保存されます。1
つはアクティブ イメージとして識別され、もう 1 つは非アクティブ イメージとして識別され
ます。スイッチは、アクティブ イメージとして設定したイメージから起動します。非アクティ
ブ イメージとして識別されたイメージをアクティブ イメージに変更することができます （ス
イッチは、「スイッチのリブート」で説明されている手順によりリブートできます）。

アクティブ イメージを選択するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ファイル管理 ] > [アクティブイメージ ] の順にクリックします。[アクティブイ
メージ ] ページが開きます。

このページには、次のフィールドが表示されます。

[アクティブイメージ ]：スイッチで現在アクティブになっているイメージ ファイルが表示さ
れます。

[アクティブイメージバージョン番号 ]：アクティブ イメージのファームウェア バージョン
が表示されます。

ステップ  2 [リブート後のアクティブイメージ ] メニューからイメージを選択し、スイッチがリブートし
た後アクティブ イメージとして使用されるファームウェア イメージを指定します。[リブー
ト後のアクティブイメージバージョン番号 ] に、スイッチのリブート後に使用されるアクティ
ブ イメージのファームウェア バージョンが表示されます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。アクティブ イメージの選択が更新されます。

コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バックアップ

[コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バックアップ ] ページにより、コンフィギュ
レーション ファイル タイプまたはスイッチ上のフラッシュ ログから、別のデバイス上のファ
イルにバックアップしたり、別のデバイスからスイッチにコンフィギュレーション ファイル
タイプを復元することができます。

コンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレーションに復元すると、インポート
されたファイルは、旧ファイルにはなかったコンフィギュレーション コマンドを追加し、既
存コンフィギュレーション コマンド内のパラメータ値を上書きします。
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コンフィギュレーション ファイルをスタートアップ コンフィギュレーションまたはバック
アップ コンフィギュレーション ファイルに復元すると、新しいファイルが前のファイルと置
き換わります。

スタートアップ コンフィギュレーションに復元した場合は、復元されたスタートアップ コン
フィギュレーションを実行コンフィギュレーションとして使用するには、スイッチをリブー
トする必要があります スイッチは、「スイッチのリブート」で説明されている手順によりリ
ブートできます。

システム コンフィギュレーション ファイルをバックアップまたは復元するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ファイル管理 ] > [コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バックアッ
プ ] の順にクリックします。[コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バックアップ ]
ページが開きます。

ステップ  2 [転送方式 ] をクリックします。

ステップ  3 TFTP を選択した場合は、パラメータを入力します。それ以外の場合、ステップ 4 に進んで
ください。

[保存するアクション ] として [ダウンロード ] または [バックアップ ] を選択します。

[保存するアクション ] - [ダウンロード ]：別のデバイス上のファイルでスイッチ上のファイ
ル タイプを置き換えます。次のフィールドを入力します。

a. [サーバ指定方法 ]：TFTP サーバを IP アドレスで指定するか、ドメイン名で指定するか
を選択します。

b. [IPバージョン ]：IPv4 アドレスを使用するか IPv6 アドレスを使用するか選択します。

（注）[サーバ指定方法 ] でサーバを名前によって選択するよう指定した場合、IP バー
ジョン関連のオプションを選択する必要はありません。

c. [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 アドレス タイプを選択します（使用する場合）。次のオ
プションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在してい
る場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わりま
す。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。
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d. [リンクローカルインターフェイス ]：リストからリンク ローカル インターフェイスを選
択します。

e. [TFTPサーバ ]：TFTP サーバの IP アドレスを入力します。

f. [ソースファイル名 ]：ソース ファイル名を入力します。ファイル名にはスラッシュ（\ 
または /）を含めることはできず、ファイル名の先頭にピリオド（.）を使用することは
できません。ファイル名は 1 ～ 160 文字にする必要があります （有効な文字は A ～ Z、
a ～ z、0 ～ 9、「.」、「-」、「_」 です）。

g. [ターゲットファイル タイプ ]：ターゲット コンフィギュレーション ファイル タイプを
入力します。有効なファイル タイプのみ表示されます （ファイル タイプについては
「ファイルとファイル タイプ」を参照してください）。

[保存するアクション ] - [バックアップ ]：ファイル タイプを別のデバイス上のファイルに
コピーします。次のフィールドを入力します。

a. [サーバ指定方法 ]：TFTP サーバを IP アドレスで指定するか、ドメイン名で指定するか
を選択します。

a. [IPバージョン ]：IPv4 アドレスを使用するか IPv6 アドレスを使用するか選択します。

b. [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 アドレス タイプを選択します（使用する場合）。次のオ
プションがあります。

• [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホストが
一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 です。こ
のタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内で通信す
る場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサポートされます。
リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している場合、この入力値が、
コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

• [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能なグ
ローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

c. [リンクローカルインターフェイス ]：リストからリンク ローカル インターフェイスを選
択します。

d. [TFTPサーバの IPアドレス /名前 ]：TFTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入
力します。

e. [ソースファイルタイプ ]：ソース コンフィギュレーション ファイル タイプを入力しま
す。有効なファイル タイプのみ表示されます （ファイル タイプについては「ファイルと
ファイル タイプ」を参照してください）。

f. [ターゲットファイル名 ]：ターゲット ファイル名を入力します。ファイル名にはスラッ
シュ（\ または /）を含めることはできず、ファイル名の先頭にピリオド（.）を使用する
ことはできません。ファイル名は 1 ～ 160 文字にする必要があります （有効な文字は 
A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「.」、「-」、「_」 です）。
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ステップ  4 HTTP を選択した場合、次に示すパラメータを入力します。

[保存するアクション ] を選択します。

[保存するアクション ] で [ダウンロード ] を選択し、スイッチ上のファイル タイプを、別の
デバイス上にある同じファイル タイプの新しいバージョンに置き換えるように指定する場合
は、次の手順に従います。それ以外の場合は、このステップ内の次の手順に進んでください。

a. [ソースファイル名 ]：[参照 ] をクリックし、転送に使用するファイルを選択するか、パ
スとソース ファイル名を入力します。

b. [ターゲットファイルタイプ ]：コンフィギュレーション ファイル タイプを選択します。
有効なファイル タイプのみ表示されます （ファイル タイプについては「ファイルとファ
イル タイプ」を参照してください）。

c. [適用 ] をクリックします。ファイルが別のデバイスからスイッチに転送されます。

[保存するアクション ] で [バックアップ ] を選択し、ファイル タイプを別のデバイス上の
ファイルにコピーするように指定した場合、次の手順に従います。

a. [ソースファイルタイプ ]：コンフィギュレーション ファイル タイプを選択します。有効
なファイル タイプのみ表示されます（ファイル タイプについては「ファイルとファイル
タイプ」を参照してください）。 

b. [適用 ] をクリックします。 [コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バックアッ
プ ] ウィンドウが開きます。

ステップ  5 [完了 ] をクリックします。スイッチ上でファイルが（ファイル タイプに応じて）アップグ
レードまたはバックアップされます。

コンフィギュレーション ファイル プロパティの表示

[コンフィギュレーションファイルプロパティ ] ページでは、システム コンフィギュレーショ
ン ファイル タイプおよびこれらの変更日時を表示できます。また、スタートアップ コンフィ
ギュレーションまたはバックアップ コンフィギュレーションを削除することもできます。そ
の他のコンフィギュレーション ファイル タイプは削除できません。

コンフィギュレーション ファイル プロパティを表示するには、[各種管理 ] > [ファイル管理 ] >
[コンフィギュレーションファイルプロパティ ] の順にクリックします。[コンフィギュレー
ションファイルプロパティ ] ページが開きます。
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このページには、次のフィールドが表示されます。

• [コンフィギュレーションファイル名 ]：ファイル タイプが表示されます。

• [作成日時 ]：ファイルが変更された日時が表示されます。

コンフィギュレーション ファイルをクリアするには、ファイルを選択し、[ファイルのクリア ]
をクリックします。

コンフィギュレーション ファイルのコピー

どのウィンドウからでも [適用 ] をクリックすると、スイッチ コンフィギュレーション設定の
変更が実行コンフィギュレーションにのみ保存されます。実行コンフィギュレーション内の
パラメータを保持するには、実行コンフィギュレーションを別のコンフィギュレーション タ
イプにコピーするか、別のデバイス上のファイルとして保存する必要があります。

[コンフィギュレーションのコピー /保存 ] ページでは、バックアップ目的で、コンフィギュ
レーション ファイルをコピーしたり、別のデバイスに保存したりできます。このページの下
部には、[[保存 ]アイコンの点滅を無効にする ] ボタンがあります。クリックして有効 /無効を
切り替えます。

!
注意 実行コンフィギュレーションはスタートアップ コンフィギュレーションまたは別のコンフィ

ギュレーション ファイルにコピーしていない限り、ファイルが最後にコピーされた以降に行
われた変更はすべて、スイッチのリブート時に失われます。

次の組み合わせによる内部ファイル タイプのコピーが可能です。

• 実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションまたは
バックアップ コンフィギュレーションへのコピー 

• スタートアップ コンフィギュレーションからバックアップ コンフィギュレーション
へのコピー 

• バックアップ コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーション
へのコピー

• ミラー コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションまたは
バックアップ コンフィギュレーションへのコピー
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コンフィギュレーションを別のファイル タイプにコピーするには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ファイル管理 ] > [コンフィギュレーションのコピー /保存 ] の順にクリックし
ます。[コンフィギュレーションのコピー /保存 ] ページが開きます。

ステップ  2 コピーするソース ファイル名を選択します。有効なファイル タイプのみ表示されます （ファ
イル タイプについては「ファイルとファイル タイプ」を参照してください）。

ステップ  3 ソース ファイルにより上書きされるターゲット ファイル名を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ファイルがコピーされます。

DHCP 自動コンフィギュレーションの設定

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）は、コンフィギュレーション情報（TFTP
サーバの IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名を含む）を TCP/IP ネット
ワーク上のホストに転送するためのプロトコルです。デフォルトでは、スイッチは DHCP ク
ライアントとして有効になっています。

DHCP 自動コンフィギュレーション

リブート中、または明示的な DHCP 更新要求などにより、IP アドレスが割り当てられたり更
新されたとき、そしてスイッチとサーバがそのように設定されている場合、DHCP により識
別された TFTP サーバからスイッチまでコンフィギュレーション ファイルが転送されます。
このプロセスは、自動コンフィギュレーションと呼ばれます。

（注） DHCP が無効になっているスイッチで DHCP 自動コンフィギュレーションを有効にする場
合、「管理インターフェイスと IP インターフェイス」で説明されている手順により、DHCP
を有効にする必要があります。

[DHCP自動コンフィギュレーション ] ページでは、自動コンフィギュレーション目的で
TFTP サーバとファイルをポイントする DHCP 情報をスイッチが受信するように設定した
り、DHCP メッセージでこの情報が提供されない場合に、スイッチが TFTP サーバの手動コ
ンフィギュレーションとコンフィギュレーション ファイルを受信するように設定できます。

DHCP 自動更新プロセスにおいては、次の制限事項があります。

• TFTP サーバ上のコンフィギュレーション ファイルは、サポートされているコン
フィギュレーション ファイルの形式要件を満たしている必要があります。スタート
アップ コンフィギュレーションにロードされる前に、コンフィギュレーション ファ
イルの形式はチェックされますが、コンフィギュレーション パラメータの有効性は
チェックされません。
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• デバイスのコンフィギュレーションが意図どおりに機能し、各 DHCP 更新サイクル
で異なる IP アドレスが割り当てられるように、IP アドレスは、DHCP サーバ テーブ
ル内の MAC アドレスにバインドされる必要があります。これにより、各デバイスが
独自の予約済み IP アドレスとその他の関連情報を持つことが可能になります。

DHCP サーバ自動コンフィギュレーションを設定するには

ステップ 1 [各種管理] > [ファイル管理] > [DHCP自動コンフィギュレーション] の順にクリックします。
[DHCP自動コンフィギュレーション ] ページが開きます。

ステップ  2 次の値を入力します。

• [DHCP経由の自動コンフィギュレーション ]：TFTP サーバからスイッチ上のスター
トアップ コンフィギュレーションへのコンフィギュレーション ファイルの自動転送
を有効にします。

• [サーバ指定方法 ]：[IPアドレス ] または [名前 ] を選択します。

• [バックアップTFTPサーバの IPアドレス/名前]：DHCP メッセージに TFTP サーバ
の IP アドレスが指定されていなかった場合に使用される TFTP サーバの IP アドレス
または名前を入力します。

• [バックアップコンフィギュレーションファイル ]：DHCP メッセージにコンフィギュ
レーション ファイル名が指定されていない場合に使用されるファイルのパスとファ
イル名を入力します。

このウィンドウには、次のフィールドが表示されます。

• [最後に自動コンフィギュレーションで使用したTFTPサーバ IPアドレス ]：自動コン
フィギュレーションで最後に使用された TFTP サーバの IP アドレスが表示されます。

• [最後に自動コンフィギュレーションで使用したファイル名 ]：自動コンフィギュレー
ションでスイッチにより最後に使用されたファイル名が表示されます。

[最後に自動コンフィギュレーションで使用したTFTPサーバ IPアドレス ] および 
[最後に自動コンフィギュレーションで使用したファイル名 ] は、コンフィギュレー
ション IP アドレスと共に、スイッチが DHCP サーバから受け取った情報と比較され
ます。これらの値が一致しない場合、スイッチは、DHCP サーバによって識別され
た TFTP サーバからコンフィギュレーション ファイルをスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルに転送し、リブートを開始します。値が一致した場合は、
何も起こりません。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。DHCP 自動コンフィギュレーション機能が更新されます。
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一般管理情報と動作

ここでは、システム情報の表示方法と、スイッチでのさまざまなオプションの設定方法につ
いて説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「システム情報」

• 「スイッチ モデル」

• 「スイッチのリブート」

• 「TCAM 割り当て」

• 「ファンの状態と温度のモニタリング」

• 「アイドル セッション タイムアウトの定義」

• 「ホストの Ping」

• 「トレースルート」

システム情報

[システムの要約 ] ページには、スイッチのグラフ、スイッチ ステータス、ハードウェア情報、
ファームウェア バージョン情報、一般的な Power-over-Ethernet（PoE）ステータスなど
が表示されます。

システム概要の表示

システム情報を表示するには、[ステータスと統計情報 ] > [システムの要約 ] の順にクリック
します。[システムの要約 ] ページが開きます。

[システムの要約 ] ページには、システム情報とハードウェア情報が表示されます。
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システム情報

• [システムの説明 ]：システムの説明。

• [システムロケーション ]：スイッチの物理的な位置。この値を入力するには、[編集 ] を
クリックし、[システム設定 ] ページに移動します。

• [システムコンタクト先 ]：担当者の名前。この値を入力するには、[編集 ] をクリック
し、[システム設定 ] ページに移動します。

• [ホスト名 ]：スイッチの名前。この値を入力するには、[編集 ] をクリックし、[システ
ム設定 ] ページに移動します。デフォルトでは、スイッチのホスト名は、switch とい
う単語と、スイッチ MAC アドレスの下 3 バイト（16 進数値の右側 6 桁）との連結
になります。

• [システムオブジェクト ID]：エンティティ（SNMP で使用）に含まれているネット
ワーク管理サブシステムの一意のベンダー ID。

• [システムアップタイム ]：最後のリブートから経過した時間。

• [現在の時刻 ]：現在のシステム時刻。

• [基本MACアドレス ]：スイッチ MAC アドレス。

• [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 ] ページで有効または無効にできます。

（注）ジャンボ フレームは、有効にしてからスイッチをリブートした後にのみサポー
トが有効になります。

TCP/UDP サービスのステータス

• [HTTPサービス ]：HTTP の状態（有効または無効）が表示されます。

• [HTTPSサービス ]：HTTPS の状態（有効または無効）が表示されます。

• [Telnetサービス ]：Telnet の状態（有効または無効）が表示されます。

• [SSHサービス ]：SSH の状態（有効または無効）が表示されます。

• [SNMPサービス ]：SNMP の状態（有効または無効）が表示されます。

• [編集 ]：クリックすると、[TCP/UDPサービス ] ページが表示されます。詳細につい
ては、「セキュリティの設定」を参照してください。

ハードウェアとファームウェアのバージョン情報

• [モデルの説明 ]：スイッチ モデルの説明。

• [シリアル番号 ]：シリアル番号。
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• [PID VID]：ポート番号とバージョン ID。

• [ファームウェアバージョン (アクティブイメージ )]：アクティブ イメージのファーム
ウェア バージョン。

• [ファームウェアMD5チェックサム (アクティブイメージ )]：アクティブ イメージの
MD5 チェックサム。

• [ファームウェアバージョン (非アクティブ )]：非アクティブ イメージのファームウェ
ア バージョン。

• [ファームウェアMD5チェックサム(非アクティブ)]：非アクティブ イメージの MD5
チェックサム。

• [ブートバージョン ]：ブート バージョン。

• [ブートのMD5チェックサム ]：ブート バージョンの MD5 チェックサム。

• [ロケール ]：最初の言語のロケール （これは常に英語です）。

• [言語バージョン ]：最初の言語または英語の言語パッケージ バージョン。

• [言語のMD5チェックサム ]：言語ファイルの MD5 チェックサム。

• [ロケール ]：2 番目の言語のロケール

• [言語バージョン ]：2 番目の言語の言語パッケージ バージョン。

• [言語のMD5チェックサム ]：セカンダリ言語ファイルの MD5 チェックサム。

PoE 機能付きモデルの一般的な PoE ステータス

• [最大有効PoE電力 (W)]：PoE により給電可能な最大電力。

• [PoE電力消費合計 (W)]：接続されている PoE デバイスに給電された合計 PoE 電力。

• [PoE電源モード ]：ポート制限またはクラス制限。

システム設定の指定

システム設定を入力するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [システム設定 ] の順にクリックします。[システム設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 システム設定を変更します。

• [システムの説明 ]：スイッチの説明が表示されます。

• [システムロケーション ]：スイッチの物理的な位置を入力します。
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• [システムコンタクト先 ]：担当者の名前を入力します。

• [ホスト名 ]：ホスト名を選択します。

- [デフォルトを使用 ]：これらのスイッチのデフォルト ホスト名（システム名）は 
switch123456 です。123456 は 16 進数のスイッチ MAC アドレスの下 3 桁に
なります。

- [ユーザ定義 ]：ホスト名を入力します。文字、数字、およびハイフンのみ使用で
きます。ホスト名の開始または終了はハイフンにできません。その他の記号、句
読点、ブランクも使用できません（RFC1033、1034、1035 の規定により）。

• [カスタムログイン画面の設定 ]：[ログイン ] ページにテキストを表示する場合は、[ロ
グインバナー ] テキスト ボックスにテキストを入力します。結果を表示するには、
[プレビュー ] をクリックします。

（注）ユーザが Web インターフェイスからログイン バナーを定義すると、CLI イ
ンターフェイス（コンソール、Telnet、および SSH）のバナーもアクティブにな
ります。

ステップ  3 [適用 ] をクリックし、実行コンフィギュレーション ファイルに値を設定します。

スイッチ モデル

すべてのモデルがWeb ベースのスイッチ設定ユーティリティから完全に管理できます。

レイヤ 2 は、すべてのデバイスのデフォルトの動作モードになります。レイヤ 2 モードでは、
スイッチは VLAN 対応ブリッジとしてパケットを転送します。レイヤ 3 モードでは、スイッ
チは IPv4 ルーティングと VLAN 対応ブリッジングの両方を実行します。

各 Sx300 モデルは、アドミニストレーション ガイドの 「コンソール メニュー インターフェ
イス」 で説明されているように、コンソール インターフェイスを使ってレイヤ 3 に設定でき
ます。

スイッチがレイヤ 3 モードで動作する場合、VLAN レート制限と QoS ポリサーは動作しま
せん。その他の QoS 詳細モード機能は使用できます。

次の表では、ファスト イーサネット ポート（10/100）は FE、ギガビット イーサネット ポー
ト（10/100/1000）は GE として示されています。
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（注） ポートの説明に使用されている略語は、ソフトウェア バージョンによって異なります。リリー
ス 1.0 の場合、GUI では、ファスト イーサネットを表す場合に「e」、ギガビット イーサネッ
トを表す場合に「g」を使用しています。
CLI では、ファスト イーサネットを表す場合に「fa」、ギガビット イーサネットを表す場合
に「gi」を使用しています。

次の表に、さまざまなモデル、それぞれのポートの個数とタイプ、および PoE をサポートす
るポートの個数を示します。

マネージド スイッチのモデル

モデル名 製品 ID（PID） デバイスのポートの説明 PoE 給電  PoE をサ
ポートする
ポート数

SG300-10 SRW2008-K9 GE ポート x 8、特別目的コンボ ポート（GE/SFP） x 2

SG300-
10MP

SRW2008MP
-K9 

GE ポート x 8、特別目的コンボ ポート（GE/SFP） x 2 最大 124 W 8

SG300-
10P

SRW2008P-
K9

GE ポート x 8、特別目的コンボ ポート（GE/SFP） x 2 最大 62 W 8

SG300-20 SRW2016-K9 GE ポート x 16、特別目的ポート x 4（アップリンク 
ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

SG300-28 SRW2024-K9 GE ポート x 24、特別目的ポート x 4（アップリンク 
ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

SG300-
28P

SRW2024P-
K9

GE ポート x 24、特別目的ポート x 4（アップリンク 
ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

最大 180 W 24

SG300-52 SRW2048-K9 GE ポート x 48、特別目的ポート x 4（アップリンク 
ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

SF300-08 SRW208-K9 FE ポート x 8

SF302-08 SRW208G-
K9

FE ポート x 8、GE ポート x 2

SF302-
08MP

SRW208MP-
K9

FE ポート x 8、GE ポート x 2 最大 124 W 8

SF302-
08P

SRW208P-K9 FE ポート x 8、GE ポート x 2 最大 62 W 8

SF300-24 SRW224G4-
K9

FE ポート x 24、GE 特別目的ポート x 4（アップリン
ク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）
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スイッチのリブート 

ジャンボ フレームのサポートを有効にするなど、コンフィギュレーションを変更した場合、
その変更を有効にするためにシステムをリブートしなければならないことがあります。ただ
し、スイッチをリブートすると、実行コンフィギュレーションが削除されるので、スイッチ
をリブートする前に、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーショ
ンに保存しておくことが重要です。[適用 ] をクリックしても、コンフィギュレーションはス
タートアップ コンフィギュレーションに保存されません。ファイルとファイル タイプの詳細
については、「システム ファイルの管理」の「ファイルとファイル タイプ」を参照してくだ
さい。

[各種管理 ] > [コンフィギュレーションのコピー /保存 ] の順にクリックするか、ウィンドウ
の上にある [保存 ] をクリックして、コンフィギュレーションをバックアップできます。リ
モート デバイスからコンフィギュレーションをアップロードすることもできます。詳細につ
いては、「システム ファイルの管理」の「コンフィギュレーション /ログのダウンロード /バッ
クアップ」を参照してください。

スイッチをリブートするには

ステップ 1 [各種管理 ] > [リブート ] の順にクリックします。[リブート ] ページが開きます。

ステップ  2 いずれかの [リブート ] ボタンをクリックし、スイッチをリブートします。

• [リブート ]：スイッチをリブートします。スイッチをリブートすると実行コンフィ
ギュレーション内の保存されていない情報は破棄されてしまうので、ウィンドウの右
上隅にある [保存 ] をクリックして、起動中に現在のコンフィギュレーションが保持
されるようにする必要があります。保存オプションが表示されない場合は、実行コン
フィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションと一致しており、保
存が必要ないということです。

SF300-
24P

SRW224G4P
-K9

FE ポート x 24、GE 特別目的ポート x 4（アップリン
ク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

最大 180 W 24

SF300-48 SRW248G4-
K9

FE ポート x 48、GE 特別目的ポート x 4（アップリン
ク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

SF300-
48P

SRW248G4P
-K9

FE ポート x 48、GE 特別目的ポート x 4（アップリン
ク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

最大 375 W 48

マネージド スイッチのモデル （続き）

モデル名 製品 ID（PID） デバイスのポートの説明 PoE 給電  PoE をサ
ポートする
ポート数
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• [工場出荷時設定に戻す ]：工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションを使用し
てスイッチをリブートします。このプロセスは、スタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルを消去します。つまり、このアクションを選択すると、別のファイ
ルに保存されていない設定はすべて削除されます。

!
注意 DHCP 自動コンフィギュレーションは、工場出荷時のデフォルト設定では有効になっていま

す。スイッチを適切にリブートして工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、DHCP自動コ
ンフィギュレーションを無効にして（たとえば、ローカル ターミナルをスイッチに接続し、
適切な CLI を実行して自動コンフィギュレーション機能を無効にします )、スイッチでローカ
ル サーバからコンフィギュレーションが自動的にダウンロードされないようにする必要があ
ります。

TCAM 割り当て

[TCAM割り当て設定 ] ページを使用して、TCAM 割り当てをカスタマイズします。TCAM
エントリは、次のグループに分類されます。

• [IPエントリ ]：IPv4 スタティック ルート、IP インターフェイス、および IP ホスト用
に予約済みの TCAM エントリ。各タイプでは、次の個数の TCAM エントリが生成さ
れます。

- IPv4 スタティック ルート：ルートごとに 1 つのエントリ

- IP インターフェイス：インターフェイスごとに 2 つのエントリ

- IP ホスト：ホストごとに 1 つのエントリ

• [非 IPエントリ ]：ACL ルール、CoS ポリサー、VLAN レート制限など、他のアプリ
ケーション用に予約済みの TCAM エントリ。

次のどちらかに該当する場合、TCAM 割り当てが不適切に変更されます。

• 割り当てた TCAM エントリの個数が現在使用中の個数よりも少ない。

• 割り当てた TCAM エントリの個数がそのカテゴリで使用可能な個数の上限よりも多
い （最大値は、ページに表示されます）。

TCAM 割り当てを不適切に変更した場合、エラー メッセージが表示されます。TCAM 割り
当てが適切な場合、新しい設定で自動リブートが実行されることを通知するメッセージが表
示されます。
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ステップ 1 [各種管理 ] > [TCAM割り当て設定 ] の順にクリックします。[TCAM割り当て設定 ] ページ
が開きます。

このページには、次のブロックが表示されます。

• [予約済みTCAMサイズ ]：現在の使用可能な TCAM エントリ数が表示されます。

• [実際のTCAM割り当て ]：現在使用されている TCAM エントリの数とまだ使用可能
な数が表示されます。

ステップ  2 IP エントリの TCAM 割り当てを変更するには、[新しい設定 ] ブロックに新しい値を入力し
ます。

TCAM 割り当て設定を変更する前に、現在の設定を保存する必要があります。

新しい TCAM 割り当て設定は、次のルールに従う必要があります。

• IPv4 スタティック ルート最大数：新しい値は現在の使用済み値以上にする

• IP インターフェイス最大数：新しい値は現在の使用済み値以上にする

• 新しい IPv4 スタティック ルート最大数 + 2 ×  IP インターフェイス最大数 + IP ホス
ト最大数 <= TCAM エントリ合計個数 - 使用済み非 IP エントリ合計個数

変更後に使用可能な非 IP エントリの個数が表示されます。

ステップ  3 [保存 ] リンクをクリックし、新しい設定を保存します。この操作により、TCAM 割り当ての
実効性が検証されます。不適切な場合、エラー メッセージが表示されます。適切な場合、割
り当ては実行コンフィギュレーション ファイルにコピーされます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックすると、新しい設定で自動リブートが実行されます。

ファンの状態と温度のモニタリング

[ヘルス ] ページには、次のデバイスのスイッチ ファンの状態と温度が表示されます。

SF300-48P 

上記以外のデバイスについては、ファンの状態のみが表示されます。
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スイッチの状態パラメータを表示するには、[ステータスと統計情報] > [ヘルス] の順にクリッ
クします。[ヘルス ] ページが開きます。

[ヘルス ] ページには、次のフィールドが表示されます。

• [ファンステータス ]：ファンの状態。[OK] は、ファンが正常に動作していることを
示します。

• [温度 ]：スイッチの内部温度。

アイドル セッション タイムアウトの定義 

[アイドルセッションタイムアウト ] は、タイムアウトが発生するまでに管理セッションが継
続できる時間を設定します。タイムアウトが発生すると、ユーザは再度ログインし、次のセッ
ションのいずれかを再構築することが必要になります。

•  HTTP セッションのタイムアウト

• HTTPS セッションのタイムアウト

• コンソール セッションのタイムアウト

• Telnet セッションのタイムアウト

• SSH セッションのタイムアウト

さまざまなセッション タイプに対してアイドル セッション タイムアウトを設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [アイドルセッションタイムアウト ] の順にクリックします。[アイドルセッショ
ンタイムアウト ] ページが開きます。

ステップ  2 対応するリストからセッションのタイムアウトを選択します。デフォルトのタイムアウトは
10 分です。

ステップ  3 [適用 ] をクリックして、スイッチのコンフィギュレーションを設定します。
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ホストの Ping

Ping は、リモート ホストに到達できるかどうかをテストし、スイッチから宛先デバイスに送
信したパケットが往復に要した時間を計測するためのユーティリティです。

Ping は、Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プ
ロトコル）エコー リクエスト パケットを対象ホストに送信し、pong とも呼ばれる ICMP 応
答を待機することで動作します。往復にかかった時間が計測され、すべてのパケット ロスが
記録されます。

ホストを Ping するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [Ping] をクリックします。[Ping] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに情報を入力して Ping を設定します。

• [ホスト指定方法 ]：IP アドレスでホストを指定するか、名前でホストを指定するかを
選択します。

• [IP バージョン ]：ホストを IP アドレスで指定する場合は、IPv4 または IPv6 を選択
し、選択した形式で入力することを示します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：入力する IPv6 アドレスのタイプを選択します。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルである
場合は、どこから IPv6 アドレスを受け取るかを選択します。

• [ホストの IPアドレス /名前 ]：Ping 対象デバイスのアドレスまたはホスト名。IP アド
レスかホスト名かは、[ホスト指定方法 ] によって決まります。

• [Ping間隔 ]：システムが Ping パケット間で待機する時間。Ping は、正常に実行さ
れたかどうかに関係なく、[Ping回数 ] で指定した回数繰り返されます。デフォルト
値を使用するか、特定の値を指定します。

• [Ping回数 ]：Ping 操作を実行する回数。デフォルト値を使用するか、特定の値を指
定します。

• [ステータス ]：Ping が正常に実行されたかどうかが表示されます。
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ステップ  3 ホストを Ping するには、[Pingの実行 ] をクリックします。Ping のステータスが表示され、
メッセージのリストに別のメッセージが追加されて、Ping 操作の結果が示されます。

ステップ  4 このページの [Pingカウンタとステータス ] セクションに Ping の結果が表示されます。

トレースルート

トレースルートでは、IP パケットを対象ホストに送信し、そのホストからスイッチに返信す
ることで、パケットの転送に使用された IP ルートを検出します。[トレースルート ] ページ
には、スイッチと対象ホスト間の各ホップと、各送受信のラウンドトリップ時間が表示され
ます。

ステップ 1 [各種管理 ] > [トレースルート ] の順にクリックします。[トレースルート ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに情報を入力してトレースルートを設定します。

• [ホスト指定方法 ]：IP アドレスでホストを指定するか、名前でホストを指定するかを
選択します。

• [IP バージョン ]：ホストを IP アドレスで指定する場合は、IPv4 または IPv6 を選択
し、選択した形式で入力することを示します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：入力する IPv6 アドレスのタイプを選択します。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルである
場合は、どこから IPv6 アドレスを受け取るかを選択します。

• [ホストの IPアドレス /名前 ]：ホストのアドレスまたは名前を入力します。

• [TTL]：トレースルートで許可する最大停止回数を入力します。この設定は、送信し
たフレームの無限ループを防ぐ目的で使用します。トレースルート コマンドは、宛
先に到達するか、この値に達した時点で終了します。デフォルト値（30）を使用す
るには、[デフォルトを使用 ] を選択します。
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• [タイムアウト ]：システムでフレームの返信を待機してロスに該当すると判定するま
での時間の長さを入力するか、[デフォルトを使用 ] を選択します。

ステップ  3 [トレースルートの実行 ] をクリックします。操作が実行されます。

ラウンドトリップ時間と各トリップの状態をフィールドに示すページが表示されます。

• [インデックス ]：ホップ数が表示されます。

• [ホスト ]：宛先へのルートに存在する停止点が表示されます。

• [ラウンドトリップ1 ～ 3]：1 ～ 3 番目のフレームのラウンドトリップ時間（ms）
と、1 ～ 3 番目の操作の状態が表示されます。 
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システムの時刻

ネットワーク時刻の同期化は非常に重要です。ネットワークの管理、セキュリティ保護、計
画、およびデバッグのすべての局面で、イベント発生の判断が必要になるためです。ネット
ワーク時刻は、ネットワーク上のすべてのデバイス間で基準時刻になります。

ネットワーク時刻が同期化されていなければ、たとえば、セキュリティ違反やネットワーク
使用率の追跡時に、デバイス間でログ ファイルを正しく関連付けられなくなります。多くの
コンポーネントに影響のある問題は、ログのタイムスタンプが正しくない場合、追跡はほぼ
不可能です。

また、ネットワーク時刻が同期化されていれば、共有ファイル システムに混乱が生じるのを
減らすことができます。共有ファイル システムがどのマシン上にあるかは関係なく、変更時
間が一貫していることが重要です。

以上の理由により、ネットワーク上のすべてのデバイスで設定されるネットワーク時刻は正
確なことが必要です。

（注） このスイッチは、Simple Network Time Protocol（SNTP; 簡易ネットワーク タイム プロ
トコル）に対応しています。このプロトコルを有効にすると、スイッチは動的に、スイッチ
時刻と SNTP サーバ時刻を同期します。スイッチは SNTP クライアントとしてのみ動作し、
他のデバイスにタイム サービスを提供することはできません。

ここでは、システムの時刻、時間帯、および Daylight Savings Time（DST; 夏時間）を設
定するときのオプションについて説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• 「システムの時刻オプション」

• 「システムの時刻の設定」

• 「SNTP サーバの追加」

• 「SNTP 認証の定義」
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システムの時刻オプション

システムの時刻を設定する方法としては、ユーザが手動で設定する方法、SNTP サーバを使
用して動的に設定する方法、および GUI を実行している PC から同期化する方法がありま
す。SNTP サーバを選択した場合、手動で設定した時刻は、サーバとの通信が確立したとき
に上書きされます。

起動中、スイッチでは、いずれかの方法で時刻、時間帯、および DST が必ず設定されます。
これらのパラメータは、DHCP、GUI を実行している PC、SNTP、または手動で設定した
値から取得されます。ただし、取得に失敗した場合は、工場出荷時の設定値が使用されます。

時刻

時刻

次の方法により、スイッチ時刻を取得または設定することができます。

• [SNTP]：タイム サーバから時刻を受信できるようになります。クロック ソースと
して SNTP サーバを使用して、ミリ秒まで、スイッチのネットワーク時刻の正確な
同期化を行います。

（注）精度の点から、この方法をお勧めします。

• [手動 ]：ユーザの操作で時刻を設定できます。

• ブラウザの情報に基づいて、PC から時刻を受信できるようになります。この機能が
有効になっている場合、ユーザが手動でスイッチの時刻を設定していない、または 
SNTP サーバのサポートが有効でない場合に限り、スイッチは設定コンピュータか
らのシステムの時刻を使用します。

上記 3 つの時刻源のいずれかに基づいて時刻が設定されると、以後、ブラウザによっ
て時刻は再設定されません。

ブラウザから取得された時刻の設定は、実行コンフィギュレーション ファイルに保存
されます。リブート後にブラウザから取得された時刻をデバイスで使用できるように
するため、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに
コピーする必要があります。リブート後、時刻は、デバイスへの初回 WEB ログイン
時に設定されます。

ユーザがこの機能を初めて適用したときに、時刻が未設定であった場合、デバイスで
は、ブラウザから取得された時刻が設定されます。

ブラウザから取得された時刻は、HTTP 接続と HTTPS 接続のどちらでも有効です。

（注）設定コンピュータの時刻をスイッチで使用することは、停電後、他に使用でき
る時刻源がない場合などの最終手段にしてください。



システムの時刻
システムの時刻の設定

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 58

6
 

時間帯と夏時間（DST）

時間帯と夏時間（DST）

時間帯と DST は、次の方法によりスイッチに設定できます。

• DHCP サーバを使用したスイッチのダイナミック設定。

- ダイナミック DST が有効で使用可能な場合、常に、DST の手動設定より優先さ
れます。

- サーバからソース パラメータが提供されない場合、またはダイナミック設定が
ユーザによって無効になっている場合、手動設定が使用されます。

- 時間帯と DST のダイナミック設定は、IP アドレスのリース時間が切れても続行
します。

• ユーザが手動で設定した時間帯と DST が実際に使用されるのは、ダイナミック設定
が無効になっているか失敗した場合のみです。

システムの時刻の設定

[システムの時刻 ] ページを使用して、現在の時刻、時間帯、DST、および時刻源を設定します。

!
注意 スイッチは、この値を更新する内部クロックを持っていません。システムの時刻を手動で設

定し、スイッチを再起動した場合は、手動時刻設定を再入力する必要があります。

システムの時刻を定義するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [時間設定 ] > [システムの時刻 ] の順にクリックします。[システムの時刻 ] ペー
ジが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

[クロックソース設定 ]：システム クロックの設定に使用するソースを選択します。

• [メインクロックソース (SNTPサーバ )]：システムの時刻は SNTP サーバから取得さ
れます。この機能を使用するには、SNTP サーバを追加するか、[SNTP設定 ] ペー
ジを使用して SNTP ブロードキャスト モードを有効にします。（任意）[SNTP認証 ] 
ページを使用して、SNTP セッションを強制認証します。スイッチがレイヤ 3 モー
ドで動作している場合、この機能は無効です。
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• [代替クロックソース (アクティブHTTP/HTTPSセッション経由のPC)]：HTTP プ
ロトコルを使用して設定コンピュータから日付と時刻を設定する場合に選択します。

（注）選択した場合、時刻は GUI を実行している PC から取得されます。GUI にログ
インするたびに、時刻は PC から取得されます。

[手動設定 ]：日付と時刻を手動で設定します。SNTP サーバなどの代替時刻源がない場合
は、現地時間が使用されます。

• [日付 ]：システムの日付を入力します。

• [現地時間 ]：システムの時刻を入力します。

[時間帯設定 ]：現地時間は、DHCP または時間帯のオフセットを介して使用されます。

• [DHCPから時間帯を取得 ]：DHCP サーバからの時間帯と DST のダイナミック設定
を有効にします。これらのパラメータを設定できるかどうかは、DHCP パケットか
ら検出される情報によって異なります。このオプションを有効にした場合、スイッチ
で DHCP クライアントも有効にする必要があります。具体的には、[IPv4インター
フェイス ] ページで、[IPアドレスタイプ ] を [ダイナミック ] に設定します。

• [時間帯のオフセット ]：Greenwich Mean Time （GMT; グリニッジ標準時）と現
地時間との差を選択します。たとえば、パリの時間帯のオフセットは GMT +1、
ニューヨークの時間帯のオフセットは GMT – 5 になります。

[夏時間設定 ]：DST の定義方法を選択します。

• [夏時間 ]：夏時間を有効にする場合に選択します。

• [時間帯のオフセット ]：GMT からのオフセットの分数を 1 ～ 1440 の範囲で入力し
ます。デフォルトは 60 です。

• [夏時間タイプ ]：次のいずれかをクリックします。

- [米国 ]：米国で使用されている日付に基づいて DST が設定されます。

- [欧州 ]：欧州連合およびこの規格を採用しているその他の国で使用されている日
付に基づいて DST が設定されます。

- [日付指定 ]：通常、米国またはヨーロッパ諸国以外の国用に DST を手動で設定し
ます。次のパラメータを指定します。

- [繰り返し ]：DST を毎年同じ日付に発生させます。次のパラメータを指定します。

[日付指定 ] を選択すると、DST の開始と終了をカスタマイズできるようになります。

• [開始 ]：DST が開始する日付と時刻。

• [終了 ]：DST が終了する日付と時刻。



システムの時刻
SNTP サーバの追加

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 60

6
 

[繰り返し ] を選択すると、DST の開始と終了をさらに詳細にカスタマイズできるよ
うになります。

• [開始 ]：毎年 DST が開始する日付。

- [曜日 ]：毎年 DST が開始する曜日。

- [週 ]：毎年 DST が開始する月の週。

- [月 ]：毎年 DST が開始する月。

- [時刻 ]：毎年 DST が開始する時刻。

• [終了 ]：毎年 DST が終了する日付。たとえば、DST を当地毎年 10 月の第 4 週目の
金曜日 AM 5:00 に終了する場合、 次のパラメータを指定します。

- [曜日 ]：毎年 DST が終了する曜日。

- [週 ]：毎年 DST が終了する月の週。

- [月 ]：毎年 DST が終了する月。

- [時刻 ]：毎年 DST が終了する時刻。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。システムの時刻値が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

時刻設定は [実際の時刻の詳細 ] ブロックに表示されます。

SNTP サーバの追加

最大 8 台の SNTP サーバを設定できます。SNTP サーバの設定に加えて、[SNTP設定 ] ペー
ジを使用して、SNTP サーバの機能を有効にします。

（注） SNTP サーバを名前で指定するには、最初にスイッチで DNS サーバを設定する必要があり
ます。「DNS サーバの定義」を参照してください。

このスイッチでは、次のモードがサポートされています。

• ブロードキャスト：SNTP サーバは時刻をブロードキャストし、スイッチはこのブ
ロードキャストを待ち受けます。スイッチがこのモードである場合、ユニキャスト
SNTP サーバを定義する必要はありません。

• ユニキャスト SNTP サーバ モード：スイッチはユニキャスト クエリーを、手動設定
された SNTP サーバ リストに送信し、応答を待機します。
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スイッチは、両方のモードを同時にアクティブにできます。最も近いストラタム（参照クロッ
クからの距離）に基づいて最適なパラメータ ソースが選択されます。

SNTP サーバを追加するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [時間設定 ] > [SNTP設定 ] の順にクリックします。[SNTP設定 ] ページが開き
ます。

このページには、各ユニキャスト SNTP サーバについての次の情報が表示されます。

• [SNTPサーバ ]：SNTP サーバの IP アドレス。最大 8 台の SNTP サーバを定義でき
ます。ストラタム レベルによって、優先サーバまたはホスト名が選択されます。

• [ポール間隔 ]：ポーリングが有効か無効かを示します。

• [認証キー ID]：SNTP サーバとスイッチ間の通信に使用されるキー認証。

• [ストラタムレベル ]：参照クロックからの距離を数値で示します。ポーリング間隔が
有効になっていない場合、SNTP サーバはプライマリ サーバ（ストラタム レベル 1）
に設定できません。

• [ステータス ]：SNTP サーバのステータス。次のオプションがあります。

- [アップ ]：SNTP サーバは現在正常に動作しています。

- [ダウン ]：SNTP サーバは現在使用できません。

- [不明 ]：SNTP サーバはスイッチにより現在検索中です。

- [処理中 ]：SNTP サーバが専用のタイム サーバの信頼性を確認できていない状況
です（NTP サーバの初回起動時など）。

• [最後の応答 ]：前回この SNTP サーバからの応答が受信された日時。

• [オフセット ]：ローカル クロックと相対的なサーバのクロック推定オフセット（ミリ
秒）。ホストは、RFC 2030 で説明されているアルゴリズムを使ってこのオフセット
値を決定します。

• [遅延 ]：ローカル クロックとサーバ クロック間のネットワーク パスでのローカル ク
ロックと相対的なサーバのクロック推定ラウンドトリップ遅延（ミリ秒）。ホストは、
RFC 2030 で説明されているアルゴリズムを使ってこの遅延値を決定します。

• [最後に同期したサーバ ]：他の選択肢の後に表示されます。最後に時刻を取得した 
SNTP サーバのアドレスが表示されます。

ステップ  2（任意）[SNTPブロードキャスト受信 ] > [有効 ] の順に選択すると、システムの時刻情報のた
めに SNTP ブロードキャスト同期化パケットを待ち受けるようになります。システムで
SNTP サーバが表示されるのは、ブロードキャストが正常に受信された場合に限定されます。
スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、この機能は無効です。
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ステップ  3 [追加 ] をクリックし、[SNTPサーバの追加 ] ページを表示します。

ステップ  4 次のパラメータを指定します。

• [サーバ指定方法 ]：SNTP サーバを IP アドレスで識別するか、リストから既知の 
SNTP サーバを名前で選択するかのいずれかを選択します。

（注）既知の SNTP サーバを指定するには、スイッチがインターネットに接続し、
DNS サーバで設定されているか、DNS サーバが DHCP により識別されるように設
定されている必要があります。「DNS サーバの定義」を参照してください。

• [IPバージョン ]：IP アドレスのバージョンとして [バージョン6] または [バージョン
4] を選択します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレス タイプを選択します。
次のオプションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：リストからリンク ローカル インターフェイス
（IPv6 アドレス タイプとしてリンク ローカルが選択されている場合）を選択します。

• [SNTPサーバ IPアドレス ]：SNTP サーバの IP アドレスを入力します。この形式は、
選択されているアドレス タイプによって異なります。

• [SNTPサーバ ]：既知の SNTP サーバのリストから SNTP サーバの名前を選択しま
す。[その他 ] を選択した場合、隣接フィールドに SNTP サーバの名前を入力します。

• [ポール間隔 ]：システムの時刻情報を取得するために SNTP サーバのポーリングを
有効にする場合、このオプションを選択します。ポーリング対象のすべての SNTP 
サーバがポーリングされ、クロックは、ストラタム レベル（参照クロックからの距
離）が一番低い、アクセス可能なサーバから選択されます。ストラタムが一番低い
サーバがプライマリ サーバと見なされます。次に低いストラタムのサーバがセカン
ダリ サーバと見なされ、それよりストラタムが低いサーバがその下に位置します。
プライマリ サーバがダウンしている場合、スイッチはポーリング設定が有効になっ
ているすべてのサーバをポーリングし、その中でストラタムが一番低いプライマリ 
サーバを新たに選択します。

• [認証 ]：認証を有効にする場合、このチェックボックスを選択します。

• [認証キー ID]：認証が有効な場合、キー ID 値を選択します。認証キーの作成は、
[SNTP認証 ] ページから行います。
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ステップ  5 [適用 ] をクリックします。STNP サーバが追加され、メインページに戻ります。

SNTP 認証の定義 

[SNTP認証 ] ページでは、認証が必要な SNTP サーバとの通信に使用する認証キーを設定で
きます。認証キーは、使用している SNTP サーバのタイプに応じて、独立したプロセスで
SNTP サーバに作成されます。詳細については、SNTP サーバのシステム管理者に確認して
ください。

キーを作成したら、認証対象の 1 つ以上の関連 SNTP サーバにバインドする必要がありま
す。この認証キーは、ブロードキャストの同期化を受信したときの認証にも使用できます。

SNTP セッションにも認証が必要な場合があります。認証が必要なユニキャスト SNTP サー
バは、[SNTPサーバの追加 ] ページを使用して認証キーを追加するときに、認証キーとバイ
ンドする必要があります。

SNTP 認証を定義するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [時間設定 ] > [SNTP認証 ] の順にクリックします。[SNTP認証 ] ページが開き
ます。

ステップ  2 スイッチと SNTP サーバ間の SNTP セッションの認証が必要な場合は、[SNTP認証 ] を選
択します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックし、スイッチを更新します。

ステップ  4 [追加 ] をクリックします。[SNTP認証の追加 ] ページが開きます。

ステップ  5 次のパラメータを指定します。

• [認証キー ID]：この SNTP 認証キーを内部的に識別するための番号を入力します。

• [認証キー ]：認証に使用するキーを入力します（最大 8 文字）。SNTP サーバは、ス
イッチと同期化するために、このキーを送信する必要があります。

• [信頼済みキー ]：スイッチが、この認証キーを使って、SNTP サーバからのみブ
ロードキャスト同期化情報を受信できるようにするにはこのチェックボックスを選択
します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。SNTP 認証が定義され、実行コンフィギュレーション ファイルが
更新されます。
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デバイス診断の管理

ここでは、ポート ミラーリングの設定、ケーブル テストの実行、およびデバイス動作情報の
表示について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「カッパー ポートのテスト」

• 「光モジュールのステータス表示」

• 「ポートおよび VLAN のミラーリング設定」

• 「CPU 利用率の表示とセキュア コア テクノロジー」

カッパー ポートのテスト

[カッパーポート ] ページには、カッパー ケーブルに対して Virtual Cable Tester（VCT）に
よって実行された統合ケーブル テストの結果が表示されます。

VCT によって、2 つのタイプのテストが実行されます。

• Time Domain Reflectometry（TDR; タイム ドメイン反射率計）テクノロジーは、
ポートに取り付けられているカッパー ケーブルの品質と特性をテストします。長さ
140 m までのケーブルをテストできます。テスト結果は、[カッパーテスト ] ページ
の [テスト結果 ] ブロックに表示されます。

• DSP ベース テストは、アクティブな GE リンクに対して実行され、ケーブルの長さ
を測定します。テスト結果は、[カッパーテスト ] ページの [詳細情報 ] ブロックに表
示されます。

カッパー ポート テスト実行時の前提条件

テストを実行する準備として、次の手順に従います。

• （必須）ショート リーチ モードを無効にします（[ポート管理 ] > [Green Ethernet] >
[プロパティ ] ページを参照）。
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• （任意）EEE を無効にします（[ポート管理 ] > [Green Ethernet] > [プロパティ ] ペー
ジを参照）。

ケーブル テスト（VCT）を実行する際には、必ず CAT5 データ ケーブルを使用してください。

テスト結果の精度は、詳細テストの場合に +/- 10 の範囲、基本テストの場合に +/- 2 の範囲
で誤差が生じる可能性があります。

!
注意 ポートはテスト時、停止状態となり、通信は中断されます。テスト後、ポートは稼動状態に

戻ります。カッパー ポート テストの実行により、デバイスと通信できなくなるため、Web
ベースのスイッチ設定ユーティリティの実行に使用しているポートに対してカッパー ポート
テストを実行することは推奨できません。

ポートに取り付けられているカッパー ケーブルをテストするには

ステップ 1 [各種管理 ] > [診断 ] > [カッパーテスト ] の順にクリックします。[カッパーテスト ] ページが
開きます。

ステップ  2 テストを実行するポートを選択します。

ステップ  3 [カッパーテスト ] をクリックします。

ステップ  4 メッセージが表示されたら、リンクが停止状態になることを了承する場合は [OK] をクリック
し、テストを中止する場合は [キャンセル ] をクリックします。

[テスト結果 ] ブロックに次のフィールドが表示されます。

• [最終更新 ]：ポートに対して最後のテストが実行された時刻。

• [テスト結果 ]：ケーブル テストの結果。選択項目は次のとおりです。

- [OK]：ケーブルはテストに合格しました。

- [ケーブルなし ]：ケーブルがポートに接続されていません。

- [開放ケーブル ]：ケーブルが一方側にしか接続されていません。

- [短絡ケーブル ]：ケーブルにショートが発生しています。

- [テスト結果不明 ]：エラーが発生しました。

• [障害個所までの距離 ]：障害が検出されたケーブル位置からポートまでの距離。

• [動作ポートステータス ]：ポートの状態（アップまたはダウン）が表示されます。
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テスト対象のポートがギガ ポートである場合、[詳細情報 ] ブロックに、次の情報が表示さ
れます（ページを開くたびに情報が更新されます）。

• [ペア ]：テスト対象のケーブル ワイヤ ペア。

• [ステータス ]：ワイヤ ペアの状態。赤は障害が発生していることを示し、緑は正常な
状態を示します。

• [チャネル ]：ケーブル チャネル。ワイヤのタイプ（ストレート ケーブルまたはクロ
ス ケーブル）を示します。

• [極性 ]：自動極性検出と修正機能がワイヤ ペアに対して有効になっているかどうかを
示します。

• [ペアスキュー ]：ワイヤ ペア間の遅延差。

（注） ポート速度が 10 Mbps の場合、TDR テストは実行できません。

光モジュールのステータス表示

[光モジュールステータス ] ページには、Small Form-factor Pluggable（SFP; 着脱可能小
型フォーム ファクタ）トランシーバにより報告される動作状況が表示されます。いくつかの
情報については、デジタル診断モニタリング規格 SFF-8472 をサポートしない SFP には対
応していないものもあります。

MSA 互換 SFP

MSA 互換 SFP

サポートされている FE SFP（100 Mbps）トランシーバは次のとおりです。

• MFEBX1: 100BASE-BX-20U SFP トランシーバ（シングルモード ファイバ対応、
波長 1310 nm）は最大 20 km までサポートします。

• MFEFX1: 100BASE-FX SFP トランシーバ（マルチモード ファイバ対応、波長 
1310 nm）は最大 2 km までサポートします。

• MFELX1: 100BASE-LX SFP トランシーバ（シングルモード ファイバ対応、波長
1310 nm）は最大 10 km までサポートします。

サポートされている GE SFP（1000 Mbps）トランシーバは次のとおりです。

• MGBBX1: 1000BASE-BX-20U SFP トランシーバ（シングルモード ファイバ対応、
波長 1310 nm）は最大 40 km までサポートします。
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• MGBLH1: 1000BASE-LH SFP トランシーバ（シングルモード ファイバ対応、波長
1310 nm）は最大 40 km までサポートします。

• MGBLX1: 1000BASE-LX SFP トランシーバ（シングルモード ファイバ対応、波長
1310 nm）は最大 10 km までサポートします。

• MGBSX1: 1000BASE-SX SFP トランシーバ（マルチモード ファイバ対応、波長
850 nm）は最大 550 m までサポートします。

• MGBT1: 1000BASE-T SFP トランシーバ（カテゴリ 5 カッパー ワイヤ対応）は最
大 100 m までサポートします。

光テスト結果を表示するには [各種管理 ] > [診断 ] > [光モジュールステータス ] の順にクリッ
クします。[光モジュールステータス ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [ポート ]：SFP が接続しているポート番号。

• [温度 ]：SFP の動作温度（摂氏）。

• [電圧 ]：SFP の動作電圧。

• [電流 ]：SFP の消費電流。

• [出力電力 ]：出力した光パワー。

• [入力電力 ]：受け取った光パワー。

• [トランスミッタ障害 ]：リモート SFP から報告される信号損失。値は [TRUE]、
[FALSE]、および [N/S]（信号なし）になります。

• [信号消失 ]：ローカル SFP から報告される信号損失。値は [TRUE] か [FALSE] にな
ります。

• [データレディ]：SFP が稼動しているかどうか。値は [TRUE] か [FALSE] になります。

ポートおよび VLAN のミラーリング設定

ネットワーク スイッチでは、ポート ミラーリングにより、1 つのスイッチ ポート、複数のス
イッチ ポート、または VLAN 全体で受信されるネットワーク パケットのコピーが、スイッ
チの別のポートのネットワーク モニタリング接続に送信されます。この機能は、通常、侵入
検知システムなど、ネットワーク トラフィックのモニタリングを必要とするネットワーク ア
プライアンスのために使用されます。モニタリング ポートに接続しているネットワーク アナ
ライザは、診断、デバッグ、およびパフォーマンス モニタリング用にデータ パケットを処理
します。最大 8 つのソースをミラーリングできます。これは、8 つの個々のポートまたは
VLAN のどのような組み合わせでも構いません。
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ミラーリング対象の VLAN に割り当てられているネットワーク ポートが受信したパケット
は、そのパケットが最終的にトラップされたり破棄される場合であっても、アナライザ ポー
トにミラーリングされます。スイッチから送信されるパケットは、送信（Tx）ミラーリング
機能がアクティブな場合に、ミラーリングされます。

ミラーリングにより、送信元ポートからのトラフィックがすべてアナライザ（宛先）ポート
で受信されるというわけではありません。アナライザ ポートがサポートできる以上のデータ
が送信された場合、一部のデータが失われる可能性があります。

VLAN ミラーリングは、手動で作成されていない VLAN についてはアクティブになりませ
ん。たとえば、VLAN 23 が GVRP により作成され、手動で VLAN 34 を作成し、VLAN
23、VLAN 34、またはその両方を含むポート ミラーリングを設定してから、VLAN 34 を
削除したとします。この場合、VLAN 34 はデータベースに存在せず、VLAN 23 は手動で作
成されていないので、ポート ミラーリングのステータスは [ノットレディ ] になります。

システム全体でサポートされるミラーリングは 1 つだけです。アナライザ ポート（VLAN ミ
ラーリングまたはポート ミラーリングのターゲット ポート）は、すべてのミラー対象 VLAN
またはポートについて同じになります。

ミラーリングを有効にするには

ステップ 1 [各種管理 ] > [診断 ] > [ポートおよびVLANミラーリング ] の順にクリックします。[ポート
およびVLANミラーリング ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [宛先ポート ]：トラフィックのコピー先ポート。アナライザ ポート。

• [送信元インターフェイス ]：トラフィックがアナライザ ポートに送信されるインター
フェイス、ポート、または VLAN。

• [タイプ ]：モニタリングのタイプ。ポートへの着信、ポートからの出力、またはその
両方。

• [ステータス ]：次のいずれかの値が表示されます。

- [アクティブ ]：ソースと宛先の両方のインターフェイスが動作しており、トラ
フィックを転送している状態です。

- [ノットレディ ]：ソースと宛先のどちらか（または両方）が何らかの理由で停止
しているか、トラフィックを転送していない状態です。

ステップ  2 [追加 ] をクリックして、ミラー対象のポートまたは VLAN を追加します。[ポートおよび
VLANミラーリングの追加 ] ページが開きます。
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ステップ  3 パラメータを入力します。

• [宛先ポート ]：パケットのコピー先であるアナライザ ポートを選択します。
Wireshark を実行している PC など、ネットワーク アナライザがこのポートに接続
されます。ポートがアナライザ宛先ポートとして識別された場合、すべてのエントリ
が削除されるまで、アナライザ宛先ポートであり続けます。

• [送信元インターフェイス ]：トラフィックを送信元ポートにミラーリングするか送信
元 VLAN にミラーリングするかによりポートまたは VLAN を選択します。

• [タイプ ]：トラフィックをアナライザ ポートにミラーリングするタイプとして、着
信、発信、または両方を選択します。[ポート ] を選択している場合、次のオプショ
ンがあります。

- [Rxのみ ]：着信パケットのポート ミラーリング。

- [Txのみ ]：発信パケットのポート ミラーリング。

- [TxおよびRx]：着信パケットと発信パケット両方のポート ミラーリング。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ポート ミラーリングが追加され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

CPU 利用率の表示とセキュア コア テクノロジー

この項では、Secure Core Technology（SCT; セキュア コア テクノロジー）と CPU 利用
率の表示方法について説明します。

スイッチでは、エンドユーザ トラフィック以外に、次のタイプのトラフィックが処理され
ます。

• 管理トラフィック

• プロトコル トラフィック

• スヌーピング トラフィック

トラフィックが過剰に発生すると CPU に負荷がかかり、スイッチの通常の動作に支障をきた
す場合があります。

Secure Core Technology（SCT; セキュア コア テクノロジー）機能を使用することで、ス
イッチでは、受信したトラフィックの合計量に関係なく、管理トラフィックとプロトコル ト
ラフィックの受信および処理が行われます。

デバイスでは SCT はデフォルトで有効になっており、無効にできません。

他の機能との干渉は発生しません。
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CPU 利用率を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [診断 ] > [CPU利用率 ] の順にクリックします。

または

ステップ  2 [セキュリティ ] > [サービス拒否防御 ] > [セキュリティスイート設定 ] をクリックし、[詳細 ]
をクリックします。

[CPU利用率 ] ページが開きます。

[CPU入力レート ] フィールドには、CPU に対する 1 秒あたりの 入力フレーム レートが表示
されます。

ステップ  3 [CPU利用率 ] を選択し、CPU リソース利用率情報の表示を有効にします。

ウィンドウに、CPU 利用率のグラフが表示されます。X 軸はサンプル番号、Y 軸は利用率
になります。

ステップ  4 統計情報が更新されるまでのリフレッシュ レート（秒単位）を選択します。指定した間隔で
新しいサンプルが作成されます。
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検出機能の設定

ここでは、検出処理の設定について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「Bonjour ディスカバリ機能の設定」

• 「LLDP および CDP」

• 「LLDP の設定」 

• 「CDP の設定」

Bonjour ディスカバリ機能の設定

Bonjour クライアントであるこのスイッチからは、直接接続している IP サブネットに
Bonjour ディスカバリ プロトコル パケットが定期的にブロードキャストされます。これによ
り、このスイッチの存在およびこのスイッチで提供されているサービス（例：HTTP、HTTPS、
Telnet）がアドバタイズされます （このスイッチで提供するサービスの有効 /無効を切り替
えるには、[セキュリティ] > [TCP/UDPサービス ] をクリックし、[TCP/UDPサービス ] ペー
ジで設定を行います）。この結果、このスイッチがネットワーク管理システムやサードパー
ティ製アプリケーションから検出されるようになります。デフォルトでは、管理 VLAN のメ
ンバになっているすべてのインターフェイスで Bonjour ディスカバリが有効になっていま
す。Bonjour コンソールでは、このスイッチが自動検出され、表示されます。
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スイッチがレイヤ 2 モードで動作している場合の Bonjour ディスカバリ
の設定

このスイッチがレイヤ 2 モードで動作している場合、Bonjour ディスカバリはグローバルで
のみ有効にすることができます。ポート単位または VLAN 単位で有効にすることはできませ
ん。このスイッチからは、[TCP/UDPサービス ] ページの設定情報に基づいて管理者によっ
て提供可能にされたすべてのサービスがアドバタイズされます。 

Bonjour ディスカバリと IGMP を両方とも有効にした場合、[IPマルチキャストグループア
ドレス ] ページに Bonjour の IP マルチキャスト アドレスが表示されます。 

Bonjour ディスカバリを無効にした場合、どのサービスもアドバタイズされなくなり、ネッ
トワーク管理アプリケーションからのサービス要求に応答しなくなります。

システムがレイヤ 2 で動作している場合に Bonjour ディスカバリをグローバルで有効にす
るには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - Bonjour] をクリックします。[ディスカバリ - Bonjour] ページ
が開きます。

ステップ  2 [有効 ] を選択し、Bonjour ディスカバリをグローバルで有効にします。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。スイッチ上で Bonjour ディスカバリが有効になります。

スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合の Bonjour ディスカバリ
の設定

レイヤ 3 モードの場合、各インターフェイス（VLAN、ポート、および LAG）に IP アドレ
スを割り当てることができます。Bonjour ディスカバリを有効にしている場合、IP アドレス
が割り当てられているすべてのインターフェイスに Bonjour ディスカバリ パケットを送信
できます （スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合は、[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 ] に移動し、インターフェイスに
IP アドレスを設定します）。

インターフェイス（例：VLAN）を削除すると、Goodbye パケットが送信されます。これ
により、スイッチからアドバタイズされているサービスが、ローカル ネットワーク上の近隣
キャッシュ テーブルから登録解除されます （[各種管理 ] > [ディスカバリ - Bonjour] をク
リックして [ディスカバリ - Bonjour] ページを開き、Bonjour ディスカバリ インターフェイ
ス制御テーブルの内容を確認してください）。提供されているサービスに変更が生じた場合、
変更内容がアドバタイズされます。これにより、近隣キャッシュ テーブルにおいて、提供さ
れなくなったサービスが登録解除され、新たに提供されたサービスが登録されます。IP アド
レスが変更された場合も、その変更内容がアドバタイズされます。
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Bonjour ディスカバリを無効にしている場合、スイッチから Bonjour ディスカバリ アドバタ
イズメントが送信されず、他のデバイスから送信された Bonjour ディスカバリ アドバタイズ
メントも待ち受けされません。

スイッチがレイヤ 3 モードで動作しているときに Bonjour ディスカバリを設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - Bonjour] をクリックします。[ディスカバリ - Bonjour] ページ
が開きます。

ステップ  2 [有効 ] を選択し、Bonjour ディスカバリをグローバルで有効にします。

ステップ  3 [適用 ] をクリックして、実行コンフィギュレーション ファイルを更新します。

ステップ  4 インターフェイスで Bonjour を有効にするには、[追加 ] をクリックします。

ステップ  5 インターフェイスを選択し、[適用 ] をクリックします。

（注） インターフェイス上の Bonjour を無効にするには [削除 ] をクリックします（これは、適用な
どの一切の追加操作なしで削除操作を実行します）。

LLDP および CDP

Link Layer Discovery Protocol（LLDP; リンク層検出プロトコル）および Cisco
Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）は、直接接続された LLDP および CDP
対応のネイバーが、自身とそれぞれの機能を互いにアドバタイズするためのリンク層プロト
コルです。デフォルトでは、スイッチは LLDP/CDP アドバタイズメントを定期的にすべての
インターフェイスに送信し、プロトコルによって要求された時点で送信を終了し、着信 LLDP
および CDP パケットを処理します。LLDP と CDP では、アドバタイズメントは TLV（Type,
Length, Value）としてパケット内にエンコードされます。

CDP/LLDP の設定に関するその他のポイントを次に示します。

• CDP/LLDP は、グローバルに有効または無効にすることができます。また、ポート
ごとに有効または無効にすることもできます。ポートの CDP/LLDP 機能は、CDP/
LLDP がグローバルに有効な場合のみ使用できます。

• CDP/LLDP がグローバルに有効な場合、スイッチは、CDP/LLDP が無効なポートの
着信 CDP/LLDP パケットをフィルタリングします。
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• CDP/LLDP がグローバルに無効な場合、スイッチの設定によって、すべての着信 CDP/
LLDP パケットを、廃棄、VLAN 対応のフラッディング、または VLAN 非対応のフラッ
ディングを実行できます。VLAN 対応のフラッディングでは、着信 CDP/LLDP パケッ
トは、入力ポートを除き、パケットを受信する VLAN にフラッディングされます。VLAN
非対応のフラッディングでは、着信 CDP/LLDP パケットは、入力ポートを除くすべて
のポートにフラッディングされます。デフォルトでは、CDP/LLDP がグローバルに無
効な場合は、CDP/LLDP パケットは廃棄されます。着信 CDP および LLDP パケット
の廃棄またはフラッディングは、CDP と LLDP の各 [プロパティ ] ページで設定でき
ます。

• Auto Smartport では、CDP または LLDP、もしくは両方を有効にする必要があり
ます。Auto Smartport は、インターフェイスから受信した CDP/LLDP アドバタイ
ズメントに基づいてインターフェイスを自動的に設定します。

• IP 電話などの CDP および LLDP エンド デバイスは、CDP および LLDP アドバタイ
ズメントから音声 VLAN 設定を学習します。デフォルトでは、スイッチは、スイッチ
に設定された音声 VLAN に基づく CDP および LLDP アドバタイズメントの送信が
有効になっています。詳細については、「音声 VLAN」および「自動音声 VLAN」の
セクションを参照してください。

（注） CDP/LLDP は、ポートが LAG のメンバであるかどうかを区別しません。複数の
ポートが 1 つの LAG のメンバである場合、CDP/LLDP はそのポートが LAG のメ
ンバであるという事実を考慮せずに各ポートにパケットを送信します。

CDP/LLDP の動作は、インターフェイスの STP ステータスとは無関係です。

802.1x ポート アクセス コントロールがインターフェイスで有効な場合、スイッチは、イン
ターフェイスが認証および承認されている場合にのみ、そのインターフェイスとの間で CDP/
LLDP パケットを送受信します。

ポートがミラーリングの対象の場合、CDP/LLDP はそのポートをダウンしたものと見なし
ます。

（注） CDP および LLDP は、直接接続された CDP/LLDP 対応のデバイスが自身とそれぞれの機能
をアドバタイズするためのリンク層プロトコルです。CDP/LLDP 対応のデバイスが直接接続
されておらず、CDP/LLDP 非対応のデバイスと分離して展開されているときは、CDP/LLDP
非対応のデバイスが受信した CDP/LLDP パケットをフラッディングした場合のみ、CDP/
LLDP 対応のデバイスは他のデバイスからアドバタイズメントを受信できます。CDP/LLDP
非対応のデバイスが、VLAN 対応フラッディングを実行した場合は、CDP/LLDP 対応のデバ
イスは、同じ VLAN 内に存在する場合のみ、互いにアドバタイズメントを受信できます。
CDP/LLDP 非対応のデバイスが CDP/LLDP パケットをフラッディングした場合に、CDP/
LLDP 対応のデバイスは複数のデバイスからアドバタイズメントを受信することがある点に
注意する必要があります。
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LLDP の設定

ここでは、LLDP の設定方法を説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• 「LLDP の概要」

• 「LLDP のプロパティ値の設定」

• 「LLDP ポート設定情報の編集」

• 「LLDP MED」

• 「LLDP-MED ポート情報の設定」

• 「LLDP ポート ステータスの表示」

• 「LLDP ローカル情報の表示」

• 「LLDP ネイバー情報の表示」

• 「LLDP 統計情報の表示」

• 「LLDP 過負荷情報の表示」

LLDP の概要

Link Layer Discovery Protocol（LLDP; リンク層検出プロトコル）は、ネットワーク管理
者がマルチベンダー環境でトラブルシューティングしたりネットワーク管理を強化したりで
きるプロトコルです。LLDP では、ネットワーク デバイスが、自身を他のデバイスにアドバ
タイズする方法、および検出された情報を格納する方法が標準化されています。

LLDP を使用した場合、各デバイスの ID、設定情報、および機能が近隣デバイスにアドバタ
イズされます。受信側デバイスでは、これらのデータが Management Information Base
（MIB; 管理情報ベース）に格納されます。ネットワーク管理システムでは、これらの MIB デー
タベースに照会することによって、ネットワークのトポロジがモデル化されます。

LLDP はリンク層プロトコルです。デフォルトでは、スイッチは、プロトコルによって要求
された時点で送信を終了し、すべての着信 LLDP パケットを処理します。

LLDP には、LLDP Media Endpoint Discovery（LLDP-MED; LLDP メディア エンドポイ
ント検出）という拡張機能があります。LLDP-MED を利用すれば、VoIP 電話やテレビ電話
などのメディア エンドポイント デバイスとの間で情報を送受信できます。LLDP-MED の詳
細については、「LLDP MED」を参照してください。
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LLDP を設定する手順 

LLDP 機能を使用して実行できる作業の例と推奨される手順を次に示します。LLDP を設定
するためのより詳細なガイドラインは、LLDP/CDP に関するセクションで参照できます。
LLDP の設定ページには、[各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] メニューからアクセスでき
ます。

1. LLDP の [プロパティ ] ページを使用して、LLDP 更新情報の送信間隔などの LLDP グ
ローバル パラメータを入力します。

2. [ポート設定 ] ページでポートごとに LLDP を設定します。このページでは、LLDP PDU 
の送受信、SNMP 通知の送信、アドバタイズする TLV の指定、スイッチの管理アドレス
のアドバタイズについて、インターフェイスを設定できます。

3. [LLDP MEDネットワークポリシー ] ページを使用して、LLDP MED ネットワーク ポリ
シーを作成します。

4. [LLDP MEDポート設定 ] ページを使用して、LLDP MED ネットワーク ポリシーとオプ
ションの LLDP-MED TLV を必要なインターフェイスにバインドします。

5. Auto Smartport で LLDP デバイスの機能を検出する場合は、Smartport の [プロパ
ティ ] ページで LLDP を有効にします。

6. [LLDP過負荷 ] ページを使用して、過負荷情報を表示します。

LLDP のプロパティ値の設定

LLDP の [プロパティ ] ページでは、LLDP の全般パラメータの値を設定できます。たとえば、
LLDP をグローバルで有効または無効にすることや、各種のタイマーを設定することができ
ます。

LLDP のプロパティ値を設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [プロパティ ] をクリックします。LLDP の [プロパ
ティ ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [LLDPステータス ]：選択するとスイッチ上の LLDP が有効になります（デフォルト
では選択されています）。

• [LLDP PDUアクション ]：LLDP が有効でない場合は、選択した基準に一致するパ
ケットを受信したときに実行する処理を次の中から選択します。

- [フィルタリング ]：パケットを削除します。

- [フラッディング ]：VLAN メンバすべてにパケットを転送します。
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• [TLVアドバタイズ間隔 ]：LLDP アドバタイズメント更新データの送信間隔（単位：
秒）を入力するか、デフォルトを使用します。

• [トポロジ変更SNMP通知間隔 ]：SNMP 通知の最短送信間隔を入力します。

• [ホールド係数 ]：LLDP パケットを破棄するまで待機する時間を、[TLVアドバタイズ
間隔 ] の値の倍数で入力します。たとえば、[TLVアドバタイズ間隔 ] の値が 30 秒で
あり、[ホールド係数 ] の値が 4 である場合、LLDP パケットは 120 秒後に破棄され
ます。

• [再初期化遅延 ]：LLDP 有効 /無効サイクルにおいて、LLDP を無効にしてから再初期
化するまでの間隔（単位：秒）を入力します。

• [送信遅延 ]：LLDP ローカル システム MIB の内容が変更されたときに LLDP フレー
ムを送信する間隔（単位：秒）を入力します。

LLDP MED の詳細については、「LLDP MED ネットワーク ポリシー」セクションを参照し
てください。

ステップ  3 [Fast Startリピート回数 ] フィールドに、LLDP-MED Fast Start 機能の初期化時に LLDP
パケットを送信する回数を入力します。LLDP-MED Fast Start 機能が初期化されるのは、新
しいエンドポイント デバイスがスイッチにリンクしたときです。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。LLDP プロパティが実行コンフィギュレーション ファイルに追加
されます。

LLDP ポート設定情報の編集

[ポート設定 ] ページでは、ポートごとに LLDP 通知および SNMP 通知をアクティブ化する
こと、および、LLDP PDU 内で送信される TLV を設定することができます。

[LLDP MEDポート設定 ] ページで、アドバタイズされる LLDP-MED TLV を選択できます。
また、スイッチの管理アドレス TLV を設定できます。

ポートの LLDP 情報を設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [ポート設定 ] をクリックします。[ポート設定 ] ペー
ジが開きます。

このページには、ポートの LLDP 情報が表示されます。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[LLDPポート設定の編集 ] ページが開きます。
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このページには、次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：LLDP 情報を設定するポートを選択します。

• [管理ステータス ]：このポートで LLDP 通知を送信および検出するかどうかを選択し
ます。選択項目は次のとおりです。

- [Txのみ ]：送信はしますが検出はしません。

- [Rxのみ ]：検出はしますが送信はしません。

- [TxおよびRx]：送信も検出も行います。

- [無効 ]：このポート上で LLDP を無効にします。

• [SNMP通知 ]：[有効 ] を選択した場合、トポロジに変更が生じたときに、SNMP 通
知受信者（例：SNMP 管理システム）に通知が送信されます。

通知送信間隔は、LLDP の [プロパティ ] ページの [トポロジ変更SNMP通知間隔 ] 
フィールドで指定します。SNMP 通知受信者を定義するには、[SNMP] > [通知受信
者SNMPv1、2] または [SNMP] > [通知受信者SNMPv3] をクリックし、該当する
ページを使用します。

• [使用可能なオプションTLV]：スイッチから送信する TLV を選択するには、その 
TLV を [選択したオプションTLV] リストに移動します。選択可能な TLV は次のとお
りです。

- [ポートの説明 ]：ポートに関する情報（例：製造元、製品名、ハードウェア バー
ジョン、ソフトウェア バージョン）。

- [システム名 ]：システムに割り当てられている名前（英数字）。この値は 
sysName オブジェクトと同じです。

- [システムの説明 ]：ネットワーク エンティティの説明（英数字）。システムの名
前、および、このスイッチでサポートされているハードウェア、オペレーティン
グ システム、ネットワーキング ソフトウェアの各バージョン。この値は 
sysDescr オブジェクトと同じです。

- [システム機能 ]：スイッチの主な機能、および、それらの機能が有効になってい
るかどうか。機能は 2 オクテットで表されます。ビット 0 ～ 7 はそれぞれ、その
他、リピータ、ブリッジ、WLAN AP、ルータ、電話、DOCSIS ケーブル デバ
イス、ステーションを意味します。ビット 8 ～ 15 は予約されています。

- [802.3 MAC-PHY]：送信元デバイスの、設定可能な通信方式（全二重 /半二重）
およびビット レート、ならびに、現在の通信方式およびビット レート。また、現
在の設定がオートネゴシエーションと手動ネゴシエーションのどちらによって決
定されたかも示します。
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- [802.3リンクアグリゲーション ]：LLDP PDU 送信元ポートに関連付けられてい
るリンクを集約できるかどうかを示します。また、現在リンクが集約されている
かどうか、集約されている場合、集約ポート ID も示します。

- [802.3最大フレームサイズ ]：Media Access Control（MAC; メディア アクセ
ス制御）層および物理層における最大フレーム サイズ。

以降のフィールドは、管理アドレスに関するものです。

• [アドバタイズメントモード ]：スイッチの IP 管理アドレスをアドバタイズする方法
を 1 つ選択します。

- [自動アドバタイズ ]：アドバタイズするための管理アドレスを、製品のすべての 
IP アドレスからソフトウェアが自動的に選択するように指定します。複数の IP 
アドレスがある場合は、ソフトウェアはダイナミック IP アドレスの中から最下位
の IP アドレスを選択します。ダイナミック アドレスがない場合は、ソフトウェ
アはスタティック IP アドレスの中から最下位の IP アドレスを選択します。

- [なし ]：管理 IP アドレスをアドバタイズしません。

- [手動アドバタイズ ]：アドバタイズする管理 IP アドレスを選択します。スイッチ
をレイヤ 3 モードで実行しており、かつ、スイッチに複数の IP アドレスを割り
当てている場合、このオプションを選択することを推奨します。

• [IPアドレス ]：[手動アドバタイズ ] を選択した場合、表示される IP アドレスの中か
ら管理 IP アドレスを選択します。

ステップ  3 関連情報を入力し、[適用 ] をクリックします。ポート設定が変更され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

LLDP MED

LLDP Media Endpoint Discovery（LLDP-MED; LLDP メディア エンドポイント検出）は
LLDP の拡張機能であり、各種のメディア エンドポイント デバイスをサポートしています。
次に、LLDP MED ネットワーク ポリシーの特長は次のとおりです。

• 音声やビデオなどのリアルタイム アプリケーションのネットワーク ポリシーをアド
バタイズおよび検出することができます。

• デバイスの位置を検出して、位置データベースを作成することができます。たとえば 
Voice over Internet Protocol（VoIP）の場合、IP 電話位置情報を使用して、
Emergency Call Service（E-911）にかかってきた電話の位置を特定することがで
きます。
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• トラブルシューティング情報。LLDP MED は、次の場合に、ネットワーク管理者に
アラートを送信します。

- ポート速度や通信方式（全二重 /半二重）が一致していない。

- QoS ポリシーの設定が不適切である。

LLDP-MED ネットワーク ポリシーの設定

LLDP-MED ネットワーク ポリシーは、音声やビデオなどの特定のリアルタイム アプリケー
ションに関連するコンフィギュレーション設定のセットです。設定されている場合は、ネッ
トワーク ポリシーは、接続された LLDP メディア エンドポイント デバイス宛ての発信 LLDP
パケットに含まれます。メディア エンドポイント デバイスは、そのトラフィックを、受信し
たネットワーク ポリシーの指定に従って送信します。たとえば、VoIP 電話に対し、VoIP ト
ラフィックについて次の処理を指示するネットワーク ポリシーを作成できます。

• VLAN 10 の音声トラフィックをタグ付きパケットとして、802.1p プライオリティ 
5 で送信する。

• DSCP 46 で音声トラフィックを送信する。

ネットワーク ポリシーをポートにバインドするには、[LLDP MEDポート設定 ] ページを使用
します。管理者は、複数のネットワーク ポリシーと、ポリシーの送信先インターフェイスを
手動で設定できます。また、管理者は、手動で VLAN を作成し、ネットワーク ポリシーとバ
インドされたインターフェイスに従って VLAN のポート メンバシップを指定する責任を
担っています。

さらに、管理者は、スイッチによって維持されている音声 VLAN に基づいて、音声アプリ
ケーションのネットワーク ポリシーを自動的に生成しアドバタイズするようにスイッチを設
定することもできます。スイッチが音声 VLAN を維持する方法の詳細は、自動音声 VLAN に
関するセクションを参照してください。

LLDP-MED ネットワーク ポリシーを作成するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [LLDP MEDネットワークポリシー ] をクリックしま
す。[LLDP MEDネットワークポリシー ] ページが開きます。

このページには、作成済みのネットワーク ポリシーが一覧表示されます。

ステップ  2 スイッチが、維持している音声 VLAN に基づいて音声アプリケーションのネットワーク ポリ
シーを自動的に生成およびアドバタイズする場合は、[音声アプリケーションのLLDP MED
ネットワークポリシー ] で [自動 ] を選択します。

（注）このボックスがオンの場合、ユーザは手動で音声ネットワーク ポリシーを設定
できません。

ステップ  3 [適用 ] をクリックして、これを実行コンフィギュレーション ファイルに追加します。
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ステップ  4 新しいポリシーを定義するには、[追加 ] をクリックします。[LLDP MEDネットワークポリ
シーの追加 ] ページが開きます。

ステップ  5 次の値を入力します。

• [ネットワークポリシー番号 ]：作成するネットワーク ポリシーの番号を選択します。

• [アプリケーション ]：このネットワーク ポリシーの対象となるアプリケーションのタ
イプ（トラフィックのタイプ）を選択します。

• [VLAN ID]：トラフィック送信先 VLAN の ID を入力します。

• [VLANタグ ]：トラフィックをタグ付きにするかどうかを選択します。

• [ユーザプライオリティ ]：このネットワーク ポリシーで設定したトラフィックに適
用するプライオリティを選択します。これは、CoS 値です。

• [DSCP値 ]：ネイバーから送信されるアプリケーション データに割り当てる DSCP 
値を選択します。これによりネイバーに対して、ネイバーからスイッチに送信するア
プリケーション トラフィックに DSCP 値を設定する方法を通知できます。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。ネットワーク ポリシーが作成されます。

（注）[LLDP MEDポート設定 ] ページを使用して、手動で定義した必要なネットワー
ク ポリシーを発信 LLDP パケットに含めるように、インターフェイスを手動で設定
する必要があります。

LLDP-MED ポート情報の設定

[LLDP MEDポート設定 ] ページでは、インターフェイスに対して発信する LLDP アドバタイ
ズメントに含める LLDP-MED TLV およびネットワーク ポリシーを選択できます。ネット
ワーク ポリシーは、[LLDP MEDネットワークポリシー ] ページを使用して設定します。

（注） [音声アプリケーションのLLDP-MEDネットワークポリシー ]（[LLDP-MEDネットワークポ
リシー ] ページ）が [自動 ] で、自動音声 VLAN が動作している場合は、スイッチは、LLDP-
MED が有効で、その音声 VLAN のメンバであるすべてのポートについて音声アプリケー
ションの LLDP-MED ネットワーク ポリシーを自動的に生成します。
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各ポートで LLDP-MED を設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [LLDP MEDポート設定 ] をクリックします。[LLDP
MEDポート設定 ] ページが開きます。

このページには、すべてのポートにおける LLDP-MED 設定情報（例：有効になっている 
TLV）が表示されます。

ステップ  2 ページ上部のメッセージは、音声アプリケーションの LLDP MED ネットワーク ポリシーの
生成が自動かそうでないかを示しています（「LLDP の概要」を参照）。モードを変更するリ
ンクをクリックします。

ステップ  3 LLDP MED TLV および 1 つ以上のユーザ定義 LLDP MED ネットワーク ポリシーをポート
にバインドするには、選択して [編集 ] をクリックします。[LLDP MEDポート設定の編集 ]
ページが開きます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：設定するインターフェイスを選択します。

• [LLDP MEDステータス ]：このポート上で LLDP-MED を有効にするか無効にする
かを選択します。

• [SNMP通知 ]：MED 対応端末（例：SNMP 管理システム）が検出されたときや
ネットワーク トポロジに変更が生じたときに、ポート単位で SNMP 通知を送信する
かどうかを選択します。

• [使用可能なオプションTLV]：スイッチから送信する TLV を選択するには、その 
TLV を [選択したオプションTLV] リストに移動します。

• [使用可能なネットワークポリシー ]：LLDP を使用して送信する LLDP-MED ポリ
シーを選択するには、そのポリシーを [選択したネットワークポリシー ] リストに移
動します。これらは、[LLDP MEDネットワークポリシー ] ページで作成されます。
1 つ以上のユーザ定義のネットワーク ポリシーをアドバタイズメントに含めるには、
[使用可能なオプションTLV] から [ネットワークポリシー ] を選択する必要があり
ます。

（注）以降のフィールドの値は、LLDP-MED 規格（ANSI-TIA-
1057_final_for_publication.pdf）で定められているデータ形式で、かつ 16 進数で
正確に入力する必要があります。

• [デバイス場所の座標 ]：LLDP を使用して送信する座標を入力します。

• [デバイス場所の住所 ]：LLDP を使用して送信する住所を入力します。

• [デバイス場所のECS ELIN]：LLDP を使用して送信する、Emergency Call 
Service（ECS）の Emergency Location Identification Number（ELIN; 緊急ロ
ケーション識別番号）を入力します。
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ステップ  5 [適用 ] をクリックします。LLDP MED ポート設定が変更され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

LLDP ポート ステータスの表示

[LLDPポートステータステーブル ] ページに、各ポートの LLDP グローバル情報が表示され
ます。

• LLDP ポート ステータスを表示するには、[各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] >
[LLDPポートステータス ] をクリックします。[LLDPポートステータス ] ページが開
きます。

• ネイバーに送信される LLDP および LLDP-MED の TLV の詳細情報を表示するには、
[LLDPローカル情報の詳細 ] をクリックします。

• ネイバーから受信される LLDP および LLDP-MED の TLV の詳細情報を表示するに
は、[LLDPネイバー情報の詳細 ] をクリックします。

LLDP ポート ステータスのグローバル情報

LLDP ポート ステータスのグローバル情報

• [シャーシ IDサブタイプ ]：シャーシ ID のタイプ（例：MAC アドレス）。

• [シャーシ ID]：シャーシの ID。シャーシ ID サブタイプが MAC アドレスである場合
は、スイッチの MAC アドレスが表示されます。

• [システム名 ]：スイッチの名前。

• [システムの説明 ]：スイッチの説明（英数字）。

• [サポートされているシステム機能 ]：スイッチでサポートされている主要機能（例：
ブリッジ、WLAN AP、ルータ）。

• [有効なシステム機能 ]：スイッチで有効になっている主要機能。

• [ポート IDサブタイプ ]：表示されるポート ID のタイプ。

LLDP ポート ステータス テーブル

LLDP ポート ステータス テーブル

• [インターフェイス ]：ポート ID。

• [LLDPステータス ]：有効または無効。
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• [LLDP MEDステータス ]：有効または無効。

• [ローカルPoE]：アドバタイズされているローカル Power over Ethernet（PoE）
情報。

• [リモートPoE]：ネイバーからアドバタイズされた PoE 情報。

• [ネイバーの数 ]：検出されたネイバーの数。

• [第1デバイスのネイバー機能 ]：ネイバーの主要機能（例：ブリッジ、ルータ）。

LLDP ローカル情報の表示

ポートからアドバタイズされている LLDP ローカル ポート ステータスを表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [LLDPローカル情報 ] をクリックします。[LLDPロー
カル情報 ] ページが開きます。

ステップ  2 ページ下部の [LLDPポートステータステーブル ] をクリックします。

ネイバーに送信される LLDP および LLDP MED の TLV の詳細情報を表示するには、[LLDP
ローカル情報の詳細 ] をクリックします。

ネイバーから受信される LLDP および LLDP-MED の TLV の詳細情報を表示するには、
[LLDPネイバー情報の詳細 ] をクリックします。

ステップ  3 [ポート ] リストでポートを選択します。

このページには、次のフィールドが表示されます。

[グローバル ]

• [シャーシ IDサブタイプ ]：シャーシ ID のタイプ （例：MAC アドレス）。

• [シャーシ ID]：シャーシの ID。シャーシ ID サブタイプが MAC アドレスである場合
は、スイッチの MAC アドレスが表示されます。

• [システム名 ]：スイッチの名前。

• [システムの説明 ]：スイッチの説明（英数字）。

• [サポートされているシステム機能 ]：スイッチでサポートされている主要機能（例：
ブリッジ、WLAN AP、ルータ）。

• [有効なシステム機能 ]：スイッチで有効になっている主要機能。

• [ポート IDサブタイプ ]：表示されるポート ID のタイプ。

• [ポート ID]：ポートの ID。
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• [ポートの説明 ]：ポートに関する情報（例：製造元、製品名、ハードウェア バージョ
ン、ソフトウェア バージョン）。

[管理アドレス ]

ローカル LLDP エージェントのアドレス テーブルが表示されます。他のリモート マネー
ジャはこのアドレスを使用して、ローカル デバイスに関する情報を取得することができま
す。アドレスは次の要素で構成されています。

• [アドレスサブタイプ ]：[管理アドレス ] フィールドに一覧表示される管理 IP アドレス
のタイプ（例：IPv4）。

• [アドレス ]：管理に最適な、返却されたアドレス。通常はレイヤ 3 アドレスです。

• [インターフェイスサブタイプ ]：インターフェイス番号を設定する際に使用される採
番方式。

• [インターフェイス番号 ]：この管理アドレスが割り当てられているインターフェイス。 

[MAC/PHYの詳細 ]

• [自動ネゴシエーション対応 ]：ポート速度のオートネゴシエーションがサポートされ
ているかどうか。

• [自動ネゴシエーション有効 ]：ポート速度のオートネゴシエーションが有効になって
いるかどうか。

• [自動ネゴシエーションアドバタイズ機能 ]：オートネゴシエーションが可能なポート
速度のタイプ（例：1000BASE-T 半二重モード、100BASE-TX 全二重モード）。

• [動作MAUタイプ ]：Medium Attachment Unit（MAU）のタイプ。MAU では物理
層の機能が実行されます。たとえば、イーサネット インターフェイスから入ってき
たデータに対して、デジタル データ変換、コリジョン検出、ビット挿入などの処理
が実行され、ネットワーク（例：100BASE-TX 全二重モード）に送出されます。

[802.3の詳細 ]

• [802.3最大フレームサイズ ]：サポートされている IEEE 802.3 フレーム サイズの最
大値。

[802.3リンクアグリゲーション ]

• [アグリゲーション機能 ]：インターフェイスを集約できるかどうか。

• [アグリゲーションステータス ]：現在、インターフェイスが集約されているかどうか。

• [アグリゲーションポート ID]：アドバタイズされている集約インターフェイス ID。
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[802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)]（デバイスが EEE をサポートする場合） 

• [ローカルTx]：低電力アイドル（LPI）モードを抜けた後、データの送信を開始する
まで、送信リンク パートナーが待機する時間（単位：マイクロ秒）。

• [ローカルRx]：低電力アイドル（LPI）モードの後、データを送信するまでに、送信リ
ンク パートナーが受信リンク パートナーの要求を待機する時間（単位：マイクロ秒）。

• [リモートTxエコー]：リモート リンク パートナーの Tx 値に対するローカル リンク 
パートナーのリフレクション。

• [リモートRxエコー]：リモート リンク パートナーの Rx 値に対するローカル リンク 
パートナーのリフレクション。

[MEDの詳細 ]

• [サポートされている機能 ]：ポート上でサポートされている MED 機能。

• [現在の機能 ]：ポート上で有効になっている MED 機能。

• [デバイスクラス ]：LLDP-MED エンドポイント デバイス クラス。表示されるデバイ
ス クラスは次のとおりです。

- [エンドポイントクラス1]：汎用エンドポイント クラス。基本的な LLDP サービ
スを提供しています。

- [エンドポイントクラス2]：メディア エンドポイント クラス。クラス 1 のすべて
の機能に加え、メディア ストリーミング機能を備えています。

- [エンドポイントクラス3]：通信デバイス クラス。クラス 1 およびクラス 2 のす
べての機能に加え、位置、911、レイヤ 2 スイッチ サポート、デバイス情報管理
の各機能を備えています。

• [PoEデバイスタイプ ]：ポートの PoE タイプ（例：給電中）。

• [PoE電源 ]：ポートの電源。

• [PoE電力プライオリティ ]：ポートの電力のプライオリティ。

• [PoE電力値 ]：ポートの電力の値。

• [ハードウェアリビジョン ]：ハードウェアのバージョン。

• [ファームウェアリビジョン ]：ファームウェアのバージョン。

• [ソフトウェアリビジョン ]：ソフトウェアのバージョン。

• [シリアル番号 ]：デバイスのシリアル番号。

• [製造業者名 ]：デバイスの製造元名。
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• [モデル名 ]：デバイスのモデル名。

• [アセット ID]：アセット ID。

[場所の情報 ]

• [住所 ]：住所。

• [座標 ]：地図座標（緯度、経度、および標高）。

• [ECS ELIN]：ECS の ELIN。

[ネットワークポリシーテーブル ]

• [アプリケーションタイプ ]：ネットワーク ポリシーのアプリケーション タイプ（例：
音声）。

• [VLAN ID]：ネットワーク ポリシーがバインドされている VLAN の ID。

• [VLANタイプ ]：ネットワーク ポリシーがバインドされている VLAN のタイプ。表
示されるフィールド値は次のとおりです。

- [タグ付き ]：ネットワーク ポリシーはタグ付き VLAN に対して作成されています。

- [タグなし ]：ネットワーク ポリシーはタグなし VLAN に対して作成されています。

• [ユーザプライオリティ ]：ネットワーク ポリシーのユーザ プライオリティ。

• [DSCP]：ネットワーク ポリシーの DSCP。

LLDP ネイバー情報の表示

[LLDPネイバー情報 ] ページには、ネイバー デバイスから受信した情報が表示されます。

タイムアウトになると、情報は削除されます。ネイバーの TTL TLV で表される時間内に、そ
のネイバーから LLDP PDU が 1 件も受信されなかった場合に、タイムアウトになります。

LLDP ネイバー情報を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [LLDPネイバー情報 ] をクリックします。[LLDPネイ
バー情報 ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [ローカルポート ]：ネイバーが接続されているローカル ポートの番号。

• [シャーシ IDサブタイプ ]：シャーシ ID のタイプ（例：MAC アドレス）。
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• [シャーシ ID]：802 LAN 近隣デバイスのシャーシの ID。

• [ポート IDサブタイプ ]：表示されるポート ID のタイプ。

• [ポート ID]：ポートの ID。

• [システム名 ]：スイッチの公開名。

• [存続可能時間 ]：タイムアウト時間（単位：秒）。この時間内にこのネイバーから 
LLDP PDU が 1 件も受信されなかった場合、このネイバーの情報は削除されます。

ステップ  2 ローカル ポートを選択し、[詳細 ] をクリックします。[ネイバー情報 ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

[ポートの詳細 ]

• [ローカルポート ]：ポート番号。

• [MSAPエントリ ]：デバイスの Media Service Access Point（MSAP）エントリ
番号。

[基本内容 ]

• [シャーシ IDサブタイプ ]：シャーシ ID のタイプ（例：MAC アドレス）。

• [シャーシ ID]：802 LAN 近隣デバイスのシャーシの ID。

• [ポート IDサブタイプ ]：表示されるポート ID のタイプ。

• [ポート ID]：ポートの ID。

• [ポートの説明 ]：ポートに関する情報（例：製造元、製品名、ハードウェア バージョ
ン、ソフトウェア バージョン）。

• [システム名 ]：公開されているシステム名。

• [システムの説明 ]：ネットワーク エンティティの説明（英数字）。システムの名前、
および、このデバイスでサポートされているハードウェア、オペレーティング シス
テム、ネットワーキング ソフトウェアの各バージョン。この値は sysDescr オブ
ジェクトと同じです。

• [サポートされているシステム機能 ]：このデバイスでサポートされている主要機能。
機能は 2 オクテットで表されます。ビット 0 ～ 7 はそれぞれ、その他、リピータ、
ブリッジ、WLAN AP、ルータ、電話、DOCSIS ケーブル デバイス、ステーション
を意味します。ビット 8 ～ 15 は予約されています。

• [有効なシステム機能 ]：スイッチで有効になっている主要機能。
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[管理アドレステーブル ]

• [アドレスサブタイプ ]：管理アドレスのサブタイプ（例：MAC、IPv4）。

• [アドレス ]：管理アドレス。

• [インターフェイスサブタイプ ]：ポートのサブタイプ。

• [インターフェイス番号 ]：ポート番号。

[MAC/PHYの詳細 ]

• [自動ネゴシエーション対応 ]：ポート速度のオートネゴシエーションがサポートされ
ているかどうか。表示されるフィールド値は [TRUE] または [FALSE] です。

• [自動ネゴシエーション有効 ]：ポート速度のオートネゴシエーションが有効になって
いるかどうか。表示されるフィールド値は [TRUE] または [FALSE] です。

• [自動ネゴシエーションアドバタイズ機能 ]：オートネゴシエーションが可能なポート
速度のタイプ（例：1000BASE-T 半二重モード、100BASE-TX 全二重モード）。

• [動作MAUタイプ ]：Medium Attachment Unit（MAU）のタイプ。MAU では物理
層の機能が実行されます。たとえば、イーサネット インターフェイスから入ってき
たデータに対して、デジタル データ変換、コリジョン検出、ビット挿入などの処理
が実行され、ネットワーク（例：100BASE-TX 全二重モード）に送出されます。

[802.3 Power via MDI]

• [MDI電源対応ポートクラス ]：アドバタイズされている電力サポート ポート クラス。

• [PSE MDI電源対応 ]：ポートで MDI 電力がサポートされているかどうか。

• [PSE MDI電源状態 ]：ポートで MDI 電力が有効になっているかどうか。

• [PSE電源ペア制御機能 ]：ポートで電力線制御がサポートされているかどうか。

• [PSE電源ペア ]：ポートで電力線制御タイプがサポートされているかどうか。

• [PSE電力クラス ]：アドバタイズされている、ポートの電力クラス。

[802.3の詳細 ]

• [802.3最大フレームサイズ ]：アドバタイズされている、ポートの最大フレーム サ
イズ。

[802.3リンクアグリゲーション ]

• [アグリゲーション機能 ]：ポートを集約できるかどうか。

• [アグリゲーションステータス ]：現在、ポートが集約されているかどうか。

• [アグリゲーションポート ID]：アドバタイズされている集約ポート ID。
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[802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)] 

• [ローカルTx]：低電力アイドル（LPI）モードを抜けた後、データの送信を開始する
まで、送信リンク パートナーが待機する時間（単位：マイクロ秒）。

• [ローカルRx]：低電力アイドル（LPI）モードの後、データを送信するまでに、送信リ
ンク パートナーが受信リンク パートナーの要求を待機する時間（単位：マイクロ秒）。

• [リモートTxエコー]：リモート リンク パートナーの Tx 値に対するローカル リンク 
パートナーのリフレクション。

• [リモートRxエコー]：リモート リンク パートナーの Rx 値に対するローカル リンク 
パートナーのリフレクション。

[MEDの詳細 ]

• [サポートされている機能 ]：ポート上で有効になっている MED 機能。

• [現在の機能 ]：ポートからアドバタイズされている MED TLV。

• [デバイスクラス ]：LLDP-MED エンドポイント デバイス クラス。表示されるデバイ
ス クラスは次のとおりです。

- [エンドポイントクラス1]：汎用エンドポイント クラス。基本的な LLDP サービ
スを提供しています。

- [エンドポイントクラス2]：メディア エンドポイント クラス。クラス 1 のすべて
の機能に加え、メディア ストリーミング機能を備えています。

- [エンドポイントクラス3]：通信デバイス クラス。クラス 1 およびクラス 2 のす
べての機能に加え、位置、911、レイヤ 2 スイッチ サポート、デバイス情報管理
の各機能を備えています。

• [PoEデバイスタイプ ]：ポートの PoE タイプ（例：給電中）。

• [PoE電源 ]：ポートの電源。

• [PoE電力プライオリティ ]：ポートの電力のプライオリティ。

• [PoE電力値 ]：ポートの電力の値。

• [ハードウェアリビジョン ]：ハードウェアのバージョン。

• [ファームウェアリビジョン ]：ファームウェアのバージョン。

• [ソフトウェアリビジョン ]：ソフトウェアのバージョン。

• [シリアル番号 ]：デバイスのシリアル番号。

• [製造業者名 ]：デバイスの製造元名。
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• [モデル名 ]：デバイスのモデル名。

• [アセット ID]：アセット ID。

[802.1 VLANおよびプロトコル ]

• [PVID]：アドバタイズされている、ポートの VLAN ID。

[PPVID] 

• [VID]：プロトコルの VLAN ID。

• [サポート済み ]：サポートされている、ポートとプロトコルの VLAN ID。

• [有効 ]：有効になっている、ポートとプロトコルの VLAN ID。

[VLAN ID]

• [VID]：ポートとプロトコルの VLAN ID。

• [VLAN名 ]：アドバタイズされている VLAN 名。

[プロトコル ID]

• [プロトコル IDテーブル ]：アドバタイズされているプロトコル ID。

[場所の情報 ]

ANSI-TIA-1057 規格の 10.2.4 項に従って、次のデータ構造を 16 進数で入力します。

• [住所 ]：住所。

• [座標 ]：位置マップ座標（緯度、経度、および標高）。

• [ECS ELIN]：デバイスの ECS の ELIN。

• [不明 ]：位置情報不明。

[ネットワークポリシー ]

• [アプリケーションタイプ ]：ネットワーク ポリシーのアプリケーション タイプ（例：
音声）。

• [VLAN ID]：ネットワーク ポリシーがバインドされている VLAN の ID。

• [VLANタイプ ]：ネットワーク ポリシーがバインドされている VLAN のタイプ（タ
グ付きまたはタグなし）。

• [ユーザプライオリティ ]：ネットワーク ポリシーのユーザ プライオリティ。

• [DSCP]：ネットワーク ポリシーの DSCP。
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LLDP 統計情報の表示

[LLDP統計情報 ] ページには、ポートごとの LLDP 統計情報が表示されます。

LLDP 統計情報を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [LLDP統計情報 ] をクリックします。[LLDP統計情報 ]
ページが開きます。

次のフィールドが各ポートに対して表示されます。

• [インターフェイス ]：インターフェイス ID。

• [Txフレーム ] - [合計 ]：送信されたフレームの合計数。

• [Rxフレーム ]

- [合計 ]：受信されたフレームの合計数。

- [廃棄済み ]：受信されたフレームのうち、破棄されたフレームの数。

- [エラー ]：受信されたフレームのうち、エラーになったフレームの数。

• [Rx TLV]

- [廃棄済み ]：受信された TLV のうち、破棄された TLV の数。

- [未認識 ]：受信された TLV のうち、認識されなかった TLV の数。

• [ネイバー情報削除回数 ]：このインターフェイス上でネイバーがエージアウトされた
回数。

ステップ  2 最新の統計情報を表示するには、[更新 ] をクリックします。

LLDP 過負荷情報の表示

LLDP では、LLDP TLV および LLDP-MED TLV として情報を LLDP パケットに追加します。
LLDP 過負荷は、LLDP パケット内の総情報量がインターフェイスでサポートされている最
大 PDU サイズを超えたときに発生します。

[LLDP過負荷 ] ページには、LLDP/LLDP-MED 情報のバイト数、追加の LLDP 情報に使用可
能なバイト数、および各インターフェイスの過負荷ステータスが表示されます。
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LLDP 過負荷情報を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - LLDP] > [LLDP過負荷 ] をクリックします。[LLDP過負荷 ] ペー
ジが開きます。

このページには次の情報がポートごとに表示されます。

• [インターフェイス ]：ポート ID。

• [合計 (バイト )]：各パケットの LLDP 情報の合計バイト数。

• [未送信 (バイト )]：各パケットで追加の LLDP 情報用に残っている使用可能な合計バ
イト数。

• [ステータス ]：TLV が送信されているか、それとも過負荷状態になっているか。

ステップ  2 特定のポートの詳細な過負荷状態を表示するため、そのポートを選択して [詳細 ] をクリック
します。[LLDPオーバーロードの詳細 ] ページが開きます。

このページには、このポートから送信された各 TLV に関する次の情報が表示されます。

• [LLDP必須TLV]

- [サイズ (バイト )]：必須 TLV の合計バイト数。

- [ステータス ]：必須 TLV グループが送信されているか、それとも過負荷状態に
なっているか。

• [LLDP MED機能 ]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED 機能パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED 機能パケットが送信されたか、それとも過負荷状態で
あったか。

• [LLDP MEDの場所 ]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED 位置パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED 位置パケットが送信されたか、それとも過負荷状態で
あったか。

• [LLDP MEDネットワークポリシー ]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED ネットワーク ポリシー パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED ネットワーク ポリシー パケットが送信されたか、そ
れとも過負荷状態であったか。
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• [LLDP MED拡張PoE]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED MDI 拡張電力パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED MDI 拡張電力パケットが送信されたか、それとも過
負荷状態であったか。

• [802.3 TLV]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED 802.3 TLV パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED 802.3 TLV パケットが送信されたか、それとも過負荷
状態であったか。

• [LLDPオプションTLV]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED 任意 TLV パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED 任意 TLV パケットが送信されたか、それとも過負荷
状態であったか。

• [LLDP MEDコンポーネント ]

- [サイズ (バイト )]：LLDP-MED インベントリ TLV パケットの合計バイト数。

- [ステータス ]：LLDP-MED インベントリ パケットが送信されたか、それとも過
負荷状態であったか。

• [合計 (バイト )]：各パケットの LLDP 情報の合計バイト数。

• [未送信 (バイト )]：各パケットで追加の LLDP 情報用に残っている使用可能な合計バ
イト数。
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CDP の設定

ここでは、CDP の設定方法を説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「CDP のプロパティ値の設定」

• 「CDP インターフェイス設定の編集」

• 「CDP ローカル情報の表示」

• 「CDP ネイバー情報の表示」

• 「CDP 統計情報の表示」

CDP のプロパティ値の設定

CDP の概要

LLDP と同様に、CDP は、直接接続されたネイバーが自身とそれぞれの機能を互いにアドバ
タイズするためのリンク層プロトコルです。LLDP と異なり、CDP はシスコ独自のプロトコ
ルです。

CDP を設定する手順

次に、スイッチに CDP を設定する手順の例を示します。CDP を設定するための詳細なガイ
ドラインは、LLDP/CDP に関するセクションで参照できます。

• CDP の [プロパティ ] ページを使用して、CDP グローバル パラメータを入力します。

• [インターフェイス設定 ] ページを使用して、インターフェイスごとに CDP を設定し
ます。

• Auto Smartport で CDP デバイスの機能を検出する場合は、Smartport の [プロパ
ティ ] ページで CDP を有効にします。

CDP を使用して Smartport 機能に対応するデバイスを識別する方法については、
「Smartport タイプの識別」を参照してください。

CDP の [プロパティ ] ページでは、CDP の全般パラメータの値を設定できます。
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CDP のプロパティ値を設定するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [プロパティ ] をクリックします。CDP の [プロパティ ]
ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [CDPステータス ]：選択するとスイッチ上で CDP が有効になります。

• [CDPフレーム処理 ]：CDP が有効でない場合は、選択した基準に一致するパケット
を受信したときに実行する処理を次の中から選択します。

- [ブリッジング ]：VLAN に基づいてパケットを転送します。

- [フィルタリング ]：パケットを削除します。

- [フラッディング ]：入力ポートを除くすべてのポートに着信 CDP パケットを転送
する VLAN 非対応のフラッディング。

• [CDP音声VLANアドバタイズメント ]：選択すると、スイッチは、CDP が有効で、
音声 VLAN のメンバであるすべてのポートで、CDP を使用して音声 VLAN をアド
バタイズできます。音声 VLAN は、音声VLAN の [プロパティ ] ページで設定され
ます。

• [CDP必須TLV検証 ]：選択すると、必須 TLV を含まない着信 CDP パケットは廃棄
され、無効なエラー カウンタが増加します。

• [CDPバージョン ]：使用する CDP のバージョンを選択します。

• [CDPホールドタイム ]：CDP パケットを破棄するまで待機する時間を、[TLVアドバ
タイズ間隔 ] の値の倍数で入力します。たとえば、[TLVアドバタイズ間隔 ] の値が 
30 秒であり、[ホールド係数 ] の値が 4 である場合、LLDP パケットは 120 秒後に破
棄されます。次のオプションが選択できます。

- [デフォルトを使用 ]：デフォルトの時間（180 秒）を使用します。

- [ユーザ定義 ]：時間を入力します（単位：秒）。

• [CDP送信レート ]：CDP アドバタイズメント更新データの送信間隔（単位：秒）を
入力します。次のオプションが選択できます。

- [デフォルトを使用 ]：デフォルト レート（60 秒）を使用します。

- [ユーザ定義 ]：レートを入力します（単位：秒）。

• [デバイス IDフォーマット ]：デバイス ID の形式を選択します（MAC アドレスまた
はシリアル番号）。
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• [送信元インターフェイス ]：フレーム内の TLV で使用される IP アドレス。次のオプ
ションが選択できます。

- [デフォルトを使用 ]：発信インターフェイスの IP アドレスを使用します。

- [ユーザ定義 ]：アドレス TLV 内のインターフェイス（[インターフェイス ] フィー
ルド）の IP アドレスを使用します。

• [インターフェイス ]：[送信元インターフェイス ] で [ユーザ定義 ] が選択された場合
は、インターフェイスを選択します。

• [Syslog音声VLAN不一致 ]：オンにすると、音声VLAN の不一致が検出されたとき
に SYSLOG メッセージが送信されます。つまり、着信フレーム内の音声 VLAN 情
報が、ローカル デバイスがアドバタイズしている情報と一致していません。

• [SyslogネイティブVLAN不一致 ]：オンにすると、ネイティブVLAN の不一致が検
出されたときに SYSLOG メッセージが送信されます。つまり、着信フレーム内のネ
イティブ VLAN 情報が、ローカル デバイスがアドバタイズしている情報と一致して
いません。

• [Syslogデュプレックス不一致 ]：オンにすると、デュプレックス情報が不一致のと
きに SYSLOG メッセージが送信されます。つまり、着信フレーム内のデュプレック
ス情報が、ローカル デバイスがアドバタイズしている情報と一致していません。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。LLDP のプロパティ値が設定されます。

CDP インターフェイス設定の編集

管理者は、[インターフェイス設定 ] ページで、ポートごとに CDP を有効または無効にする
ことができます。CDP ネイバーとの競合があったときに、通知をトリガーすることもできま
す。競合は、音声 VLAN データの場合もあれば、ネイティブ VLAN やデュプレックスの場
合もあります。

これらのプロパティ値を設定することにより、LLDP 対応デバイスに送信する情報のタイプ
を選択できます。

アドバタイズする LLDP-MED TLV は、[LLDP MEDインターフェイス設定 ] ページで選択で
きます。
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LLDP インターフェイス設定を定義するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [インターフェイス設定 ] をクリックします。[インター
フェイス設定 ] ページが開きます。

このページには、各インターフェイスの次の CDP 情報が表示されます。

• [CDPステータス ]：ポートで CDP を有効または無効にします。

• [CDPネイバーとの不一致のレポート ]：[編集 ] ページで有効または無効になっている
レポート オプションのステータスを表示します。

•  [ネイバー数 ]：検出されたネイバーの数。

ページ下部に 4 つのボタンがあります。

• [設定のコピー ]：選択すると、ポート間でコンフィギュレーションがコピーされます。

• [編集 ]：フィールドは後述のステップ 2 で説明されています。

• [CDPローカル情報の詳細 ]：[各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [CDPローカル情報 ] 
ページに移動します。

• [CDPネイバー情報の詳細 ]：[各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [CDPネイバー情報 ] 
ページに移動します。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[CDPインターフェイス設定の編集 ] ページが
開きます。

このページには、次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：定義するインターフェイスを選択します。

• [CDPステータス ]：ポートで CDP を有効または無効にします。

（注）次の 3 つのフィールドは、スイッチが管理ステーションにトラップを送信する
ように設定されている場合に使用可能となります。

• [Syslog音声VLAN不一致 ]：選択すると、音声 VLAN の不一致が検出されたときの 
SYSLOG メッセージの送信オプションが有効になります。つまり、着信フレーム内
の音声 VLAN 情報が、ローカル デバイスがアドバタイズしている情報と一致してい
ません。

• [SyslogネイティブVLAN不一致 ]：選択すると、ネイティブ VLAN の不一致が検出
されたときの SYSLOG メッセージの送信オプションが有効になります。つまり、着
信フレーム内のネイティブ VLAN 情報が、ローカル デバイスがアドバタイズしてい
る情報と一致していません。
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• [Syslogデュプレックス不一致 ]：選択すると、デュプレックス情報の不一致が検出
されたときの SYSLOG メッセージの送信オプションが有効になります。つまり、着
信フレーム内のデュプレックス情報が、ローカル デバイスがアドバタイズしている
情報と一致していません。

ステップ  3 関連情報を入力し、[適用 ] をクリックします。ポート設定が変更され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

CDP ローカル情報の表示

[CDPローカル情報 ] ページには、ローカル デバイスについて、CDP プロトコルによってア
ドバタイズされる情報が表示されます。

CDP ローカル情報を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [CDPローカル情報 ] をクリックします。[CDPローカ
ル情報 ] ページが開きます。

ステップ  2 ローカル ポートを選択すると、次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：ローカル ポートの番号。

• [CDP状態 ]：CDP が有効かどうかを表示します。

• [デバイス IDタイプ ]：デバイス ID TLV でアドバタイズされるデバイス ID のタイプ。

• [デバイス ID]：デバイス ID TLV でアドバタイズされるデバイス ID。

• [アドレス ]：IP アドレス（デバイス アドレス TLV でアドバタイズされます）。

• [ポート ID]：ポート TLV でアドバタイズされるポートの ID。

• [機能 ]：ポート TLV でアドバタイズされる機能。

• [バージョン ]：デバイスが稼動しているソフトウェアのリリースに関する情報。

• [プラットフォーム ]：プラットフォーム TLV でアドバタイズされるプラットフォー
ムの ID。

• [ネイティブVLAN]：ネイティブ VLAN TLV でアドバタイズされるネイティブ 
VLAN ID。

• [デュプレックス ]：全 /半二重 TLV でアドバタイズされるポートのデュプレックスが
半二重か全二重化を示します。
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• [アプライアンス ID]：アプライアンス TLV でアドバタイズされる、ポートに接続さ
れたデバイスのタイプ。

• [アプライアンスVLAN ID]：アプライアンスによって使用されるデバイス上の VLAN。
たとえば、アプライアンスが IP 電話の場合は、これは音声 VLAN になります。

• [拡張信頼 ]：有効な場合は、ポートが信頼できることを示しています。つまり、パ
ケット選択の送信元を信頼して、パケット自体にマーキングします。この場合、この
ようなポートで受信されたパケットは、再度マーキングされることはありません。無
効な場合は、ポートが信頼できないことを示しています。この場合、次のフィールド
が関係します。

• [非信頼ポートのCoS]：ポートの [拡張信頼 ] が無効な場合、このフィールドにはレイ
ヤ 2 CoS 値、つまり、802.1D/802.1p プライオリティ値が表示されます。これは、
信頼できないポートで受信されたすべてのパケットに、デバイスがリマークする 
CoS 値です。

• [要求 ID]：最新の電力要求 ID が、電力要求 TLV で最後に受信した [要求 ID] フィール
ドに反映されます。インターフェイスが最後にアップした時点以降に電力要求 TLV 
を受信しなかった場合は、0 になります。

• [電力管理 ID]：次のイベントのいずれかが発生するたびに、値は 1 ずつ（または、0 
を避けるため 2 ずつ）増加します。

- [有効電力 ] フィールドまたは [管理電力レベル ] フィールドの値が変わった。

- 最後に受信した設定値と異なる [要求ID] フィールド値を持つ電力要求 TLV を受信
した（または、最初の値を受信したとき）。

- インターフェイスがダウンした。

• [有効電力 ]：ポートが消費する電力量。

• [管理電力レベル ]：電力消費量 TLV についての、受電装置に対するサプライヤの要
求を表示します。デバイスはこのフィールドに常に [プリファレンスなし ] と表示し
ます。

CDP ネイバー情報の表示

[CDPネイバー情報 ] ページには、ネイバー デバイスから受信した CDP 情報が表示されます。

タイムアウトになると、情報は削除されます。ネイバーの TTL TLV で表される時間内に、そ
のネイバーから CDP PDU が 1 件も受信されなかった場合に、タイムアウトになります。
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CDP ネイバー情報を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [CDPネイバー情報 ] をクリックします。[CDPネイ
バー情報 ] ページが開きます。

このページには、リンク パートナー（ネイバー）に関する次のフィールドが表示されます。

• [デバイス ID]：ネイバーのデバイス ID。

• [ローカルインターフェイス ]：ネイバーが接続されているローカル ポートの番号。

• [アドバタイズメントバージョン ]：CDP プロトコル バージョン。

• [存続可能時間 (秒 )]：タイムアウト時間（単位：秒）。この時間内にこのネイバーから 
LLDP PDU が 1 件も受信されなかった場合、このネイバーの情報は削除されます。

• [機能 ]：ネイバーによってアドバタイズされた機能。

• [プラットフォーム ]：ネイバーのプラットフォーム TLV からの情報。

• [ネイバーインターフェイス ]：ネイバーの発信インターフェイス。

ステップ  2 デバイスを選択し、[詳細 ] をクリックします。[CDPネイバーの詳細 ] ページが開きます。

このページには、ネイバーに関する次のフィールドが表示されます。

• [デバイス ID]：ネイバー デバイスの ID。

• [ローカルインターフェイス ]：フレームが到達するポートのインターフェイス番号。

• [アドバタイズメントバージョン ]：CDP のバージョン。

• [存続可能時間 ]：タイムアウト時間（単位：秒）。この時間内にこのネイバーから 
LLDP PDU が 1 件も受信されなかった場合、このネイバーの情報は削除されます。

• [機能 ]：デバイスの主要機能。機能は 2 オクテットで表されます。ビット 0 ～ 7 はそ
れぞれ、その他、リピータ、ブリッジ、WLAN AP、ルータ、電話、DOCSIS ケー
ブル デバイス、ステーションを意味します。ビット 8 ～ 15 は予約されています。

• [プラットフォーム ]：ネイバーのプラットフォームの ID。

• [ネイバー インターフェイス ]：フレームが到達するネイバーのインターフェイス番号。

• [ネイティブVLAN]：ネイバーのネイティブ VLAN。

• [デュプレックス ]：ネイバー インターフェイスが半二重か、全二重であるかを示し
ます。

• [アドレス ]：ネイバーのアドレス。

• [供給電力 ]：インターフェイスでネイバーによって消費される電力量。
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• [バージョン ]：ネイバーのソフトウェア バージョン。

（注） [テーブルのクリア ] ボタンをクリックすると、CDP からの場合は、接続されていたデバイス
がすべて切断され、Auto Smartport が有効な場合は、すべてのポート タイプがデフォルト
に変更されます。

CDP 統計情報の表示

[CDP統計情報 ] ページには、ポートとの間で送受信された CDP フレームに関する情報が表
示されます。CDP パケットは、スイッチ インターフェイスに接続されたデバイスから受信さ
れ、Smartport 機能用に使用されます。詳細については、「CDP の設定」を参照してください。

ポートの CDP 統計情報は、ポートで CDP がグローバルで有効になっている場合にのみ表示
されます。これは、CDP の [プロパティ ] ページと CDP の [インターフェイス設定 ] ページ
に表示されます。

CDP 統計情報を表示するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ディスカバリ - CDP] > [CDP統計情報 ] をクリックします。[CDP統計情報 ]
ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを入力します。

• [リフレッシュレート ]：CDP 統計情報ページがリフレッシュされるまでの時間を選
択します。

[アトリビュート (カウンタ )] には、さまざまなパケット タイプのカウンタがインターフェイ
ス別に表示されます。

• [バージョン1]：受信または送信した CDP バージョン 1 パケットの数。

• [バージョン2]：受信または送信した CDP バージョン 2 パケットの数。

• [合計 ]：受信または送信した CDP パケットの合計数。

[CDPエラー統計情報 ] には、CDP エラー カウンタが表示されます。

• [無効なチェックサム ]：無効なチェックサム値とともに受信したパケットの数。

• [その他のエラー ]：無効なチェックサム以外のエラーとともに受信したパケットの数。

• [最大数を超過したネイバー ]：空きがないためパケット情報をキャッシュに格納でき
なかった回数。

カウンタをクリアするには、[カウンタのクリア ] をクリックします。CDP 統計情報カウン
タがクリアされます。
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ポートの管理

ここでは、ポートの設定、リンク アグリゲーション、および Green Ethernet 機能について
説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「ポートの設定」

• 「ポートの基本情報の設定」

• 「リンク アグリゲーションの設定」

• 「Green Ethernet の設定」

ポートの設定

ポートを設定するには、次の手順を実行します。

1. [ポート設定 ] ページでポートを設定します。

2. [LAG管理 ] ページで、Link Aggregation Group（LAG; リンク アグリゲーション グ
ループ）プロトコルを有効にするか無効にするかを設定し、また、各 LAG にメンバ 
ポートを追加します。デフォルトでは、すべての LAG は空になっています。

3. [LAG設定 ] ページで、LAG のイーサネット パラメータ値（速度、自動ネゴシエーショ
ンなど）を設定します。

4. [LACP] ページで、ダイナミック LAG のメンバまたはメンバ候補になっているポートの 
LACP パラメータ値を設定します。

5. [プロパティ ] ページで、[Green Ethernet] および [802.3 Energy Efficient Ethernet] 
を設定します。

6. [ポート設定 ] ページで、ポートごとの Green Ethernet エネルギー モードおよび 802.3 
Energy Efficient Ethernet を設定します。

7. スイッチで Power over Ethernet（PoE）がサポートされており、有効になっている場
合、「Power-over-Ethernet デバイスの管理」の説明に従ってスイッチを設定します。
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ポートの基本情報の設定

[ポート設定 ] ページには、ポートのグローバル設定情報およびポートごとの設定情報が表示
されます。 このページでポートを選択し、[ポート設定の編集 ] ページでそのポートを設定す
ることができます。

ポート情報を設定するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [ポート設定 ] をクリックします。 [ポート設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 最大10 KB のパケットをサポートするには、[ジャンボフレーム ] を選択します。[ジャンボ
フレーム ] を有効にしなかった場合（デフォルト）、サポートされる最大パケット サイズは
1,632 バイトになります。ジャンボ フレームを有効にするには、この機能を有効にした後で
スイッチをリブートする必要があります。

ステップ  3 [適用 ] をクリックし、グローバル設定情報を更新します。

ジャンボ フレーム設定の変更内容が反映されるのは、[コンフィギュレーションのコピー /
保存 ] ページで実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルに明示的に保存し、スイッチをリブートした後のみです。

ステップ  4 ポートの設定情報を更新するには、目的のポートを選択し、[編集 ] をクリックします。[ポー
ト設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ  5 次のパラメータの値を変更します。

• [インターフェイス ]：ポート番号を選択します。

• [ポートの説明 ]：ポートのユーザ定義名またはコメントを入力します。

• [ポートタイプ ]：ポートのタイプおよび速度を表示します。次のオプションがあり
ます。

- カッパーポート：コンボ ポートでない、標準のポート。伝送速度：10M、
100M、1000M（タイプ：[カッパー ]）。

- コンボ ポート カッパー：カッパー CAT5 ケーブルが接続されるコンボ ポート。
伝送速度：10M、100M、1000M（タイプ：[ComboC]）。

- コンボ ファイバ：SFP Fiber Gigabit Interface Converter（GBIC）ポート。
伝送速度：100M および 1000M（タイプ：[ComboF]）。

（注）コンボ ポートの両方のポートが使用されている場合は、SFP Fiber が優先され
ます。

• [管理ステータス ]：スイッチのリブート時にこのポートをアクティブ化する場合は 
[アップ ]、アクティブ化しない場合は [ダウン ] を選択します。
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• [動作ステータス ]：ポートが現在アクティブ化されているかどうかが表示されます。

• [一時停止ポートを再アクティブ化 ]：一時停止されているポートを再アクティブ化す
る場合、このフィールドを選択します。ポートが一時停止される理由は、ポート 
ロック セキュリティ オプション、Dot1x シングル ホスト違反、ループバック検出、
STP ループバック ガード、または Access Control List（ACL; アクセス コント
ロール リスト）など、さまざまです。再アクティブ化操作により、ポートは、一時
停止になった理由とは関係なしに動作状態になります。

• [自動ネゴシエーション ]：このポート上で自動ネゴシエーションを有効にするには、
このフィールドを選択します。自動ネゴシエーションを有効にした場合、伝送速度、
デュプレックス モード、フロー制御の各情報が、このポートからポート リンク パー
トナーにアドバタイズされます。

• [動作自動ネゴシエーション ]：このポートの現在の自動ネゴシエーション ステータス
が表示されます。

• [管理ポート速度 ]：ポートの速度を設定します。使用できる速度はポート タイプに
よって決まります。[管理速度 ] を選択できるのは、自動ネゴシエーションを無効に
している場合のみです。

（注）10 半二重 /100 半二重から 1000 全二重に GIGA ポートのステータスを変更す
るには、デュプレックス モードを全二重に変更してから、管理ポート速度を 1000 
に変更します。

• [動作ポート速度 ]：自動ネゴシエーションによって決定された現在のポート速度が表
示されます。

• [管理デュプレックスモード ]：このポートのデュプレックス モードを選択します。こ
のフィールド値を選択できるのは、自動ネゴシエーションが無効になっており、ポー
ト速度が 10 M または 100 M に設定されている場合のみです。ポート速度が 1 G の
場合、モードは常に全二重です。次のオプションがあります。

- [全二重 ]：スイッチとクライアントの間で双方向通信を同時に行うことができます。

- [半二重 ]：スイッチとクライアントの間で双方向通信を同時に行うことができま
せん。

• [動作デュプレックスモード ]：このポートの現在のデュプレックス モードが表示され
ます。

• [自動アドバタイズメント ]：自動ネゴシエーションが有効な場合に、このポートから
アドバタイズする通信機能を選択します。次のオプションがあります。

- [最大機能 ]：すべてのポート速度と両方のデュプレックス モード。

- [10半二重 ]：10 Mbps のスピードで半二重モード。

- [10全二重 ]：10 Mbps のスピードで全二重モード。
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- [100半二重 ]：100 Mbps のスピードで半二重モード。

- [100全二重 ]：100 Mbps のスピードで全二重モード。

- [1000全二重 ]：1000 Mbps のスピードで全二重モード。

• [動作アドバタイズメント ]：このポートのネイバーに現在送信されている機能が表示
されます。表示される値は、[管理アドバタイズメント ] フィールドの選択項目と同
じです。

• [ネイバーアドバタイズメント ]：このネイバー デバイス（リンク パートナー）から
アドバタイズする機能を選択します。

• [バックプレッシャ ]：このポートにおけるバック プレッシャ モードを選択します。
バック プレッシャとは、スイッチが輻輳状態のときにパケット受信速度を下げる方
式のことであり、半二重通信モードでのみ使用できます。信号を混雑させ、リモート 
ポートからパケットが送信されないようにします。

• [フロー制御 ]：802.3x フロー制御を有効にするか無効にするかを選択します。また
は、ポートでフロー制御の自動ネゴシエーションを有効にするかを選択します（全二
重モードの場合のみ）。

• [MDI/MDIX]：このポートの Media Dependent Interface（MDI）/Media 
Dependent Interface with Crossover（MDIX）ステータスを選択します。

次のオプションがあります。

- [MDIX]：送信と受信のペアを入れ替える場合、この項目を選択します。

- [MDI]：ストレート ケーブルを使用してこのスイッチをステーションに接続する
場合、この項目を選択します。

- [自動 ]：他のデバイスとの接続において正しいピン割り当てが自動検出されるよ
うにこのスイッチを設定する場合、この項目を選択します。

• [動作 MDI/MDIX]：現在の MDI/MDIX 設定情報が表示されます。

• [保護ポート ]：このポートを保護ポートにする場合、このフィールドを選択します。
保護ポートは、Private VLAN Edge（PVE）と呼ばれることもあります。保護ポー
トの特徴は次のとおりです。

- 保護ポート機能を利用した場合、同じ VLAN を共有しているインターフェイス
（イーサネット ポートまたは LAG）どうしをレイヤ 2 で隔離できます。

- 保護ポートで受信されたパケットは、非保護出力ポートにのみ転送できます。保
護ポート フィルタリング ルールは、スヌーピング アプリケーションなどのソフ
トウェアによって転送されるパケットにも適用されます。
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- ポート保護は、VLAN メンバシップには左右されません。つまり、保護ポートに
接続されているデバイスどうしは、同じ VLAN のメンバであったとしても、通信
できません。

- それぞれのポートおよび LAG は、保護対象にすることも保護対象にしないこと
もできます。保護 LAG については、「リンク アグリゲーションの設定」を参照し
てください。

• [LAGのメンバ ]：このポートが LAG のメンバの場合、その LAG を表示します。そ
うでない場合、このフィールドは空白のままです。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。ポート設定が変更され、実行コンフィギュレーション ファイルが
更新されます。

リンク アグリゲーションの設定

ここでは、LAG の設定方法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• 「リンク アグリゲーションの概要」

• 「スタティック LAG およびダイナミック LAG を設定する手順」

• 「LAG 管理情報の定義」

• 「LAG 情報の設定」

• 「LACP の設定」

リンク アグリゲーションの概要

Link Aggregation Control Protocol（LACP; リンク アグリゲーション制御プロトコル）は
IEEE 802.3az で規定されている規格です。複数の物理ポートを束ね、1 つの 論理チャネル
（LAG）として扱うことができます。LAG を作成した場合、2 つのデバイス間において、帯
域幅が広がり、ポートの柔軟性が高まり、また、リンクを冗長構成にすることができます。

作成できる LAG のタイプは次の 2 つです。

• [スタティック ]：LACP が無効になっている場合、LAG は静的に作成されます。   ス
タティック LAG に割り当てられるポートのグループは、常にアクティブ メンバで
す。LAG を手動で作成した場合、LACP オプションを追加したり削除したりするに
は、その LAG を編集してメンバを削除する必要があります（メンバは適用前に追加
できます）。その後、[LACP] ボタンを使用して編集できるようになります。
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• [ダイナミック ]：LACP が有効になっている場合、LAG は動的に作成されます。ダイ
ナミック LAG に割り当てられるポートのグループは、候補ポートです。LACP によっ
て、LAG のどの候補ポートをアクティブ メンバ ポートにするかが決定されます。非
アクティブ候補ポートはスタンバイ ポートになります。つまり、アクティブ メンバ
ポートに障害が発生した場合、スタンバイ ポートが代わりに使用されます。

ロード バランシング

ロード バランシング

LAG に転送されたトラフィックは、アクティブ メンバ ポート間で負荷分散されます。この
結果、LAG のすべてのアクティブ メンバ ポートの合計帯域幅に近い帯域幅を効果的に利用
できます。

LAG のアクティブ メンバ ポート間でトラフィックをロード バランシングする処理は、ハッ
シュに基づく分散機能によって管理されます。この機能により、レイヤ 2 またはレイヤ 3 の
パケット ヘッダー情報に基づいてユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックが分散
されます。

このスイッチで使用できるロード バランシング モードは次の 2 種類です。

• MAC アドレスを基準：すべてのパケットの送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アド
レスに基づいて負荷分散されます。

• IP アドレスと MAC アドレスを基準：IP パケットの場合は、送信元 IP アドレスと宛
先 IP アドレス、非 IP パケットの場合は、送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレ
スに基づいて負荷分散されます。

LAG の管理

LAG の管理

LAG は通常、1 つの論理ポートとして扱われます。たとえば、LAG のポート属性（状態、速
度など）は通常のポートに似ています。

このスイッチでは最大 8 個の LAG を作成できます。

LAG の特徴は次のとおりです。

• LAG 内の各ポートのメディア タイプはすべて同じでなければなりません。

• LAG にポートを追加する場合、そのポートをデフォルト VLAN 以外の VLAN のメ
ンバにすることはできません。

• LAG 内のポートは、別の LAG に追加しないようにしてください。

• 1 つのスタティック LAG には最大 8 個のポートを追加できます。1 つのダイナミッ
ク LAG には最大 16 個の候補ポートを追加できます。
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• LAG 内のすべてのポートにおいて、自動ネゴシエーションを無効にする必要があり
ます。

• ポートを LAG に追加すると、LAG の設定情報がポートに適用されます。そのポー
トを LAG から削除すると、そのポートの元々の設定情報が再度適用されます。

• Spanning Tree Protocol（STP）などのプロトコルでは、LAG 内のすべてのポー
トが 1 つのポートとして扱われます。

スタティック LAG およびダイナミック LAG を設定する手順

（注） LAG を手動で作成した場合、LACP オプションを追加したり削除したりするには、その LAG
を編集してメンバを削除する必要があります。これで、[LACP] ボタンを使用して編集できる
ようになります。

スタティック LAG を設定するには、次の手順を実行します。

1. LAG で LACP を無効にしてスタティックにします。   [ポートリスト ] フィールドに表示
されているポートを選択して [LAGメンバ ] フィールドに移動し、最大 8 個のメンバ 
ポートをスタティック LAG に追加します。LAG のロード バランシング アルゴリズムを
選択します。これらの処理を [LAG管理 ] ページで実行します。

2. [LAG設定 ] ページで、LAG のさまざまな設定（速度、フロー制御など）を行います。

ダイナミック LAG を設定するには、次の手順を実行します。

1. LAG で LACP を有効にします。   [LAG管理 ] ページで、[ポートリスト ] フィールドに表
示されているポートを選択して [LAGメンバ ] フィールドに移動し、最大 16 個の候補
ポートをダイナミック LAG に追加します。

2. [LAG設定 ] ページで、LAG のさまざまな設定（速度、フロー制御など）を行います。

3. [LACP] ページで、LAG 内のポートの LACP プライオリティおよびタイムアウトを設定
します。

LAG 管理情報の定義

[LAG管理 ] ページには、LAG のグローバル管理情報と LAG ごとの管理情報が表示されま
す。このページでは、LAG のグローバル管理情報を設定できます。また、LAG を選択し、
[LAGメンバシップの編集 ] ページでその LAG の管理情報を設定することができます。
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LAG のロード バランシング アルゴリズムを選択するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [リンクアグリゲーション ] > [LAG管理 ] をクリックします。[LAG管理 ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  2 [ロードバランスアルゴリズム ] で次のいずれかを選択します。

• [MACアドレス ]：すべてのパケットの送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスに
基づいて、負荷分散を実行します。

• [IP/MACアドレス ]：IP パケットの場合は、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレス、
非 IP パケットの場合は、送信元 MAC アドレスと宛先 MAC アドレスに基づいて
ロード バランシングを実行します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。ロード バランス アルゴリズムが定義され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

LAG 内のメンバ ポートまたは候補ポートを定義するには 

ステップ 1 LAG を選択し、[編集 ] をクリックします。[LAGメンバシップの編集 ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [LAG]：LAG 番号を選択します。

• [LAG名 ]：LAG 名またはコメントを入力します。

• [LACP]：選択した LAG で LACP を有効にする場合に選択します。このフィールド
を選択した場合、LAG はダイナミック LAG になります。このフィールドを有効に
できるのは、次のフィールドでポートを LAG に移動した場合だけです。

• [ポートリスト ]：LAG に追加するポートを [ポートリスト ] フィールドで選択し、
[LAGメンバ ] フィールドに移動します。1 つのスタティック LAG には最大 8 個、1 
つのダイナミック LAG には最大 16 個の候補ポートを追加できます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。LAG メンバシップが定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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LAG 情報の設定

[LAG設定 ] ページには、すべての LAG の現在の設定情報が表示されます。[LAG設定の編
集 ] ページでは、選択した LAG の情報の設定、また、一時停止されている LAG の再アクティ
ブ化を行うことができます。

LAG 設定を構成したり一時停止されている LAG を再アクティブ化したりするには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [リンクアグリゲーション ] > [LAG設定 ] をクリックします。[LAG設定 ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  2 LAG を選択し、[編集 ] をクリックします。[LAG設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [LAG]：LAG 番号を選択します。

• [説明 ]：LAG 名またはコメントを入力します。

• [LAGタイプ ]：この LAG を構成しているポートのタイプが表示されます。

• [管理ステータス ]：選択した LAG をアクティブ化する場合は [アップ ]、アクティブ
化しない場合は [ダウン ] を選択します。

• [動作ステータス ]：LAG が現在アクティブ化されているかどうかが表示されます。

• [一時停止LAGを再アクティブ化 ]：ポート ロック セキュリティ オプションや ACL 
設定などによって LAG が非アクティブ化されている場合、再アクティブ化するには
このフィールドを選択します。

• [管理自動ネゴシエーション ]：LAG で自動ネゴシエーションを有効にするか無効に
するかを選択します。自動ネゴシエーションは、リンク相手との間で実行されます。
自動ネゴシエーションを有効にした場合、自身の伝送速度とフロー制御が相手にアド
バタイズされます。フロー制御のアドバタイズは、デフォルトでは無効になっていま
す。アグリゲートされているリンクの両側で自動ネゴシエーションを有効にするか、
または、両側で自動ネゴシエーションを無効にしてリンク速度を同じにすることを推
奨します。

• [動作自動ネゴシエーション ]：現在の自動ネゴシエーションのステータスが表示され
ます。

• [管理速度 ]：LAG 速度を選択します。

• [動作LAG速度 ]：LAG の現在の速度が表示されます。
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• [管理アドバタイズメント ]：この LAG からアドバタイズする通信機能を選択します。
次のオプションがあります。

- [最大機能 ]：すべての LAG 速度と両方のデュプレックス モード。

- [10全二重 ]：10 Mbps のスピードのアドバタイズで全二重モード。

- [100全二重 ]：100 Mbps のスピードのアドバタイズで全二重モード。

- [1000全二重 ]：1000 Mbps のスピードのアドバタイズで全二重モード。

• [動作アドバタイズメント ]：管理アドバタイズメントのステータスが表示されます。
この LAG からその機能がネイバー LAG にアドバタイズされ、ネゴシエーション プ
ロセスが開始します。表示される値は、[管理アドバタイズメント ] フィールドの選
択項目と同じです。

• [ネイバーアドバタイズメント ]：ネゴシエーション プロセスを開始するためにネイ
バー LAG（選択したインターフェイスが接続されている LAG）からアドバタイズさ
れている機能が表示されます。表示される値は、[管理アドバタイズメント ] フィー
ルドの値と同じです。

• [管理フロー制御 ]：フロー制御を有効にするか無効にするかを選択します。または、
LAG でフロー制御の自動ネゴシエーションを有効にするかどうかを選択します。

• [動作フロー制御 ]：現在のフロー制御のステータスが表示されます。

• [保護LAG]：この LAG を保護ポートにしてレイヤ 2 で隔離するには、このフィール
ドを選択します。保護ポートおよび LAG の詳細については、「ポートの基本情報の
設定」のポート設定の説明を参照してください。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

LACP の設定

ダイナミック LAG では LACP が有効になっており、LAG で定義されているすべての候補
ポート上で動作します。

LACP におけるプライオリティとルール

LACP におけるプライオリティとルール

候補ポートが 9 個以上追加されているダイナミック LAG では、LACP システム プライオリ
ティと LACP ポート プライオリティの両方を使用して、どの候補ポートがアクティブ メン
バ ポートになるかが決定されます。
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選択された候補ポートは、すべて同じリモート デバイスに接続されます。ローカル スイッチ
とリモート スイッチのどちらにも LACP システム プライオリティが設定されます。

次のアルゴリズムを使用して、LACP プライオリティをローカル デバイスから取得するかリ
モート デバイスから取得するかが決定されます。まず、ローカル デバイスとリモート デバイ
スの LACP システム プライオリティが比較されます。プライオリティが最も低いデバイスに
よって、LAG の候補ポートが選択されます。両者のプライオリティが同じである場合は、両
者の MAC アドレスが比較されます。MAC アドレスが最も小さいデバイスのプライオリティ
によって、LAG の候補ポートが決定されます。

ダイナミック LAG には、同じタイプのイーサネット ポートを最大 16 個追加できます。ア
クティブにできるポートとスタンバイ モードにできるポートは、それぞれ最大 8 個です。ダ
イナミック LAG 内に 9 個以上のポートがある場合、このリンクの制御エンドであるスイッ
チでは、ポート プライオリティに基づいて、この LAG に割り当てるポート、および、ホッ
トスタンバイ モードにするポートが決定されます。もう一方のスイッチ（このリンクの非制
御エンド）で設定されているポート プライオリティは無視されます。

次の追加ルールを使用して、ダイナミック LACP のアクティブ ポートまたはスタンバイ ポー
トが選択されます。

• 伝送速度が最速アクティブ メンバ ポートと異なるリンクや、半二重モードで動作し
ているリンクは、スタンバイ モードになります。ダイナミック LAG 内のアクティブ 
ポートは、すべて同じボー レートで動作します。

• リンクの LACP ポート プライオリティの値が現在のアクティブ メンバ ポートより小
さく、アクティブ メンバ ポートの数が既に上限数に達している場合、このリンクは
非アクティブになり、スタンバイ モードに移行します。

ポートの LACP パラメータ情報の設定

[LACP] ページには、LACP システム プライオリティ、LACP タイムアウト値、および LACP
ポート プライオリティが表示されます。LACP タイムアウト値は各ポートのパラメータで、
連続する LACP PDU の送受信の時間間隔です。各候補ポートの特性が同じであり、LAG に
対してアクティブ メンバ ポートの上限数を超える候補ポートが追加されている場合、プライ
オリティの値が最も小さいポートがアクティブ ポートとして選択されます。

（注） LACP 設定情報は、ダイナミック LAG のメンバでないポートでは関係ありません。

LACP 情報を設定するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [リンクアグリゲーション ] > [LACP] をクリックします。[LACP] ページが開
きます。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[LACP設定の編集 ] ページが開きます。
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ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [ポート ]：タイムアウト値とプライオリティを設定するポートの番号を選択します。

• [LACPポートプライオリティ ]：このポートの LACP プライオリティを入力します。

• [LACPタイムアウト ]：相手デバイスから定期的に送信される LACP PDU を待つ時
間（ロング /ショート）を表示される LACP タイムアウトの設定から選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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Green Ethernet の設定

ここでは、スイッチの電力を減らすために設計された Green Ethernet 機能について説明し
ます。

内容は次のとおりです。

• 「Green Ethernet の概要」

• 「Green Ethernet のグローバル情報の設定」

• 「ポートにおける Green Ethernet プロパティの設定」

Green Ethernet の概要

Green Ethernet は、環境に配慮してデバイスの電力消費量を減らす機能の総称です。Green
Ethernet は EEE と異なり、すべてのデバイスで Green Ethernet エネルギー検出が有効に
なります。EEE ではギガバイト ポートのみが有効になります。

Green Ethernet 機能では、次の方法で全体的な電力消費量を減らすことができます。

• エネルギー検出モード：非アクティブ リンク上のポートは非アクティブ モードに移
行します。これにより、ポートの管理ステータスを「アップ」にしたまま電力を節約
することができます。非アクティブ モードから完全動作モードに戻るのに要する時
間は非常に短く、ユーザが意識することはありません。フレームが欠落することもあ
りません。このモードは、GE ポートと FE ポートのどちらでも使用できます。

• ショート リーチ モード：短いケーブルで電力が削減されます。ケーブル長が解析され
ると、そのケーブル長に合わせて電力消費量が調整されます。ケーブルが 50 m より
も短い場合、そのケーブル上でフレームを送信する際の電力消費量が減少します。こ
れにより、電力を節約することができます。このモードは、RJ-45 GE ポートでのみ
使用できます。コンボ ポートでは使用できません。

デフォルトでは、このモードはグローバルに無効になっています。EEE モードが有効
な場合は、このモードを有効にできません（下記参照）。

これらの Green Ethernet 機能の他に、GE ポートをサポートするデバイスには 802.3az
Energy Efficient Ethernet（EEE）もあります。EEE を使用すると、ポートにトラフィッ
クが流れていない場合の電力消費を抑えることができます。詳細については、「802.3az
Energy Efficient Ethernet 機能」を参照してください（GE モデルのみで利用可能）。

EEE はデフォルトでグローバルに有効になっています。あるポートで EEE が有効な場合、
ショート リーチ モードは無効になります。ショート リーチ モードが有効な場合、EEE は
ショート リーチ モードのグローバルなステータスに関係なくグレー表示になります。

これらのモードは、ポートごとに設定され、ポートの LAG メンバシップは考慮されません。
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電力節約量、現在の電力消費量、および累積節電量を監視できます。合計電力節約量は、Green
Ethernet 機能を利用していない場合のその物理インターフェイスの電力消費量に対する
パーセント値で表示されます。表示される節電量は、Green Ethernet に関連するものに限
られます。EEE の節電量は表示されません。

802.3az Energy Efficient Ethernet 機能

ここでは、802.3az Energy Efficient Ethernet（EEE）機能について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 802.3az EEE の概要

• アドバタイズ機能のネゴシエーション

• 802.3az EEE のリンク レベル検出

• 802.3az EEE の可用性

• デフォルト コンフィギュレーション

• 機能間の連携

• 802.3az EEE を設定する手順

802.3az EEE の概要

802.3az EEE は、リンクのトラフィックが流れていないときに電力を削減するように設計さ
れています。Green Ethernet では、ポートが非アクティブ化されているときに電力が削減
されます。802.3az EEE では、ポートがアクティブ化されていてもトラフィックがない場合
に電力が削減されます。

802.3az EEE は、GE ポートを搭載するデバイスでのみサポートされます。

802.3az EEE を使用すると、トラフィックが流れていないときに、リンクの両側のシステム
ではそれぞれの機能の一部を無効にして電力を削減することができます。

802.3az EEE では、100 Mbps および 1000 Mbps の IEEE 802.3 MAC 動作をサポートし
ています。

両方のデバイスで最適なパラメータの組み合わせを選択するために、LLDP が使用されます。
リンク パラメータで LLDP がサポートされない場合、または LLDP が無効な場合、802.3az
EEE はそのまま動作しますが、最適な動作モードにはならない可能性があります。

802.3az EEE 機能は、Low Power Idle（LPI）モードと呼ばれるポート モードで実装され
ます。トラフィックが流れていないときにこの機能が有効であれば、ポートは LPI モードに
入り、電力消費が大幅に削減されます。
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802.3az EEE が機能するには、接続の両側（スイッチのポートおよび接続しているデバイス）
で 802.3az EEE がサポートされている必要があります。トラフィックが流れていないとき
は、両側から電力を削減しようとしていることを示す信号を送信されます。両側からの信号
を受信すると、ポートが LPI ステータスであること（および非アクティブ化ステータスでは
ないこと）がキープ アライブ信号で示され、電力が削減されます。

ポートを LPI モードのままにするには、キープ アライブ信号を両側から継続的に受信する必
要があります。

アドバタイズ機能のネゴシエーション

802.3az EEE サポートは、自動ネゴシエーション段階でアドバタイズされます。自動ネゴシ
エーションにより、リンクされたデバイスは、リンクの他端側デバイスでサポートされる機
能（動作モード）を検出したり、共通の機能を判断したり、結合操作用に自身を設定したり
することができます。自動ネゴシエーションは、リンクアップ時、管理のコマンド発行時、ま
たはリンク エラーの検出時に実行されます。リンク確立プロセス時に、両方のリンク パート
ナーがそれぞれの 802.3az EEE 機能を交換します。自動ネゴシエーションがデバイスで有効
になっている場合は、ユーザの操作なしで自動的に自動ネゴシエーションが行われます。

（注）ポートで自動ネゴシエーションが有効でない場合、EEE は無効です。唯一の例
外として、リンク速度が 1 GB の場合は、自動ネゴシエーションが無効であっても、
EEE が有効なままになります。

802.3az EEE のリンク レベル検出 

これらの機能の他に、802.3az EEE の機能および設定も、IEEE 規格 802.1AB プロトコル
（LLDP）の Annex G で定義されている組織固有の TLV に基づいたフレームを使用してアド
バタイズされます。LLDP は、自動ネゴシエーション完了後に、802.3az EEE の動作をさら
に最適化するために使用されます。802.3az EEE TLV は、システムのウェイクアップ期間と
更新期間を微調整するために使用されます。

802.3az EEE の可用性

EEE をサポートする製品の詳細な一覧については、リリースノートを参照してください。
SG300-10。SG300-10MP、SG300-10P、SG300-20。SG300-28、SG300-28P、お
よび SG300-52。

デフォルト コンフィギュレーション

デフォルトでは、802.3az EEE および EEE LLDP は、グローバルおよびポートごとに有効
です。
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機能間の連携

802.3az EEE と他の機能との連携について次に説明します。

• ポートで自動ネゴシエーションが有効でない場合、802.3az EEE 動作ステータスは無
効です。このルールの例外として、リンク速度が 1 GB の場合は、自動ネゴシエーショ
ンが無効であっても、EEE が有効なままになります。

• 802.3az EEE が有効でポートがアクティブ化されている場合、ポートの最大ウェイク
アップ時間値に従って、ただちに動作を開始します。

• GUI でポートの [ショートリーチモード ] オプションが選択されているときは、その
ポートの EEE フィールドを利用できません。

• GE ポートのポート速度が 10 Mbit に変更されると、802.3az EEE は無効になりま
す。これは、GE モデルでのみサポートされています。

802.3az EEE を設定する手順

ここでは、802.3az EEE 機能を設定し、カウンタを表示する方法について説明します。

ステップ 1 [ポート管理 ] > [ポート設定 ] ページを開いて、ポートで自動ネゴシエーションが有効になっ
ていることを確認します。

a. ポートを選択し、[ポート設定の編集 ] ページを開きます。

b. [動作自動ネゴシエーション ] フィールドを選択して、有効にします。

ステップ  2 [ポート管理 ] > [Green Ethernet] > [プロパティ ] ページで、[802.3 Energy Efficient
Ethernet (EEE)] がグローバルに有効であることを確認します（デフォルトで有効です）。こ
のページには、エネルギーの節約量も表示されます。

ステップ  3 [Green Ethernet] > [ポート設定 ] ページを開いて、ポートで 802.3az EEE が有効になって
いることを確認します。

a. ポートを選択し、[ポート設定の編集 ] ページを開きます。

b. ポートの 802.3 Efficient Energy Ethernet（EEE）モードを確認します（デフォルトで
有効です）。

c. [802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP] で、LLDP を通じて 802.3az EEE 機能
のアドバタイズを有効にするか無効にするかを選択します（デフォルトで有効です）。

ステップ  4 ローカル デバイスの 802.3 EEE 関連情報を表示するには、[各種管理 ] > [ディスカバリ -
LLDP] > [LLDPローカル情報 ] ページを開き、[802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)] ブ
ロックで情報を表示します。

ステップ  5 リモート デバイスの 802.3az EEE 情報を表示するには、[各種管理 ] > [ディスカバリ -
LLDP] > [LLDPネイバー情報 ] ページを開き、[802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)] ブ
ロックで情報を表示します。
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Green Ethernet のグローバル情報の設定

[プロパティ ] ページでは、スイッチの Green Ethernet モードを表示および設定できます。
また、現在の電力節約量を表示できます。

Green Ethernet および EEE を有効にして電力節約量を表示するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [Green Ethernet] > [プロパティ ] をクリックします。[プロパティ ] ページ
が開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [エネルギー検出モード ]：エネルギー検出モードをグローバルで有効にするか無効に
するかを選択します。このモードの値を変更すると、メッセージが表示されます。
EEE が動作するには、[エネルギー検出モード ] を有効にする必要はありません。

変更内容は、[適用 ] をクリックした時点で反映されます。

（注）エネルギー検出モードの有効 /無効を切り替える際、一時的にネットワーク接
続が切断されます。

• [ショートリーチ ]：このスイッチに GE ポートが搭載されている場合に、ショート 
リーチ モードをグローバルで有効にするか無効にするかを選択します。このモード
の値を変更すると、メッセージが表示されます。このフィールドは、GE ポートを搭
載しないスイッチでも表示されますが、無効です。

• [802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)]：EEE モードをグローバルで有効にす
るか無効にします（スイッチに GE ポートが搭載されている場合のみ利用可能）。こ
のモードの値を変更すると、メッセージが表示されます。

• [省電力 ]：Green Ethernet モードを使用することによって節約される電力量が表示
されます。

• [累積節電量 ]：スイッチが最後にリブートされた時点以降に節約された電力量が表示
されます。この値は、電力消費量に影響するイベントが発生するたびに更新されま
す。この値には、EEE を使用して節約されるエネルギー量は考慮されません。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。ポート設定が変更され、実行コンフィギュレーション ファイルが
更新されます。
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ポートにおける Green Ethernet プロパティの設定 

[ポート設定 ] ページには、ポートごとの現在の Green Ethernet モードおよび EEE モードが
表示され、[ポート設定の編集 ] ページで Green Ethernet を設定できるようにします。ポー
トで Green Ethernet のいずれかのモードを使用するには、[プロパティ ] ページでそのモー
ドをグローバルで有効にしておく必要があります。

EEE 設定は、GE ポートを搭載するデバイスでのみ表示されます。EEE は、ポートが自動ネ
ゴシエーションに設定されている場合のみ動作します。例外として、ポートが 1 GB 以上の
速度の場合は、自動ネゴシエーションが無効であっても、EEE が動作し続けます。

ポートごとの Green Ethernet 情報を設定するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [Green Ethernet] > [ポート設定 ] をクリックします。[ポート設定 ] ページ
が開きます。

[ポート設定 ] ページには、次のフィールドが表示されます。

• [ポート ]：ポート番号。

• [エネルギー検出 ]：このポートのエネルギー検出モードのステータス。

- [管理 ]：エネルギー検出モードが有効になっているかどうかが表示されます。

- [動作 ]：エネルギー検出モードが現在機能しているかどうかが表示されます。

- [理由 ]：エネルギー検出モードが機能していない場合、その理由が表示されます。

• [ショート リーチ ]：このポートのショート リーチ モードのステータスが表示され
ます。

- [管理 ]：ショート リーチ モードが有効になっているかどうかが表示されます。

- [動作 ]：ショート リーチ モードが現在機能しているかどうかが表示されます。

- [理由 ]：ショート リーチ モードが機能していない場合、その理由が表示されます。

- [ケーブル長 ]：VCT で返されるケーブル長（単位：m）が表示されます。

（注）ショート リーチ モードは、RJ-45 GE ポートでのみ使用できます。コンボ 
ポートでは使用できません。

• [802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)]：EEE 機能に関するポートの状態です。

- [管理 ]：EEE が有効だったかどうかが表示されます。

- [動作 ]：EEE がローカル ポートで現在動作しているかどうかが表示されます。こ
れは、有効であるかどうか（管理ステータス）、ローカル ポートで有効であるか
どうか、およびローカル ポートで動作しているかどうかを示す機能です。
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- [LLDP管理 ]：LLDP 経由の EEE カウンタのアドバタイズが有効であったかどう
かが表示されます。

- [LLDP動作 ]：LLDP 経由の EEE カウンタのアドバタイズが現在動作しているか
どうかが表示されます。

- [リモートでのEEEサポート ]：EEE がリンク パラメーターでサポートされている
かどうかが表示されます。EEE は、ローカルとリモートの両方のリンク パラメー
タでサポートされている必要があります。

（注）ウィンドウには、ショート リーチ、エネルギー検出、および EEE の設定がポー
トごとに表示されます。ただし、これらは [プロパティ ] ページでグローバルに有効
になるまで、いずれのポートでも有効ではありません。ショート リーチおよび EEE 
をグローバルに有効にするには、「Green Ethernet のグローバル情報の設定」を参
照してください。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[ポート設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ  3 このポートでエネルギー検出モードを有効にするか無効にするかを選択します。

ステップ  4 デバイスに GE ポートが搭載されている場合に、このポートでショート リーチ モードを有効
にするか無効にするかを選択します。

ステップ  5 デバイスに GE ポートが搭載されている場合に、このポートで 802.3 Energy Efficient
Ethernet（EEE）モードを有効にするか無効にするかを選択します。

ステップ  6 デバイスに GE ポートが搭載されている場合に、このポートで 802.3 Energy Efficient
Ethernet（EEE）LLDP モード（LLDP 経由の EEE 機能のアドバタイズメント）を有効にす
るか無効にするかを選択します。

ステップ  7 [適用 ] をクリックします。Green Ethernet ポート設定が修正され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。
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Smartport

ここでは、Smartport 機能について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「概要」

• 「Smartport とは」

• 「Smartport タイプ」

• 「Smartport マクロ」

• 「Smartport 機能の動作」

• 「マクロ エラーとリセット操作」

• 「Auto Smartport」

• 「デフォルト コンフィギュレーション」

• 「他の機能との関係と下位互換性」

• 「Smartport の共通タスク」

• 「Web GUI」

• 「組み込み Smartport マクロ」

概要

Smartport 機能を使用すると、必要に応じて共通のコンフィギュレーションを保存して共有
できるようになります。同じ Smartport マクロを複数のインターフェイスに適用すること
で、共通する一連のコンフィギュレーションをインターフェイス間で共有します。Smartport
マクロは、Command Line Interface（CLI; コマンド ライン インターフェイス）コマンド
のスクリプトです。 
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Smartport マクロをインターフェイスに適用する場合には、マクロ名を指定するか、マクロ
に関連付けられている Smartport タイプを指定します。マクロ名を指定して Smartport マ
クロを適用する場合、必ず CLI から操作を実行する必要があります。詳細については、CLI
ガイドを参照してください。 

Smartport タイプ別に、Smartport マクロをインターフェイスに適用する方法として、次
の 2 種類の方法があります。

• Static Smartport：ユーザが手動で Smartport タイプをインターフェイスに割り
当てます。この操作により、対応する Smartport マクロがインターフェイスに適用
されます。

• Auto Smartport：Auto Smartport では、インターフェイスにデバイスが接続され
た時点で、コンフィギュレーションが適用されます。インターフェイスからデバイス
が検出されると、接続しているデバイスの Smartport タイプに対応する Smartport
マクロ（割り当て済みの場合）が自動的に適用されます。

Smartport 機能はさまざまなコンポーネントで構成され、スイッチの他の機能と連携しま
す。各コンポーネントと機能については、次の項で説明します。

• Smartport、Smartport タイプ、および Smartport マクロについては、この項で説
明します。

• 音声 VLAN と Smartport については、「音声 VLAN」で説明します。

• Smartport の LLDP/CDP については、それぞれ「LLDP の設定」と「CDP の設定」
で説明します。

さらに、一般的なワークフローについては、「Smartport の共通タスク」で説明します。

Smartport とは

Smartport は、組み込み（またはユーザ定義）マクロを適用できるインターフェイスです。
マクロは、スイッチで通信要件をサポートする場合に必要な設定作業を省力化するとともに、
さまざまなタイプのネットワーク デバイスの機能を活用できるようにするための手段として
設計されています。ネットワーク アクセスと QoS の要件は、IP 電話、プリンタ、ルータ、
Access Point（AP; アクセス ポイント）など、インターフェイスの接続先に応じて異なり
ます。



Smartport

Smartport タイプ

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 124

10
 

Smartport タイプ

Smartport タイプは、Smartport に接続しているか、接続対象のデバイスのタイプを指し
ます。このスイッチでは、次の Smartport タイプがサポートされています。

• プリンタ

• デスクトップ

• ゲスト

• サーバ

• ホスト

• IP カメラ

• IP 電話

• IP 電話 + デスクトップ

• スイッチ

• ルータ

• ワイヤレス アクセス ポイント

Smartport タイプには、インターフェイスに接続したデバイスのタイプを示す名前が設定さ
れています。Smartport タイプごとに、2 種類の Smartport マクロが用意されています。1
つは、通常のマクロであり、対象のコンフィギュレーションを適用する機能があります。も
う 1つのマクロは、「アンチマクロ」と呼ばれるもので、インターフェイスが別の Smartport
タイプに変化したときに、通常のマクロによって実行されたコンフィギュレーションをすべ
て取り消す機能があります。

Smartport マクロは、次の方法で適用できます。

• マクロ名の指定

• 関連付けられている Smartport タイプの指定

• 名前による Smartport マクロの静的な指定（CLI からのみ）

Smartport マクロは、CLI および GUI から Smartport タイプを静的に指定して適用するこ
とも、Auto Smartport によって自動的に適用することもできます。Auto Smartport では、
CDP 機能、LLDP システム機能、および LLDP-MED 機能に基づいて、接続しているデバイ
スの Smartport タイプが導出されます。
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表 1 は、Smartport タイプと Auto Smartport の関係を示しています。

特殊な Smartport タイプ

特殊な Smartport タイプとしては、[デフォルト ] と [不明 ] の 2 つが挙げられます。この 2
つのタイプはマクロとは関連付けられていませんが、Smartport に関連するインターフェイ
スの状態を表すために用意されています。

この特殊な Smartport タイプについて、次に説明します。

• デフォルト 

Smartport タイプが（まだ）割り当てられていないインターフェイスには、Smartport
ステータス [デフォルト ] が設定されています。

表 1

Smartport タイプ Auto Smartport によるサ
ポート

Auto Smartport によるサ
ポート（デフォルト）

不明 なし なし

デフォルト なし なし

プリンタ なし なし

デスクトップ なし なし

ゲスト なし なし

サーバ なし なし

ホスト あり なし

IP カメラ なし なし

IP 電話 あり あり

IP 電話 + デスクトップ あり あり

スイッチ あり あり

ルータ あり なし

ワイヤレス アクセス ポ
イント

あり あり
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Auto Smartport によって Smartport タイプがインターフェイスに割り当てられ
て、インターフェイスが永続的に Auto Smartportとして設定されていない場合は、
次の条件に該当すると、Smartport タイプが [デフォルト ] に再初期化されます。

- リンクの停止 /稼働を切り替える操作がインターフェイスで実行された。

- スイッチが再起動された。

- 指定した時間、デバイスからの CDP および LLDP アドバタイズメントが検出さ
れず、インターフェイスに接続しているデバイスがすべて期限切れ状態になって
いる。

• 不明 

Smartport マクロがインターフェイスに適用されて、エラーが発生した場合、イン
ターフェイスにはステータス [不明 ] が割り当てられます。この場合、Smartport お
よび Auto Smartport 機能は、ユーザがエラーを修正して、Smartport ステータス
をリセットするリセット操作（[インターフェイス設定の編集 ] ページで実行）を適用
するまで、インターフェイスに対して機能しません。

トラブルシューティング時のヒントについては、「Smartport の共通タスク」のワー
クフロー部分を参照してください。

（注） この項全体を通して、TTL 経由の LLDP および CDP メッセージの説明で「期限切れ」とい
う用語を使用しています。「Auto Smartport が有効」、「永続性ステータスが無効」、「CDP
または LLDP メッセージがインターフェイスで受信されていない」という条件をすべて満た
しているときに、最新の CDP パケットと LLDP パケットの両方の TTL が 0 に低下した場
合、アンチマクロが実行され、Smartport タイプは [デフォルト ] に戻ります。

Smartport マクロ

Smartport マクロは、特定のネットワーク デバイスに応じてインターフェイスを設定する
CLI コマンドのスクリプトです。

Smartport マクロとグローバル マクロを混同しないでください。グローバル マクロはス
イッチ全体を設定するのに対して、Smartport マクロの適用範囲は対象のインターフェイス
に限定されます。

マクロ ソースを表示するには、show parser macro name [macro_name] コマンドを CLI
の特権 EXEC モードで実行するか、[Smartportタイプ設定 ] ページの [マクロ ソースの表示 ]
ボタンをクリックします。

マクロと対応するアンチマクロは、ペアで各 Smartport タイプに割り当てられています。マ
クロはコンフィギュレーションを適用するのに対して、アンチマクロはそのコンフィギュ
レーションを削除します。
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Smartport マクロには、次の 2 つのタイプがあります。

• 組み込み：システムによって提供されるマクロです。コンフィギュレーション プロファ
イルを適用するマクロと、そのコンフィギュレーションを削除するマクロがペアになっ
ています。組み込み Smartport マクロのマクロ名と、関連付けられている Smartport
タイプは次のとおりです。

- macro-name（例：printer）

- no_macro-name（例：no_printer）

• ユーザ定義：ユーザが作成したマクロです。詳細については、『CLI Reference Guide』
を参照してください。ユーザ定義マクロを Smartport タイプに関連付けるには、そ
のアンチマクロも定義する必要があります。

- smartport-type-name（例：my_printer）

- no_smartport-type-name（例：no_my_printer）

Smartport マクロは [Smartportタイプ設定の編集 ] ページで Smartport タイプ にバイン
ドされます。

各デバイス タイプの組み込み Smartport マクロのリストについては、「組み込み
Smartport マクロ」を参照してください。

インターフェイスへの Smartport タイプの適用

Smartport タイプがインターフェイスに適用されたときに、関連付けられている Smartport
マクロ のSmartport タイプとコンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーション ファ
イルに保存されます。管理者が実行コンフィギュレーション ファイルをスタートアップ コン
フィギュレーション ファイルに保存した場合、リブート後、スイッチでは次の要領で、
Smartport タイプと Smartport マクロがインターフェイスに適用されます。

• スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでインターフェイスの Smartport
タイプを指定していない場合、Smartport タイプは [デフォルト ] に設定されます。

• スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでスタティック Smartport タイ
プを指定している場合、インターフェイスの Smartport タイプは該当するスタ
ティック タイプに設定されます。

• スタートアップ コンフィギュレーション ファイルで、Auto Smartport によって動
的に割り当てられた Smartport タイプを指定している場合

- Auto Smartport のグローバルな動作状態、インターフェイスの Auto 
Smartport 状態、永続性ステータスがすべて有効の場合、Smartport タイプは
該当するダイナミック タイプに設定されます。

- これ以外の場合、対応するアンチマクロが適用されて、インターフェイスのス
テータスは [デフォルト ] に設定されます。
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マクロ エラーとリセット操作

インターフェイスの既存のコンフィギュレーションと Smartport マクロの間に競合がある
場合、Smartport マクロでエラーが発生する可能性があります。

Smartport マクロのエラーが発生すると、次のパラメータを含む SYSLOG メッセージが送
信されます。

• ポート番号

• Smartport タイプ

• マクロでエラーが発生した CLI コマンドの行番号

Smartport マクロのエラーがインターフェイスで発生した場合、インターフェイスのステー
タスは [不明 ] に設定されます。エラーの理由は、[インターフェイス設定 ] ページの [診断の
表示 ] ポップアップに表示されます。

問題の原因を確認して、既存のコンフィギュレーションまたは Smartport マクロを修正した
ら、リセット操作を実行し、インターフェイスをリセットしてから、Smartport タイプを再
適用（[インターフェイス設定 ] の [編集 ] ページ）する必要があります。トラブルシューティ
ング時のヒントについては、「Smartport の共通タスク」のワークフロー部分を参照してく
ださい。

Smartport 機能の動作

Smartport マクロをインターフェイスに適用する場合には、マクロ名を指定するか、マクロ
に関連付けられている Smartport タイプを指定します。マクロ名を指定して Smartport マ
クロを適用する場合、必ず CLI から操作を実行する必要があります。詳細については、CLI
ガイドを参照してください。

サポートは、CDP および LLDP 経由で検出できないデバイスに対応する Smartport タイプ
に対して提供されています。したがって、Smartport タイプは対象のインターフェイスに静
的に割り当てる必要があります。具体的には、Smartport の [インターフェイス設定 ] ペー
ジに移動し、対象のインターフェイスのラジオ ボタンを選択して、[編集 ] をクリックします。
次に、割り当てる Smartport タイプを選択して、必要に応じてパラメータを調整してから、
[適用 ] をクリックします。
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Smartport タイプ別に、Smartport マクロをインターフェイスに適用する方法として、次
の 2 種類の方法があります。

• Static Smartport

ユーザが手動で Smartport タイプをインターフェイスに割り当てます。対応する
Smartport マクロがインターフェイスに適用されます。Smartport の [インターフェ
イス設定 ] ページから Smartport タイプをインターフェイスに手動で割り当てるこ
とができます。

• Auto Smartport

インターフェイスからデバイスが検出されると、接続しているデバイスの Smartport
タイプに対応する Smartport マクロ（存在する場合）が自動的に適用されます。Auto
Smartport は、デフォルトでグローバルに有効になっています。また、インターフェ
イス レベルでも有効になっています。

どちらの場合でも、Smartport タイプがインターフェイスから削除されるときには、関連付
けられているアンチマクロが実行されます。同様に、アンチマクロの実行により、すべての
コンフィギュレーションが削除されます。

Auto Smartport

Auto Smartport で Smartport タイプをインターフェイスに自動的に割り当てるには、
Auto Smartport を設定できるように、Auto Smartport 機能をグローバルに有効にすると
同時に、インターフェイスで有効にする必要があります。デフォルトでは、Auto Smartport
は有効になっており、すべてのインターフェイスを設定できる状態です。各インターフェイ
スに割り当てられている Smartport タイプは、それぞれのインターフェイスで受信された
CDP および LLDP パケットによって判別されます。

• 複数のデバイスがインターフェイスに接続されている場合、可能であれば、すべての
デバイスに適したコンフィギュレーション プロファイルがインターフェイスに適用
されます。

• デバイスが期限切れ（他のデバイスからアドバタイズを受信していない状態）である
場合、インターフェイス コンフィギュレーションはその永続性ステータスに従って変
更されます。永続性ステータスが有効である場合、インターフェイス コンフィギュ
レーションは保持されます。有効でない場合、Smartport タイプは [デフォルト ] に
戻ります。
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Auto Smartport の有効化

Auto Smartport の有効化

Auto Smartport は、次の方法により [プロパティ ] ページでグローバルに有効にできます。

• [有効 ]：Auto Smartport を手動で有効にして、すぐに動作状態に移行します。

• [自動音声VLANごとに有効にする]：自動音声 VLAN が有効で動作している場合にの
み、Auto Smartport を動作可能にします。[自動音声VLANごとに有効にする ] がデ
フォルト設定です。

（注） Auto Smartport をグローバルに有効にすることに加えて、Auto Smartport を対象のイン
ターフェイスでも有効にする必要があります。デフォルトでは、Auto Smartport はすべて
のインターフェイスで有効になっています。

自動音声 VLAN を有効にする場合の詳細については、「音声 VLAN」を参照してください。

Smartport タイプの識別

Auto Smartport がグローバル（[プロパティ ] ページ）に有効になっていると同時に、イン
ターフェイス（[インターフェイス設定 ] ページ）で有効になっている場合、スイッチでは、
接続しているデバイスの Smartport タイプに基づいて、Smartport マクロがインターフェ
イスに適用されます。Auto Smartport では、接続しているデバイスからアドバタイズされ
る CDP および LLDP に基づいて、そのデバイスの Smartport タイプが導出されます。

たとえば、IP 電話をポートに接続した場合、その機能をアドバタイズする CDP または LLDP
パケットが送信されます。この CDP および LLDP パケットの受信後、スイッチでは、電話
に適した Smartport タイプが導出され、IP 電話が接続されているインターフェイスに、対
応する Smartport マクロが適用されます。

永続的な Auto Smartport がインターフェイスで有効になっていない限り、接続しているデ
バイスの期限切れ、リンク ダウン、リブート、または機能の競合が発生した場合、Smartport
タイプと、Auto Smartport によって適用されるコンフィギュレーションは削除されます。指
定した時間、デバイスから CDP および LLDP のアドバタイズメントが検出されなかった場
合、期限切れとして扱われます。

CDP/LLDP 情報による Smartport タイプの識別

スイッチでは、CDP/LLDP 機能に基づいて、ポートに接続しているデバイスのタイプが検出
されます。
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表 2 と表 3 に、このマッピングを示します。

表 2 CDP 機能と Smartport タイプのマッピング

機能名 CDP ビット Smartport タイプ

ルータ 0x01 ルータ

TB ブリッジ 0x02 ワイヤレス アクセス ポイ
ント

SR ブリッジ 0x04 無視

スイッチ 0x08 スイッチ

ホスト 0x10 ホスト

IGMP 条件付きフィルタリング 0x20 無視

リピータ 0x40 無視

VoIP 電話 0x80 IP 電話

リモート管理デバイス 0x100 無視

CAST 電話ポート 0x200 無視

2 ポート MAC リレー 0x400 無視

表 3 LLDP 機能と Smartport タイプのマッピング

機能名 LLDP ビット Smartport タイプ

その他 1 無視

リピータ IETF RFC 2108 2 無視

MAC ブリッジ IEEE Std 802.1D 3 スイッチ

WLAN アクセス ポイント IEEE Std 802.11
MIB

4 ワイヤレス アクセス
ポイント

ルータ IETF RFC 1812 5 ルータ

電話 IETF RFC 4293 6 IP 電話

DOCSIS ケーブル デバイス IETF RFC
4639 および IETF RFC 4546

7 無視

ステーション専用 IETF RFC 4293 8 ホスト
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（注） IP 電話とホストのビットのみが設定されている場合、Smartport タイプは [IP電話+デスク
トップ ] になります。

複数のデバイスをポートに接続している場合

スイッチでは、接続しているデバイスから CDP および LLDP パケットでアドバタイズされ
ている機能に基づいて、そのデバイスの Smartport タイプが導出されます。

複数のデバイスが単一のインターフェイスを介してスイッチに接続されている場合、Auto
Smartport では、正しい Smartport タイプを割り当てるため、各機能のアドバタイズメン
トはそのインターフェイスから受信されたものとして扱われます。この割り当ては、次のア
ルゴリズムに基づいています。

• インターフェイス上のすべてのデバイスが同じ機能をアドバタイズしている場合（競
合が存在しない状況）、一致する Smartport タイプがインターフェイスに適用され
ます。

• いずれかのデバイスがスイッチである場合、Smartport タイプとして [スイッチ ] が
使用されます。

• いずれかのデバイスが AP である場合、Smartport タイプとして [ワイヤレスアクセ
スポイント ] が使用されます。

• いずれかのデバイスが IP 電話であり、別のデバイスがホストである場合、Smartport
タイプとして [IP電話+デスクトップ ] が使用されます。

• いずれかのデバイスが IP 電話 + デスクトップであり、別のデバイスが IP 電話また
はホストである場合、Smartport タイプとして [IP電話+デスクトップ ] が使用され
ます。

• 上記以外のケースでは、Smartport タイプとして [デフォルト ] が使用されます。

LLDP/CDP の詳細については、それぞれ「LLDP の設定」と「CDP の設定」を参照してく
ださい。

VLAN ブリッジ IEEE Std 802.1Q の C-
VLAN コンポーネント

9 スイッチ

VLAN Bridge IEEE Std 802.1Q の S-VLAN
コンポーネント

10 スイッチ

2 ポート MAC リレー（TPMR）IEEE Std
802.1Q

11 無視

予約済み 12-16 無視

表 3 LLDP 機能と Smartport タイプのマッピング （続き）

機能名 LLDP ビット Smartport タイプ
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永続的な Auto Smartport インターフェイス

インターフェイスの永続性ステータスが有効である場合、接続しているデバイスの期限切れ、
インターフェイスの停止、およびスイッチのリブートが発生しても、そのインターフェイス
の Smartport タイプと、Auto Smartport によって動的に適用済みのコンフィギュレーショ
ンは、インターフェイスでそのまま使用されます（コンフィギュレーションは保存されてい
るという前提）。接続しているデバイスに別の Smartport が Auto Smartport で検出されな
い限り、インターフェイスの Smartport タイプとコンフィギュレーションは変更されませ
ん。インターフェイスの永続性ステータスが無効である場合、接続しているデバイスの期限
切れ、インターフェイスの停止、またはスイッチのリブートが発生すると、インターフェイ
スの Smartport タイプは [デフォルト ] に戻ります。インターフェイスの永続性ステータス
を有効にすると、無効のときに発生していたデバイス検出の遅延は発生しなくなります。

（注） インターフェイスに適用されている Smartport タイプの永続性は、インターフェイスに適用
された Smartport タイプによる実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルに保存されている場合にのみ、複数回リブートを実行した後でも有
効です。

エラー処理

Smartport マクロをインターフェイスに適用する処理でエラーが発生した場合、問題点を
[インターフェイス設定 ] ページで確認し、[インターフェイス設定 ] の [編集 ] ページからエ
ラーを修正した後で、ポートをリセットしてマクロを再適用できます。

デフォルト コンフィギュレーション

Smartport は常に使用可能な状態です。デフォルトでは、Auto Smartport は自動音声
VLAN によって有効になっています。CDP と LLDP の両方に基づいて、接続しているデバ
イスの Smartport タイプが検出され、Smartport タイプ（IP 電話、IP 電話 + デスクトッ
プ、スイッチ、ワイヤレス アクセス ポイント）が判別されます。

音声の工場出荷時設定の詳細については、「音声 VLAN」を参照してください。
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他の機能との関係と下位互換性

Auto Smartport はデフォルトで有効になっており、無効にすることができます。テレフォ
ニー OUI は、Auto Smartport および自動音声 VLAN とは同時に使用できません。テレフォ
ニー OUI を有効にする前に、Auto Smarport を無効にしてください。

スイッチをアップグレードすることで、Smartport および Auto Smartport のサポートが
可能になります（スイッチでサポートしていない場合）。

（注） Auto Smartport をサポートしていないファームウェア レベルから、Auto Smartport をサ
ポートするファームウェア レベルにアップグレードすると、このアップグレード後に自動音
声 VLAN は無効になります。このアップグレード前にテレフォニー OUI が有効になってい
た場合、このアップグレード後に Auto Smarport は無効になります。ただし、テレフォニー
OUI は有効なままです。

Smartport の共通タスク

この項では、Smartport および Auto Smartport を設定する際の共通タスクについて説明
します。

ワークフロー 1：Auto Smartportをスイッチでグローバルに有効にして、ポート
に Auto Smartport を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 スイッチで Auto Smartport 機能を有効にするため、[Smartport] > [プロパティ ] ページを
開きます。[管理Auto Smartport] を [有効 ] または [自動音声VLANごとに有効にする ] に
設定します。

ステップ  2 スイッチで処理する対象（接続しているデバイスからの CDP および LLDP アドバタイズメ
ント）を選択します。

ステップ  3 [Auto Smartportのデバイス検出 ] フィールドで、検出するデバイスのタイプを選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。

ステップ  5 Auto Smartport 機能を 1 つまたは複数のインターフェイスで有効にするため、[Smartport] >
[インターフェイス設定 ] ページを開きます。

ステップ  6 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。

ステップ  7 [Smartportの適用 ] フィールドで [Auto Smartport] を選択します。

ステップ  8 必要に応じて、[永続性ステータス ] チェックボックスをオンまたはオフにします。
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ステップ  9 [適用 ] をクリックします。

ワークフロー 2：インターフェイスを Static Smartport として設定するには、次
の手順を実行します。

ステップ 1 インターフェイスで Auto Smartport 機能を有効にするため、[Smartport] > [インターフェ
イス設定 ] ページを開きます。

ステップ  2 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。

ステップ  3 [Smartportの適用 ] フィールドで、インターフェイスに適用する Smartport タイプを選択
します。

ステップ  4 必要に応じて、マクロ パラメータを設定します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。

ワークフロー 3：Smartport マクロ パラメータのデフォルト値を調整して、ユーザ
定義マクロ ペアを Smartport タイプにバインドするには、次の手順を実行します。

この手順により、次の操作を実行できます。

• マクロ ソースを表示する。

• パラメータのデフォルト値を変更する。

• パラメータのデフォルト値を工場出荷時設定に復元する。

• ユーザ定義マクロ ペア（マクロとそのマクロに対応するアンチマクロ）を Smartport
タイプにバインドする。

1. [Smartport] > [Smartportタイプ設定 ] ページを開きます。

2. [Smartportタイプ ] を選択します。

3. 選択した Smartport タイプに関連付けられている現在の Smartport マクロを表示する
ため、[マクロソースの表示 ] をクリックします。

4. [編集 ] をクリックし、新しいウィンドウを開きます。このウィンドウでは、選択した 
Smartport タイプにユーザ定義マクロをバインドできます。また、その Smartport タ
イプにバインドされているマクロのパラメータのデフォルト値を変更できます。  各パラ
メータのデフォルト値は、選択した Smartport タイプ（該当する場合）が Auto 
Smartport でインターフェイスに適用される場合に使用されます。

5. [編集 ] ページで、フィールドの値を変更します。

6. パラメータを変更した場合、[適用 ] をクリックし、マクロを再実行します。必要な場合、
[デフォルトの復元 ] をクリックし、デフォルトのパラメータ値を組み込みマクロに復元
します。
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ワークフロー 4：エラーが発生した Smartport マクロを再実行するには、次の手順
を実行します。

ステップ 1 [インターフェイス設定 ] ページで、Smartport タイプが [不明 ] であるインターフェイスを
選択します。

ステップ  2 [診断の表示 ] をクリックし、問題を確認します。

ステップ  3 トラブルシューティングを実行して、問題を解決します。以下のトラブルシューティングの
ヒントを参照してください。

ステップ  4 [編集 ] をクリックします。開いた新しいウィンドウで、[リセット ] をクリックし、インター
フェイスをリセットします。

ステップ  5 Smartport マクロをインターフェイスに再適用します。

次の方法でも、単一または複数の [不明 ] インターフェイスをリセットできます。

ステップ 1 [インターフェイス設定 ] ページで、[ポートタイプが次に等しい ] チェックボックスをオンに
します。

ステップ  2 [不明 ] を選択して、[実行 ] をクリックします。

ステップ  3 [不明なSmartportをすべてリセット ] をクリックします。

ヒント この問題の原因は、マクロを適用する前のインターフェイスのコンフィギュレー
ションにあると考えられます。ほとんどの場合、セキュリティおよびストーム制御
の設定、ユーザ定義マクロ内の入力ミスや不適切なコマンド、無効なパラメータ設
定などが問題の原因になります。マクロの適用前にパラメータのタイプや範囲は
チェックされないので、パラメータに不正な値や無効な値が含まれていると、マク
ロの適用時に、ほぼ確実にエラーが発生します。

Web GUI

Smartport 機能は、[Smartport] > [プロパティ ] の [Smartportタイプ設定 ] および [イン
ターフェイス設定 ] ページで設定します。

音声 VLAN コンフィギュレーションについては、「音声 VLAN」を参照してください。

LLDP/CDP コンフィギュレーションについては、それぞれ「LLDP の設定」と「CDP の設
定」を参照してください。



Smartport
Web GUI

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 137

10
 

プロパティ

Smartport 機能をグローバルに設定するには 

ステップ 1 [Smartport] > [プロパティ ] の順にクリックします。[プロパティ ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [管理Auto Smartport]：Auto Smartport をグローバルに有効にするか無効にする
かを選択します。次のオプションが選択できます。

- [無効 ]：デバイスで Auto Smartport を無効にする場合に選択します。

- [有効 ]：デバイスで Auto Smartport を有効にする場合に選択します。

- [自動音声VLANごとに有効にする ]：Auto Smartport を有効にしますが、自動
音声 VLAN が有効で動作している場合にのみ、Auto Smartport を動作状態に移
行します。   [自動音声VLANごとに有効にする ] がデフォルト設定です。

• [動作Auto Smartport]：Auto Smartport 機能のグローバル ステータスが表示さ
れます。

• [Auto Smartportのデバイス検出方式 ]：接続しているデバイスの Smartport タイ
プを検出する際に使用するパケットのタイプ（CDP か LLDP、またはこの両方）を
選択します。Auto Smartport でデバイスの識別を可能にするため、少なくとも 1 つ
のタイプを選択する必要があります。

• [動作CDPステータス ]：CDP の動作ステータスが表示されます。Auto Smartport 
で CDP アドバタイズメントに基づいて Smartport タイプを検出する場合、CDP を
有効にします。

• [動作LLDPステータス ]：LLDP の動作ステータスが表示されます。Auto 
Smartport で LLDP/LLDP-MED アドバタイズメントに基づいて Smartport タイプ
を検出する場合、LLDP を有効にします。

• [Auto Smartportのデバイス検出方式 ]：Auto Smartport で Smartport タイプを 
インターフェイスに割り当て可能にするデバイスのタイプを選択します。未選択の場
合、Auto Smartport では、Smartport タイプをインターフェイスに割り当てられ
ません。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。この操作により、スイッチでグローバル Smartport パラメータ
が設定されます。



Smartport
Web GUI

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 138

10
 

Smartport タイプ設定

[Smartportタイプ設定 ] ページでは、Smartport タイプ設定の編集や、マクロ ソースの表
示を実行できます。

デフォルトでは、各 Smartport タイプは組み込み Smartport マクロのペアと関連付けられ
ています。マクロとアンチマクロの詳細については、「Smartport タイプ」を参照してくだ
さい。カスタマイズしたコンフィギュレーションを含むユーザ定義マクロのペアを
Smartport タイプに関連付けることもできます。   ユーザ定義マクロを用意するには、CLI を
使用する必要があります。   詳細については、『CLI Reference Guide』を参照してください。

組み込みマクロおよびユーザ定義マクロには、パラメータを設定できます。組み込みマクロ
には、最大 3 つのパラメータを設定できます。

Auto Smartport によって適用された Smartport タイプの各パラメータを [Smartportタ
イプ設定 ] ページで編集することで、各パラメータのデフォルト値を設定します。このデフォ
ルト値は、Auto Smartport によって使用されます。

（注） Auto Smartport タイプを変更すると、Auto Smartport によってそのタイプが割り当てら
れているインターフェイスに、新しい設定が適用されます。この場合、無効なマクロや設定
をバインドすると、デフォルト値が無効になるので、該当する Smartport タイプのすべての
ポートについて、ステータスが [不明 ] になります。

ステップ 1 [Smartport] > [Smartportタイプ設定 ] の順にクリックします。[Smartportタイプ設定 ]
ページが開きます。

ステップ  2 Smartport タイプに関連付けられている Smartport マクロ を表示するため、Smartport
タイプを選択して、[マクロソースの表示 ] をクリックします。

ステップ  3 マクロのパラメータを変更するため、またはユーザ定義マクロを割り当てるため、Smartport
タイプを選択して、[編集 ] をクリックします。[Smartportタイプ設定の編集 ] ページが開き
ます。

ステップ  4 各フィールドを入力します。

• [ポートタイプ ]：Smartport タイプを選択します。

• [マクロ名 ]：現在、Smartport タイプに関連付けられている Smartport マクロ名が
表示されます。

• [マクロタイプ ]：Smartport タイプに関連付けられているマクロとアンチマクロの
ペアが組み込みマクロまたはユーザ定義マクロのどちらであるかを選択します。

• [ユーザ定義のマクロ ]：必要に応じて、選択した Smartport タイプに関連付ける
ユーザ定義マクロを選択します。 対象のマクロは、アンチマクロとペアになっている
ことが前提です。
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2 つのマクロのペアは、名前に基づいて設定されます。詳細については、「Smartport
マクロ」を参照してください。

• [マクロパラメータ ]：デフォルト値を復元するには、[デフォルトの復元 ] をクリック
します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックし、実行コンフィギュレーションに変更を保存します。Smartport タイプ
に関連付けられている Smartport マクロおよびそのパラメータ値が変更された場合、Auto
Smartport では、Auto Smartport によって現在、Smartport タイプに割り当てられている
インターフェイスに、マクロが自動的に適用されます。   Auto Smartport では、Smartport
タイプが静的に割り当てられたインターフェイスに、変更内容は適用されません。

（注） タイプとの関連付けが設定されていないので、マクロ パラメータを検証する方法はありませ
ん。したがって、この時点では、エントリはすべて有効になります。ただし、Smartport タ
イプがインターフェイスに割り当てられて、関連付けられているマクロが適用されたときに、
パラメータ値が無効な場合、エラーの原因になる可能性があります。

インターフェイス設定

次のタスクを実行するには、[インターフェイス設定 ] ページを使用します。

• マクロ パラメータのインターフェイス固有の値で、特定の Smartport タイプをイン
ターフェイスに静的に適用する。

• インターフェイスで Auto Smartport を有効にする。

• 適用時にエラーが発生し、Smartport タイプを [不明 ] に変化させた Smartport マク
ロを診断する。

• インターフェイスでエラーが発生した後に、Smartport マクロを再適用する。[再適
用 ] をクリックする前に、必要な修正を実施しておく必要があります。トラブルシュー
ティング時のヒントについては、「Smartport の共通タスク」のワークフロー部分を
参照してください。

• [不明 ] インターフェイスをリセットする。

• Smartport をインターフェイスに再適用する。   環境によっては、Smartport マクロ
を再適用して、インターフェイスのコンフィギュレーションを最新の状態にできると
便利です。   たとえば、スイッチの Smartport マクロをスイッチのインターフェイス
で再適用すると、そのインターフェイスは、最後のマクロ適用後に作成された VLAN
のメンバになります。   再適用によってインターフェイスに影響が現れるかどうか判
別するには、スイッチの現在の構成とマクロの定義内容を十分に把握している必要が
あります。
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Smartport マクロを適用するには

ステップ 1 [Smartport] > [インターフェイス設定 ] の順にクリックします。[インターフェイス設定 ]
ページが開きます。

ステップ  2 Smartport タイプによる Smartport マクロの再適用

ページの上部には、次の 4 つのインターフェイスに対してすばやくマクロを適用するオプ
ションがあります。

• すべてのスイッチ、ルータ、ワイヤレス アクセス ポイント

• すべてのスイッチ

• すべてのルータ

• すべてのワイヤレス アクセス ポイント

必要に応じて、すでに Smartport タイプ（スイッチ、ルータ、または ワイヤレスアクセス
ポイント）が割り当てられているすべてのインターフェイスに、関連付けられている 
Smartport を再適用できます。この手順では、[Smartportマクロの再適用 ] ページの上部で
選択した項目に割り当てられているすべてのインターフェイスに、マクロを再適用します。

• [適用 ]：（画面にリストされた特定のタイプの）インターフェイスに最後に適用され
たマクロを再適用します。この操作により、新しく作成したすべての VLAN にイン
ターフェイスを追加します。

ステップ  3 選択したインターフェイスに Smartport マクロを再適用します。このステップでは、ユーザ
が Smartport マクロの再適用を実行する対象のインターフェイスを選択できます。ステップ
2 とステップ 3 については、どちらか一方を実行してください（両方を実行する必要はあり
ません）。

[インターフェイス設定テーブル ] からインターフェイスを選択して、[再適用 ] ボタンをク
リックします。
この方法は、タイプが [スイッチ ]、[ルータ ]、および [ワイヤレスアクセスポイント ] のイ
ンターフェイスに対してのみ使用できます。

ステップ  4 Smartport 診断

Smartport マクロのエラーが発生した場合、インターフェイスの Smartport タイプは [不
明 ] になります。タイプが [不明 ] のインターフェイスを選択して、[診断の表示 ] をクリック
します。この操作により、マクロ適用時のエラーの原因になったコマンドが表示されます。
トラブルシューティング時のヒントについては、「Smartport の共通タスク」のワークフ
ロー部分を参照してください。問題を解決してから、続行します。

ステップ  5 タイプが [不明 ] のインターフェイスを選択して、[編集 ] をクリックします。[インターフェ
イス設定の編集 ] ページが開きます。 [リセット ] をクリックし、インターフェイスの
Smartport タイプを [デフォルト ] にリセットしてから、Auto Smartport または対象の
Smartport タイプをインターフェイスに適用 /再適用します。
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ステップ  6 [不明なSmartportをすべてリセット ] をクリックし、Smartport マクロのエラーが発生し
たインターフェイスをすべてリセットします。この操作により、すべてのインターフェイス
は [デフォルト ] タイプに戻ります。マクロか現在のインターフェイス コンフィギュレーショ
ン、またはこの両方のエラーの修正が終わったら、新しいマクロを適用できます。

（注） タイプが [不明 ] のインターフェイスをリセットしても、エラーが発生したマクロによって実
行されたコンフィギュレーションはリセットされません。この場合、手動で消去する必要が
あります。

Smartport タイプをインターフェイスに割り当てるか、インターフェイスで Auto
Smartport をアクティブ化するには

ステップ 1 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[インターフェイス設定の編集 ] ペー
ジが開きます。

ステップ  2 [リセット ] をクリックし、タイプが [不明 ] のインターフェイスをリセットしてから、Auto
Smartport または対象の Smartport タイプをインターフェイスに適用します。上記の注を
参照してください。

ステップ  3 各フィールドを入力します。

• [インターフェイス ]：ポートまたは LAG を選択します。

• [Smartportタイプ ]：現在、ポート /LAGに割り当てられている Smartport タイプ
が表示されます。

• [Smartportの適用 ]：[Smartportの適用 ] プルダウンから Smartport タイプを選択
します。

• [Smartportの適用方式 ]：Auto Smartport を選択した場合、Auto Smartport で、
接続しているデバイスから受信された CDP および LLDP アドバタイズメントに基づ
いて、Smartport タイプが自動的に割り当てられると同時に、対応する Smartport 
マクロが適用されます。Smartport タイプを静的に割り当てて、対応する 
Smartport マクロをインターフェイスに適用するには、対象の Smartport タイプを
選択します。

• [永続性ステータス ]：永続性ステータスを有効にする場合、これを選択します。有効
にした場合、インターフェイスの停止やスイッチのリブートが発生しても、インター
フェイスへの Smartport タイプの関連付けはそのまま使用されます。   永続性が適用
されるのは、インターフェイスの [Smartportの適用 ] が Auto Smartport である場
合に限定されます。インターフェイスで永続性を有効にすると、無効のときに発生し
ていたデバイス検出の遅延は発生しなくなります。

• [マクロパラメータ ]：このブロックには、インターフェイスに適用済み /適用される 
Smartport マクロのパラメータ値が表示されます。
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• [リセット ]：インターフェイスがステータス [不明 ] の場合（マクロの適用エラーの結
果）、[デフォルト ] に設定して、インターフェイスに対して実行された最後のマクロ
を再適用します。

ステップ  4 変更内容を更新して、Smartport タイプをインターフェイスに割り当てるには、[適用 ] をク
リックします。

組み込み Smartport マクロ

各 Smartport タイプの組み込みマクロのペアについて、次に説明します。Smartport タイ
プごとに、インターフェイスを設定するマクロと、コンフィギュレーションを削除するアン
チマクロが用意されています。

次の Smartport タイプのマクロ コードが提供されています。

• desktop

• printer

• guest

• server

• host

• ip_camera

• ip_phone

• ip_phone_desktop

• switch

• router

• ap
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desktop

[desktop]

#インターフェイス コンフィギュレーション。デスクトップ デバイス（PC など）をス
イッチ ポートに接続するときに、ネットワーク セキュリティと信頼性の向上を目的とす
る。

#マクロ説明 Desktop

#マクロ キーワード $native_vlan $max_hosts

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                         $max_hosts：ポートに許可されるデバイスの最大数

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$max_hosts = 10

#

#ポート タイプの自動検出は不可

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

port security max $max_hosts

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_desktop

[no_desktop]

#マクロ説明 [no_desktop]

#

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no port security 

no port security mode

no port security max 

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@
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printer

[printer]

#マクロ説明 [printer]

#マクロ キーワード $native_vlan

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#

#ポート タイプの自動検出は不可

#

switchport mode access

switchport access vlan $native_vlan

#

#シングル ホスト

port security max 1

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_printer

[no_printer]

#マクロ説明 [no_printer]

#

no switchport access vlan

no switchport mode

#

no port security 

no port security mode

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@
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guest

[guest]

#マクロ説明 [guest]

#マクロ キーワード $native_vlan

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#

#ポート タイプの自動検出は不可

#

switchport mode access

switchport access vlan $native_vlan

#

#シングル ホスト

port security max 1

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_guest

[no_guest]

#マクロ説明 [no_guest]

#

no switchport access vlan

no switchport mode

#

no port security 

no port security mode

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@
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server

[server]

#マクロ説明 [server]

#マクロ キーワード $native_vlan $max_hosts

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                         $max_hosts：ポートに許可されるデバイスの最大数

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$max_hosts = 10

#

#ポート タイプの自動検出は不可

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

port security max $max_hosts

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_server

[no_server]

#マクロ説明 [no_server]

#

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no port security 

no port security mode

no port security max 

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

#

spanning-tree portfast auto

#

@
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host 

[host]

#マクロ説明 [host]

#マクロ キーワード $native_vlan $max_hosts

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                         $max_hosts：ポートに許可されるデバイスの最大数

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$max_hosts = 10

#

#ポート タイプの自動検出は不可

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

port security max $max_hosts

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_host

[no_host]

#マクロ説明 [no_host]

#

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no port security 

no port security mode

no port security max 

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@



Smartport
組み込み Smartport マクロ

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 153

10
 

ip_camera 

[ip_camera]

#マクロ説明 [ip_camera]

#マクロ キーワード $native_vlan

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#

switchport mode access

switchport access vlan $native_vlan

#

#シングル ホスト

port security max 1

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_ip_camera

[no_ip_camera]

#マクロ説明 [no_ip_camera]

#

no switchport access vlan

no switchport mode

#

no port security 

no port security mode

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@
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ip_phone

[ip_phone]

#マクロ説明 [ip_phone]

#マクロ キーワード $native_vlan $voice_vlan $max_hosts

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                         $voice_vlan：音声 VLAN ID

#                         $max_hosts：ポートに許可されるデバイスの最大数

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$voice_vlan = 1

#$max_hosts = 10

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk allowed vlan add $voice_vlan

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

port security max $max_hosts

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_ip_phone

[no_ip_phone]

#マクロ説明 [no_ip_phone]

#マクロ キーワード $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$voice_vlan：音声 VLAN ID

#

#デフォルト値

#$voice_vlan = 1

#

smartport switchport trunk allowed vlan remove $voice_vlan

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no port security 

no port security mode

no port security max 

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@



Smartport
組み込み Smartport マクロ

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 157

10
 

ip_phone_desktop

[ip_phone_desktop]

#マクロ説明 [ip_phone_desktop]

#マクロ キーワード $native_vlan $voice_vlan $max_hosts

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                         $voice_vlan：音声 VLAN ID

#                         $max_hosts：ポートに許可されるデバイスの最大数

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$voice_vlan = 1

#$max_hosts = 10

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk allowed vlan add $voice_vlan

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

port security max $max_hosts

port security mode max-addresses

port security discard trap 60

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control include-multicast

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree portfast

#

@
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no_ip_phone_desktop

[no_ip_phone_desktop]

#マクロ説明 [no_ip_phone_desktop]

#マクロ キーワード $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$voice_vlan：音声 VLAN ID

#

#デフォルト値

#$voice_vlan = 1

#

smartport switchport trunk allowed vlan remove $voice_vlan

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no port security 

no port security mode

no port security max 

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

no smartport storm-control include-multicast

#

spanning-tree portfast auto

#

@
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switch

[switch]

#マクロ説明 [switch]

#マクロ キーワード $native_vlan $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                        $voice_vlan：音声 VLAN ID

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$voice_vlan = 1

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk allowed vlan add all

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

spanning-tree link-type point-to-point

#

@
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no_switch

[no_switch]

#マクロ説明 [no_switch]

#マクロ キーワード $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$voice_vlan：音声 VLAN ID

#

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no spanning-tree link-type 

#

@



Smartport
組み込み Smartport マクロ

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 161

10
 

router

[router]

#マクロ説明 [router]

#マクロ キーワード $native_vlan $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                        $voice_vlan：音声 VLAN ID

#

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$voice_vlan = 1

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk allowed vlan add all

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

smartport storm-control broadcast level 10

smartport storm-control broadcast enable

#

spanning-tree link-type point-to-point

#

@
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no_router

[no_router]

#マクロ説明 [no_router]

#マクロ キーワード $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$voice_vlan：音声 VLAN ID

#

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no smartport storm-control broadcast enable

no smartport storm-control broadcast level

#

no spanning-tree link-type 

#

@
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ap

[ap]

#マクロ説明 [ap]

#マクロ キーワード $native_vlan $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$native_vlan：ポートに設定されるタグなし VLAN

#                        $voice_vlan：音声 VLAN ID

#

#デフォルト値

#$native_vlan = デフォルト VLAN

#$voice_vlan = 1

#

#デフォルト モードはトランク

smartport switchport trunk allowed vlan add all

smartport switchport trunk native vlan $native_vlan

#

spanning-tree link-type point-to-point

#

@
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no_ap

[no_ap]

#マクロ説明 [no_ap]

#マクロ キーワード $voice_vlan

#

#マクロ キー説明：$voice_vlan：音声 VLAN ID

#

no smartport switchport trunk native vlan

smartport switchport trunk allowed vlan remove all

#

no spanning-tree link-type 

#

@
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Power-over-Ethernet デバイスの管理

Power over Ethernet（PoE）機能は、PoE 対応デバイスでのみ使用できます。「スイッチ
モデル」に、PoE 対応デバイスのリストが載っています。

ここでは、PoE 機能を使用する方法について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「スイッチの PoE 機能」

• 「PoE プロパティの設定」

• 「PoE 電力、プライオリティ、およびクラスの設定」

スイッチの PoE 機能

PoE スイッチとは、ネットワーク トラフィックの中断、物理ネットワークの更新、または
ネットワーク インフラストラクチャの変更を行うことなく、既存のカッパー ケーブルで、接
続している Powered Devices（PD; 受電装置）に給電できる Power Sourcing Equipment
（PSE; 給電装置）のことです。

PoE 機能

PoE 機能

PoE には次の機能があります。

• 有線 LAN 上のすべてのデバイスに 110/220 V AC 電源を確保する必要がなくなる。

• すべてのネットワーク デバイスを電源の近くに置く必要がなくなる。

• 2 重のケーブル システムを社内に配置する必要がなくなるため、設置コストを大幅に
削減できる。
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Power over Ethernet は、イーサネット LAN に接続する比較的低出力の装置を配置する企
業ネットワークで使用できます。たとえば、次のような装置があります。

• IP 電話

• ワイヤレス アクセス ポイント

• IP ゲートウェイ

• 音声およびビデオ リモート モニタリング デバイス

PoE 動作

PoE 動作

PoE は次のステージで実装されます。

• 検出：カッパー ケーブルに特殊パルスを送信します。PoE デバイスが相手側にある
場合、そのデバイスがこのパルスに応答します。

• 分類：検出ステージの後、給電装置（PSE）と受電装置（PD）間でネゴシエーショ
ンが開始します。ネゴシエーション中、PD は、自分が消費する最大電力を示すクラ
スを指定します。

• 電力消費：分類ステージが完了すると、PSE は PD に給電します。PD が PoE をサ
ポートしていても分類が行われていない場合、クラス 0 （最大）と見なされます。PD
が、規格で許可されている以上の電力を消費しようとすると、PSE はポートへの給電
を停止します。

PoE は 2 つのモードをサポートしています。

• ポート制限：スイッチが供給に同意している最大電力は、分類ステージの結果にかか
わらず、システム管理者が設定する値に制限されます。

• クラス電力制限：スイッチが供給に同意する最大電力は、分類ステージの結果によっ
て決定されます。つまり、クライアントの要求により設定されます。

PoE 設定における考慮事項

PoE 設定における考慮事項

PoE 機能においては、次の 2 点について注意が必要です。

• PSE が供給できる電力量。

• PD が実際に消費しようとすると電力量。
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次の項目を決定できます。

• PSE から PD への給電を許可する最大電力。

• モード。デバイス稼動中に、クラス電力制限からポート制限へ、またはその反対へモー
ドを変更できます。ポート制限モードで設定されたポート別電力値は保持されます。

• ポート別数値制限（mW 単位）により許可される最大ポート制限（ポート制限モード）。

• PD が許容されている以上の電力を消費しようとした場合に生成されるトラップと、ト
ラップが生成される最大電力割合。

PoE 対応ハードウェアが自動的に PD クラスを検出し、各ポートに接続されているデバイス
のクラスに従い、電力制限を検出します（クラス制限モード）。

接続中、設定されている割り当て分で許可されている以上の電力を PD がスイッチから要求
した場合（スイッチがクラス制限モードであってもポート制限モードであっても関係なく）、
スイッチは次のことを行います。

• PoE ポート リンクのアップ /ダウン状態を維持します。

• PoE ポートへの給電を停止します。

• 電力停止の理由をログに記録します。

• SNMP トラップを生成します。

PoE プロパティの設定

PoE の [プロパティ ] ページでは、ポート制限 PoE モードまたはクラス制限 PoE モードのい
ずれかを選択し、生成する PoE トラップを指定できます。

これらの設定は事前に入力されています。PD が実際に接続し、電力を消費しているとき、許
可されている最大電力が、実際の最大電力より大きすぎる場合もあります。

リブート、初期化、およびシステム コンフィギュレーション中は、PD の損傷を避けるため
に出力電力はオフになります。

スイッチで PoE を設定し、現在の電力消費量を監視するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [PoE] > [プロパティ ] の順にクリックします。PoE の [プロパティ ] ページ
が開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [電力モード ]：次のいずれかのオプションを選択します。
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- [ポート制限 ]：ユーザが、ポートごとの最大電力量を設定します。

- [クラス制限 ]：分類ステージの結果として、デバイスのクラスがポート別最大電
力量を決定します。

• [トラップ ]：トラップを有効または無効にします。トラップを有効にする場合、
SNMP を有効にし、少なくとも 1 つの SNMP 通知受信者を設定することも必要に
なります。

• [電力トラップしきい値 ]：消費量しきい値を電力制限割合で入力します。電力がこの
値を超えると、アラームが発生します。

次のカウンタが表示されます。

• [定格電力 ]：スイッチが、接続している全 PD に給電できる電力総量。

• [消費電力 ]：PoE ポートが現在消費している電力量。

• [有効電力 ]：定格電力。消費電力量。

ステップ  3 [適用 ] をクリックして、PoE プロパティを保存します。

PoE 電力、プライオリティ、およびクラスの設定

PoE の [設定 ] ページには、システムの PoE 情報が表示され、インターフェイスで PoE を有
効にしたり、現在の電力消費量やポート別最大電力を監視したりすることができます。

このページでは、電力モードに応じて、2 つの方法で電力をポート別に制限します。

• [ポート制限 ]：電力は、指定のワット数に制限されます。これらの設定をアクティブ
にするには、システムが PoE ポート制限モードになっている必要があります。この
モードは、PoE の [プロパティ ] ページで設定されます。

ポートで消費される電力がポート制限値を超えると、ポート電力はオフになります。

• [クラス制限 ]：電力は、接続 PD のクラスに基づいて制限されます。これらの設定を
アクティブにするには、システムが PoE クラス制限モードになっている必要があり
ます。このモードは、PoE の [プロパティ ] ページで設定されます。

ポートで消費される電力がクラス制限値を超えると、ポート電力はオフになります。
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スイッチは、許容電力をすべてのポートに対して一度に給電できない場合があります。この
問題を解決するためには、ポートに制限とプライオリティの両方を割り当てる必要がありま
す。たとえば、48 すべてのポートに 15.4W が許容されていても、電力制限により、一度に
24 ポートにしか電力を供給できない場合があります。このような場合、制限を超えている
ポートがなく、すべてのポートに PD が接続されている場合でも、プライオリティにより、電
力を受けるポートと受けないポートを決定することができます。これらのプライオリティは、
PoE の [設定 ] ページで指定します。

PoE をサポートするスイッチ モデルと PoE ポートに割り当て可能な最大電力については、
「スマート スイッチのモデル」の表を参照してください。

PoE ポート設定を指定するには

ステップ 1 [ポート管理 ] > [PoE] > [設定 ] の順にクリックします。PoE の [設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[PoE設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [インターフェイス ]：設定するポートを選択します。

• [PoE管理ステータス ]：ポートの PoE を有効または無効にします。

• [電力プライオリティレベル ]：電力供給が少ない場合に使用されるポート プライオリ
ティを選択します。低、高、または重要から選択します。たとえば、電力供給率が 
99% であるとき、ポート 1 のプライオリティが高で、ポート 3 のプライオリティが
低の場合、ポート 1 は電力を受け、ポート 3 は電力を受けられないことがあります。

• [管理電力割り当て ]：PoE の [プロパティ ] ページで設定した電力モードがポート制
限モードである場合のみ、このフィールドが表示されます。電力モードがポート制限
モードである場合、ポートに割り当てる電力（ミリワット単位）を入力します。範囲
は 0 ～ 15,400 です。

• [最大電力割り当て ]：このポートで許可される電力の最大量が表示されます。

• [クラス ]：PoE の [プロパティ ] ページで設定した電力モードがクラス制限モードで
ある場合のみ、このフィールドが表示されます。クラスは、次のように電力レベルを
決定します。

クラス スイッチ ポートからの最大電力

0 15.4 ワット

1 4.0 ワット

2 7.0 ワット
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• [電力消費 ]：選択されたインターフェイスに接続している受電装置に割り当てられて
いる電力量（ミリワット単位）が表示されます。

• [過負荷カウンタ ]：過電力発生総数が表示されます。

• [不足カウンタ ]：ショート発生総数が表示されます。

• [拒否カウンタ ]：受電装置に給電されなかった回数が表示されます。

• [不在カウンタ ]：受電装置が検出されなかったため、受電装置への給電が停止された
回数が表示されます。

• [無効な署名カウンタ ]：無効な署名が受信された回数が表示されます。署名は、受電
装置が PSE に自身を識別させるための手段です。署名は、受電装置の検出、分類、
またはメンテナンス中に生成されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ポートの PoE 設定が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

3 15.4 ワット

4 15.4 ワット

クラス スイッチ ポートからの最大電力
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VLAN 管理

ここで説明する内容は次のとおりです。

• 「VLAN」

• 「デフォルト VLAN の設定」

• 「VLAN の作成」

• 「VLAN インターフェイスの設定」

• 「VLAN メンバシップの定義」

• 「GVRP 設定」

• 「VLAN グループ」

• 「音声 VLAN」

VLAN

VLAN は、接続しているブリッジ型ネットワークの物理 LAN セグメントには関係なく、
VLAN に関連付けられたデバイスがイーサネット MAC レイヤ上で互いに通信できる、ポー
トの論理グループです。

VLAN について

各 VLAN には、1 から 4094 の値で一意の VID（VLAN ID）が設定されます。ブリッジ型
ネットワーク内のデバイスのポートが、VLAN にデータを送信したり VLAN からデータを受
信できる場合、VLAN のメンバになります。あるポートから VLAN に向かうすべてのパケッ
トに VLAN タグが付いていない場合、そのポートは VLAN のタグなしメンバになります。あ
るポートから VLAN に向かうすべてのパケットに VLAN タグが付いている場合、そのポー
トは VLAN のタグ付きメンバになります。ポートは、1 つのタグなし VLAN のメンバと、複
数のタグ付き VLAN のメンバになることができます。

VLAN アクセス モードのポートは 1 つの VLAN のみのメンバになれます。一般モードまた
はトランク モードのポートは、1 つ以上の VLAN のメンバになれます。
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VLAN はセキュリティとスケーラビリティの問題を解決します。VLAN からのトラフィック
は VLAN 内で通信され、VLAN 内のデバイスが終端になります。また、これらのデバイスの
位置を物理的に変更することなく、デバイスを論理的に接続することにより、ネットワーク
構成が簡単になります。

フレームが VLAN タグ付きである場合、4 バイトの VLAN タグが各イーサネット フレーム
に追加され、最大フレーム サイズは 1518 から 1522 に増えます。タグには、1 から 4094
までの VLAN ID と、0 から 7 までの VLAN Priority Tag（VPT; VLAN プライオリティ タ
グ）が含まれます。VPT の詳細については、QoS のセクションを参照してください。

フレームが VLAN 対応デバイスに到着すると、フレーム内の 4 バイトの VLAN タグに応じ
て、VLAN に分類されます。

フレームに VLAN タグがない場合、または優先タグのみある場合、そのフレームは、フレー
ムを受け取った入力ポートに設定されている Port VLAN Identifier（PVID; ポート VLAN
ID）に基づいて VLAN に分類されます。

入力フィルタリングが有効になっており、入力ポートが、パケットが所属する VLAN のメン
バでない場合、そのフレームは入力ポートで破棄されます。VLAN タグ内の VID が 0 の場合
のみ、そのフレームは優先タグ付きと見なされます。

VLAN に所属するフレームはその VLAN 内で通信されます。これは、ターゲット VLAN の
メンバの出力ポートだけにフレームを送信または転送することにより可能になります。出力
ポートは、VLAN のタグ付きメンバにでもタグなしのメンバにでもなれます。

出力ポートで次のことが行われます。

• 出力ポートがターゲット VLAN のタグ付きメンバであり、元のフレームに VLAN タ
グが付いていない場合、フレームに VALN タグを追加します。

• 出力ポートがターゲット VLAN のタグなしメンバであり、元のフレームに VLAN タ
グが付いている場合、フレームから VALN タグを削除します。

VLAN の役割

VLAN はレイヤ 2 で機能します。VLAN トラフィック（ユニキャスト、ブロードキャスト、
マルチキャスト）はすべてその VLAN 内で通信されます。別の VLAN に接続しているデバ
イスは、イーサネット MAC レイヤでは直接通信できません。別の VLAN に接続しているデ
バイスは、レイヤ 3 のルータでのみ互いに通信できます。たとえば、各 VLAN が IP サブネッ
トを表している場合、VLAN 間で IP トラフィックを経路選択するのに IP ルータが必要にな
ります。

IP ルータには、そのインターフェイスが 1 つの VLAN にしか接続されない古いタイプのルー
タがあります。古いタイプの IP ルータを通るトラフィックは、VLAN タグなしである必要が
あります。各インターフェイスが 1 つ以上の VLAN に接続できる VALN 対応の IP ルータも
あります。VLAN 対応 IP ルータを通るトラフィックは VLAN タグ付きまたはタグなしの両
方にできます。
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隣接する VLAN 対応デバイスは、Generic VLAN Registration Protocol（GVRP）を使用
して、互いに VLAN 情報を交換します。結果、VLAN 情報はブリッジ型ネットワークを介し
て伝搬されます。

デバイスの VLAN は、デバイスにより交換される GVRP 情報に基づいて静的にでも動的に
でも作成できます。VLAN はスタティックにでもダイナミック（GVRP から）にでもなりま
すが、両方には設定できません。GVRP の詳細については、「GVRP 設定」を参照してくだ
さい。

VLAN によっては、別の役割を持つものもあります。

• 音声 VLAN：詳細については、「音声 LAN」を参照してください。

• ゲスト VLAN：[VLAN認証の編集 ] ページで設定します。

• デフォルト VLAN：詳細については、「デフォルト VLAN の設定」を参照してくだ
さい。

• 管理 VLAN（レイヤ 2 モード システム）：詳細については、「レイヤ 2 モードにおけ
る IP アドレス設定」を参照してください。

Q-in-Q

Q-in-Q を使用すると、サービス プロバイダー ネットワークとカスタマー ネットワークとを
分離できます。スイッチは、ポートベースの C タグ付きサービス インターフェイスをサポー
トするプロバイダー ブリッジです。

Q-in-Q では、スイッチがサービス タグ（S タグ）と呼ばれる ID タグを追加して、ネット
ワークにトラフィックを転送します。S タグは、カスタマー VLAN タグを維持しながら、さ
まざまなカスタマーの間のトラフィックを分離するために使用されます。

カスタマー トラフィックは、元々 C タグ付きだったかタグなしであったかには関係なく、
TPID 0x8100 の S タグを使用してカプセル化されます。S タグがあることで、ブリッジン
グが S タグ VID（S-VID）のみに基づくプロバイダー ブリッジ ネットワーク内の集約として
このトラフィックを扱うことができます。

S タグは、トラフィックがネットワーク サービス プロバイダーのインフラストラクチャを経
由して転送される間は維持され、その後、出力デバイスによって削除されます。

Q-in-Q には、カスタマーのエッジ デバイスを設定する必要がないという別の利点もあります。

Q-in-Q は、[VLAN管理 ] > [インターフェイス設定 ] ページで有効にします。
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VLAN を設定する手順

VLAN を設定するには

1. 必要に応じて、「デフォルト VLAN の設定」を参照して、デフォルト VLAN を作成し
ます。

2.「VLAN の作成」を参照して、必要な VLAN を作成します。

3.「VLAN インターフェイスの設定」を参照して、ポートの VLAN 関連コンフィギュレー
ションを設定し、インターフェイスで Q-in-Q を有効にします。

4.「VLAN へのポートの設定」または「VLAN メンバシップの設定」を使用して、VLAN 
にインターフェイスを割り当てます。

5.「VLAN メンバシップの設定」で、すべてのインターフェイスに対する現在の VLAN 
ポート メンバシップを確認します。

デフォルト VLAN の設定 

工場出荷時設定を使用すると、スイッチは自動的にデフォルト VLAN として VLAN 1 を作成
し、すべてのポートのデフォルト インターフェイス ステータスをトランクとし、すべての
ポートをデフォルト VLAN のタグなしメンバとして設定します。

デフォルト VLAN には次の特徴があります。

• デフォルト VLAN は、独立した、スタティックでもダイナミックでもない VLAN 
で、すべてのポートがタグなしメンバになります。

• 削除はできません。

• ラベルは指定できません。

• 非認証 VLAN や音声 VLAN など、特別な役割を割り当てることはできません。

• ポートがどの VLAN のメンバでもなくなると、スイッチは自動的にそのポートをデ
フォルトの VLAN のタグなしメンバに設定します。VLAN が削除されたり、ポート
が VLAN から削除されると、ポートはその VLAN のメンバでなくなります。

• RADIUS サーバは、ダイナミック VLAN 割り当てを使用してデフォルト VLAN を
802.1x サプリカントに割り当てることはできません。

デフォルト VLAN の VID が変更されると、スイッチは、スイッチのコンフィギュレーション
を保存し再起動した後、その VLAN のすべてのポートに対して次のことを実行します。

• 元のデフォルト VLAN からポートの VLAN メンバシップを削除します（通常は、再
起動後）。
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• ポートの PVID（ポート VLAN ID）を新しいデフォルト VLAN の VID に変更します。

• 元のデフォルト VLAN ID がスイッチから削除されます。使用できるようにするには、
もう一度作成する必要があります。

• ポートを、新しいデフォルト VLAN のタグなし VLAN メンバとして追加します。

デフォルト VLAN を変更するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [デフォルトVLAN設定 ] の順にクリックします。[デフォルトVLAN設定 ]
ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [現在のデフォルトVLAN ID]：現在のデフォルト VLAN ID が表示されます。

• [リブート後のデフォルトVLAN ID]：再起動後にデフォルトの VLAN ID に置き換わ
る新しい VLAN ID を入力します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。

ステップ  4 [ 保存 ]（ウィンドウの右上隅）をクリックし、実行コンフィギュレーションをスタートアッ
プ コンフィギュレーションに保存します。

スイッチを再起動すると、[リブート後のデフォルトVLAN ID] が [現在のデフォルトVLAN 
ID] になります。

VLAN の作成 

VLAN は作成できますが、その VLAN が手動または動的に少なくとも 1 つのポートに接続さ
れるまで有効にはなりません。ポートは必ず 1 つ以上の VLAN に所属している必要がありま
す。

Cisco Sx300 シリーズ スイッチでは、デフォルト VLAN を含め、256 の VLAN をサポー
トしています。 各 VLAN には、1 から 4094 の値で一意の VID（VLAN ID）が設定されま
す。VID 4095 は廃棄 VLAN として予約されています。廃棄 VLAN に分類されるパケット
はすべて入力時に廃棄され、ポートに転送されません。
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VLAN を作成するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [VLANの作成 ] の順にクリックします。[VLANの作成 ] ページが開きます。

[VLANの作成 ] ページには、すべての VLAN について次のフィールドが表示されます。

• [VLAN ID]：ユーザ定義の VLAN ID。

• [VLAN名 ]：ユーザ定義の VLAN 名。

• [タイプ ]：VLAN タイプ。

- [ダイナミック ]：VLAN は、Generic VLAN Registration Protocol（GVRP）
で動的に作成されます。

- [スタティック ]：VLAN はユーザ定義になります。

- [デフォルト ]：VLAN はデフォルト VLAN です。

ステップ  2 [追加 ] をクリックして新しい VLAN を追加するか、既存 VLAN を選択し、[編集 ] をクリッ
クして VLAN パラメータを変更します。[VLANの追加 ]/[VLANの編集 ] ページが開きます。

このページから、1 つの VLAN または複数の VLAN を作成できます。

ステップ  3 1 つの VLAN を作成するには、[VLAN] オプション ボタンをクリックし、VLAN ID（VID）
を入力し、任意で VLAN 名を入力します。

複数の VLAN を作成するには、[範囲 ] オプション ボタンを選択し、開始 VID と終了 VID を
入力して、作成する VLAN の範囲を指定します。[範囲 ] 機能を使用する場合、1 回に作成
できる VLAN の最大数は 100 です。

ステップ  4 [適用 ] をクリックし、VLAN を作成します。
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VLAN インターフェイスの設定

[インターフェイス設定 ] ページには、すべてのインターフェイスの VLAN 関連パラメータの
コンフィギュレーションが表示され、パラメータを設定できます。

VLAN 設定を行うには

ステップ 1 [VLAN管理] > [インターフェイス設定] の順にクリックします。[インターフェイス設定] ペー
ジが開きます。

ステップ  2 インターフェイス タイプ（ポートまたは LAG）を選択し、[実行 ] をクリックします。ポー
トまたは LAG とその VLAN パラメータが表示されます。

ステップ  3 ポートまたは LAG を設定するには、ポートまたは LAG を選択し、[編集 ] をクリックしま
す。[インターフェイス設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ  4 次のフィールドに値を入力します。

• [インターフェイス ]：ポートまたは LAG を選択します。

• [インターフェイスVLANモード ]：VLAN のインターフェイス モードを選択します。
次のオプションがあります。

- [全般 ]：インターフェイスは、IEEE 802.1q 規格で定義されているすべての機能
をサポートします。インターフェイスは、1 つ以上の VLAN のタグ付きまたはタ
グなしメンバになれます。

- [アクセス ]：インターフェイスは、1 つの VAN のタグなしメンバになります。こ
のモードのポートはアクセス ポートと呼ばれます。

- [トランク ]：インターフェイスは、最大 1 つの VLAN のタグなしメンバと、0 以
上の VLAN のタグ付きメンバになります。このモードのポートはトランク ポー
トと呼ばれます。

- [カスタマー ]：このオプションを選択すると、インターフェイスが Q-in-Q モー
ドになります。それにより、ユーザはプロバイダー ネットワーク上で独自の 
VLAN 配置（PVID）を使用できます。スイッチに 1 つ以上のカスタマー ポート
がある場合は、Q-in-Q モードになります。「Q-in-Q」を参照してください。

• [管理PVID]：タグなしおよびプライオリティ タグ付き着信フレームが分類される 
VLAN のポート VLAN ID（PVID）を入力します。可能な値は 1～ 4094 です。
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• [フレームタイプ ]：インターフェイスが受信できるフレームのタイプを選択します。
設定したフレーム タイプでないフレームは入力時に破棄されます。これらのフレー
ム タイプは、一般モードでのみ対応されます。選択項目は次のとおりです。

- [すべて通過 ]：インターフェイスはすべてのフレーム タイプ（タグなしフレーム、
タグ付きフレーム、プライオリティ タグ付きフレーム）を受け入れます。

- [タグ付きのみ通過 ]：インターフェイスはタグ付きフレームのみを受け入れます。

- [タグなしのみ通過 ]：インターフェイスはタグなしおよびプライオリティ タグ付
きフレームのみ受け入れます。

• [入力フィルタリング ]：（一般モードのみ）入力フィルタリングを有効にします。入
力フィルタリングが有効になると、インターフェイスは、そのインターフェイスがメ
ンバになっていない VLAN に分類されるすべての着信フレームを破棄します。入力
フィルタリングは、一般ポートで有効または無効にできます。アクセス ポートとト
ランク ポートでは常に有効になります。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。パラメータが、実行コンフィギュレーション ファイルに書き込ま
れます。

VLAN メンバシップの定義 

[VLANへのポート ] ページおよび [ポートVLANメンバシップ ] ページには、さまざまなプレ
ゼンテーション内のポートの VLAN メンバシップが表示されます。VLAN にメンバシップを
追加したり、VLAN からメンバシップを削除するには、これらのページを使用します。

ポートが、禁止されているデフォルト VLAN メンバシップを持っている場合、そのポートに
その他の VLAN のメンバシップを設定することはできません。そのポートには内部 VID の
4095 が割り当てられます。

パケットを適切に転送するには、エンドノード間にある VLAN トラフィックを通信する
VALN 対応デバイスが手動で設定されるか、または動的に Generic VLAN Registration
Protocol（GVRP）から VLAN とポート メンバシップを学習する必要があります。

2 つの VLAN 対応デバイス間のタグなしポート メンバシップは、仲介する VLAN 対応デバ
イスがない場合、同じ VLAN になっている必要があります。つまり、2 つのデバイス間にあ
るポートの PVID は、そのポートと VLAN 間でタグなしパケットの送受信を行う場合、同じ
である必要があります。同じになっていない場合、VLAN 間を行き来するトラフィックがリー
クする可能性があります。
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VLAN タグ付きフレームは、VLAN 対応または VLAN 未対応のネットワーク相互接続デバイ
スを通ることができます。宛先エンドノードが VLAN 未対応であり、VLAN からのトラ
フィックを受信する場合、最後の VLAN 対応デバイスが（ある場合）、宛先 VLAN のフレー
ムをタグなしのエンドノードに送信する必要があります。つまり、エンドノードにアクセス
する出力ポートが VLAN のタグなしメンバである必要があります。

VLAN へのポートの設定

特定の VLAN 内のポートを表示および設定するには、[VLANへのポート ] ページを使用し
ます。

ポートまたは LAG を VLAN にマップするには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [VLANへのポート ] の順にクリックします。[VLANへのポート ] ページが開
きます。

ステップ  2 VLAN とインターフェイス タイプ（ポートまたは LAG）を選択し、[実行 ] をクリックして、
ポートの VLAN 関連特性を表示または変更します。

各ポートまたは LAG のポート モードに、[インターフェイス設定 ] ページから設定した現在
のポート モード（アクセス、トランク、一般）が表示されます。

各ポートまたは LAG に、VLAN への現在の登録が表示されます。

ステップ  3 次のリストから目的のオプションを選択して、VLAN へのインターフェイス登録を変更し
ます。

• [禁止 ]：インターフェイスは、GVRP 登録からでも VLAN に所属できなくなります。
ポートがその他の VLAN のメンバでない場合、ポートに対してこのオプションを有
効にすると、このポートは、内部 VLAN 4095（予約 VID）のポートになります。

• [除外済み ]：インターフェイスは現在 VLAN のメンバではありません。これは、す
べてのポートおよび LAG のデフォルトです。ポートは、GVRP 登録から VLAN に
所属できます。

• [タグ付き ]：インターフェイスは、VLAN のタグ付きメンバになります。

• [タグなし ]：インターフェイスは、VLAN のタグなしメンバになります。VLAN のフ
レームはインターフェイス VLAN にタグなしで送信されます。

• [PVID]：インターフェイスの PVID を VLAN の VID に設定します。PVID はポート
単位の設定です。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。インターフェイスが VLAN に割り当てられ、実行コンフィギュ
レーション ファイルに書き込まれます。



VLAN 管理
VLAN メンバシップの定義

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 180

12
 

別の VLAN ID を選択することによって、引き続き、別の VLAN のポート メンバシップを表
示または設定できます。

VLAN メンバシップの設定

[ポートVLANメンバシップ ] ページには、デバイス上のすべてのポートとともに、各ポート
が所属する VLAN のリストが表示されます。

インターフェイスのポートベース認証方式が 802.1x であり、[管理ポート制御 ] が [自動 ] の
場合は、次のようになります。

• ポートは、認証されるまで、ゲスト VLAN および未認証 VLAN を除くすべての VLAN
から除外されます。ポートは、[ポートへのVLAN] ページで「P」とマークされます。

• ポートは、認証されると、設定された VLAN でメンバシップを受け取ります。

ポートを 1 つ以上の VLAN に割り当てるには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [ポートVLANメンバシップ ] の順にクリックします。[ポートVLANメンバ
シップ ] ページが開きます。

ステップ  2 インターフェイス タイプ（ポートまたは LAG）を選択し、[実行 ] をクリックします。選択
したタイプのすべてのインターフェイスについて次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：ポート /LAG ID。

• [モード ]：[インターフェイス設定 ] ページで選択したインターフェイス VLAN モード。

• [管理VLAN]：インターフェイスがメンバになる可能性のあるすべての VLAN が表
示されるドロップダウン リスト。

• [動作VLAN]：インターフェイスが現在メンバになっているすべての VLAN が表示
されるドロップダウン リスト。

• [LAG]：選択したインターフェイスがポートである場合、メンバになっている LAG 
が表示されます。

ステップ  3 ポートを選択し、[VLANへの参加 ] ボタンをクリックします。[VLANへの参加 ] ページが開
きます。

ステップ  4 次のフィールドに値を入力します。

• [インターフェイス ]：ポートまたは LAG を選択します。

• [モード ]：[インターフェイス設定 ] ページで選択したポート VLAN モードが表示され
ます。
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• [VLANの選択 ]：ポートを VLAN に関連付けるには、VLAN ID を左側のリストから
右側のリストに矢印ボタンを使って移動します。タグ付きである場合、デフォルト 
VLAN が右側のリストに表示される場合がありますが、これは選択できません。

• [タギング ]：次のタグまたは PVID オプションを 1 つ選択します。

- [禁止 ]：インターフェイスは、GVRP 登録からでも VLAN に所属できなくなりま
す。ポートがその他の VLAN のメンバでない場合、ポートに対してこのオプショ
ンを有効にすると、このポートは、内部 VLAN 4095（予約 VID）のポートにな
ります。

- [除外済み ]：インターフェイスは現在 VLAN のメンバではありません。これは、
すべてのポートおよび LAG のデフォルトです。ポートは、GVRP 登録から 
VLAN に所属できます。

- [タグ付き ]：ポートをタグ付きにするかどうかを選択します。これは、アクセス 
ポートには関係ありません。

- [タグなし ]：ポートをタグなしにするかどうかを選択します。これは、アクセス 
ポートには関係ありません。

- [PVID]：ポート PVID がこの VLAN に設定されます。インターフェイスがアクセ
ス モードまたはトランク モードである場合、スイッチは自動的にそのインター
フェイスを VLAN のタグなしメンバにします。インターフェイスが一般モードの
場合、手動で VLAN メンバシップを設定する必要があります。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。設定が修正され、実行コンフィギュレーション ファイルに書き込
まれます。

ステップ  6 インターフェイス上の管理 VLAN および動作 VLAN を表示するには、[詳細 ] をクリックし
ます。

GVRP 設定

隣接する VLAN 対応デバイスは、Generic VLAN Registration Protocol（GVRP）を使用
して、互いに VLAN 情報を交換します。GVRP は、Generic Attribute Registration
Protocol（GARP）に基づくプロトコルで、ブリッジ型ネットワーク中に VLAN 情報を伝搬
します。

GVRP はタグ サポートを必要とするので、ポートはトランク モードか一般モードに設定され
ている必要があります。
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GVRP を使用してポートを VLAN に所属させると、そのポートは、[ポートVLANメンバ
シップ ] ページで明示的に禁止されていない限り、ダイナミック メンバとして VLAN に追加
されます。VLAN が存在しない場合、[GVRP設定 ] ページでこのポートに対してダイナミッ
ク VLAN 作成機能が有効になっていれば、その VLAN が動的に作成されます。

GVRP は、各ポートに対してグローバルにアクティブになっている必要があります。アクティ
ブになると、GARP Packet Data Unit（GPDU）の転送および受信が行われます。定義され
ていてもアクティブになっていない VLAN は伝搬されません。VLAN を伝搬するには、少な
くとも 1 つのポートがアクティブになっている必要があります。

デフォルトでは、GVRP は、グローバルおよびポートで無効です。

GVRP 設定の定義

インターフェイスに対して GVRP 設定を定義するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [GVRP設定 ] の順にクリックします。[GVRP設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 [GVRPグローバルステータス ] を選択し、GVRP をグローバルに有効にします。

ステップ  3 [適用 ] をクリックし、グローバル GVRP ステータスを設定します。

ステップ  4 インターフェイス タイプ（ポートまたは LAG）を選択し、[実行 ] をクリックしてそのタイ
プのインターフェイスすべてを表示します。

ステップ  5 ポートの GVRP 設定を定義するには、ポートを選択し、[編集 ] をクリックします。[GVRP
設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ  6 次のフィールドに値を入力します。

• [インターフェイス ]：編集するインターフェイス（ポートまたは LAG）を選択します。

• [GVRP状態 ]：このインターフェイスで GVRP を有効にします。

• [ダイナミックVLAN作成 ]：このインターフェイスでダイナミック VLAN 作成機能
を有効にします。

• [GVRP登録 ]：このインターフェイスで GVRP を使用した VLAN 登録を有効にし
ます。

ステップ  7 [適用 ] をクリックします。GVRP 設定が修正され、実行コンフィギュレーション ファイルに
書き込まれます。
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VLAN グループ

VLAN グループには、2 つ以上の独立した VLAN が含まれます。VLAN グループは、レイヤ
2 ネットワークのホストを再設定する手間を最小限に抑えながら、そのネットワークのトラ
フィックを負荷分散することを目的としています。

MAC ベース グループ

MAC ベースの VLAN 分類では、パケットのソース MAC アドレスに基づいてパケットを分
類できます。管理者はインターフェイスごとに MAC - VLAN マッピングを定義できます。

IP サブネットによる分類の他、いくつかの分類を使用して VLAN 割り当てが行われます。複
数の分類方式がアクティブになっている場合は、次の優先順位に従ってパケットが VLAN に
分類されます。

• タグ：パケットがタグ付きの場合、VLAN はタグから割り当てられます。

• MAC ベース VLAN：入力インターフェイスのソース MAC - VLAN マッピングから
取得されます。

• サブネットベース VLAN：入力インターフェイスのソース IP サブネット - VLAN
マッピングから取得されます。

• プロトコルベース VLAN：入力インターフェイスの（イーサネット タイプの）プロト
コル - VLAN マッピングから取得されます。

• PVID：VLAN はポートのデフォルト VLAN ID から割り当てられます。

ユーザは、それぞれに異なる MAC アドレスが格納された、MAC ベース VLAN グループを
複数定義できます。

これらの MAC ベース グループは、特定のポートに割り当てできます。MAC ベース VLAN
グループには、同じポート上で重複する MAC アドレス範囲を含めることができません。

ワークフロー

この機能を使用するには次のように実行します。

1. MAC アドレスをグループ ID（[MACベースグループ ] ページで作成された識別子）に割
り当てます。

2. 各インターフェイスについて、[VLANへのMACベースグループ ] ページを使用して 
VLAN グループを VLAN に割り当てます。これらのインターフェイスは一般モードであ
る必要があります。
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MAC ベース VLAN グループの割り当て

この機能は、スイッチがレイヤ 2 モードである場合のみ有効です。

MAC アドレスを VLAN グループに割り当てるには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [VLANグループ ] > [MACベースグループ ] の順にクリックします。[MAC
ベースグループ ] ページが開きます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[MACベースグループの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [MACアドレス ]：VLAN グループに割り当てる MAC アドレスを入力します。

（注）この MAC アドレスは、その他の VLAN グループには割り当てできません。

• [マスク ]：次のいずれかを入力します。

- [ホスト ]：MAC アドレスの送信元ホスト

- MAC アドレスの [プレフィクス ]

• [グループ ID]：ユーザが作成した VLAN グループ ID 番号。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。MAC アドレスが VLAN グループに割り当てられます。



VLAN 管理
VLAN グループ

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 185

12
 

インターフェイス別 VLAN への VLAN グループのマッピング

この機能は、スイッチがレイヤ 2 モードで、ポートが一般モードである場合のみ使用可能
です。

インターフェイスで MAC ベース VLAN グループを VLAN に割り当てるには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [VLANグループ ] > [VLANへのMACベースグループ ] の順にクリックしま
す。[VLANへのMACベースグループ ] ページが開きます。 

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[VLANへのグループのマッピングの追加 ] ページが開きます。こ
のインターフェイスは一般モードである必要があります。

ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [グループタイプ ]：グループが MAC ベースであることが表示されます。

• [インターフェイス ]：トラフィックを受信するインターフェイス（ポートまたは 
LAG）を入力します。

• [グループ ID]：[MACベースグループ ] ページで定義された VLAN グループを選択し
ます。

• [VLAN ID]：VLAN グループからトラフィックが転送される VLAN を選択します。

（注）このインターフェイスは一般タイプである必要があります。

ステップ  4 [適用 ] をクリックし、VLAN グループと VLAN とのマッピングを設定します。MAC ベース
の VLAN は、ポートを MAC グループ VLAN に動的にバインドしません。MAC ベース
VLAN が定義されているインターフェイスをこの VLAN に手動で追加する必要があります。
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音声 VLAN

LAN では、IP 電話、VoIP エンドポイント、音声システムなどの音声デバイスは、同じ VLAN
内に配置されます。   この VLAN は、音声 VLAN と呼ばれます。    音声デバイスが別々の音声
VLAN 内にある場合、通信を行うには IP（L3）ルータが必要です。

ここで説明する項目は次のとおりです。

• 「音声 VLAN の概要」

• 「音声 VLAN の設定」

音声 VLAN の概要

この項で説明する内容は次のとおりです。

• 「ダイナミック音声 VLAN モード」

• 「自動音声 VLAN、Auto Smartport、CDP、および LLDP」

• 「音声 VLAN の QoS」

• 「音声 VLAN の制限事項」

• 「音声 VLAN を設定する手順」

適切な設定を使用した典型的な音声展開シナリオは、次のとおりです。

• UC3xx/UC5xx がホストされている場合：すべてのシスコ製電話および VoIP エン
ドポイントがこの展開モデルに対応しています。このモデルの場合、UC3xx/UC5xx、
シスコ製電話、および VoIP エンドポイントは、同じ音声 VLAN 内にあります。
UC3xx/UC5xx のデフォルト音声 VLAN は VLAN 100 です。

• サードパーティ製 IP PBX がホストされている場合：Cisco SBTG CP-79xx、
SPA5xx 電話、および SPA8800 エンドポイントがこの展開モデルに対応していま
す。このモデルの場合、電話で使用される VLAN は、ネットワーク構成によって決ま
ります。音声とデータの VLAN は別々の場合も同じ場合もあります。電話と VoIP エ
ンドポイントは、構内 IP PBX に登録されます。

• IP Centrex/ITSP がホストされている場合：Cisco CP-79xx、SPA5xx 電話、お
よび SPA8800 エンドポイントがこの展開モデルに対応しています。このモデルの場
合、電話で使用される VLAN は、ネットワーク構成によって決まります。音声とデー
タの VLAN は別々の場合も同じ場合もあります。電話と VoIP エンドポイントは、「ク
ラウド」内の構外 SIP プロキシに登録されます。
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VLAN の観点からすると、上記のモデルは VLAN 対応環境および VLAN 非対応環境の両方
で動作します。VLAN 対応環境で、音声 VLAN は設置時に設定された多くの VLAN のうち
のいずれかです。VLAN 非対応環境でのシナリオは、VLAN が 1 つだけの VLAN 対応環境
と同等です。

スイッチは VLAN 対応スイッチとして動作します。

スイッチは、単一の音声 VLAN をサポートします。音声 VLAN のデフォルトは、VLAN 1
です。手動で別の音声 VLAN に設定できます。   また、自動音声 VLAN が有効な場合は、動
的に学習することもできます。

ポートを音声 VLAN に手動で追加するには、「VLAN インターフェイスの設定」の説明に従っ
て基本 VLAN コンフィギュレーションを使用するか、音声関連の Smartport マクロをポー
トに手動で適用します。   スイッチがテレフォニー OUI モードの場合、または Auto
Smartport が有効な場合は、動的に追加することもできます。

ダイナミック音声 VLAN モード

スイッチは、2 つのダイナミック音声 VLAN モードをサポートします。   テレフォニー
Organization Unique Identifier（OUI; 組織固有識別子）モードと自動音声 VLAN モード
です。これら 2 つのモードは、音声 VLAN や音声 VLAN ポート メンバシップの構成に影響
を与えます。2 つのモードは相互に排他的です。

• [テレフォニーOUI]

テレフォニー OUI モードでは、音声 VLAN は手動で構成される VLAN にする必要が
あります。デフォルト VLAN は使用できません。

スイッチがテレフォニー OUI モードであって、ポートが音声 VLAN への参加候補と
して手動で構成されると、スイッチは、ソース MAC アドレスが設定済みテレフォニー
OUI のいずれかと一致するパケットを受信したときに、音声 VLAN にポートを動的
に追加します。   OUI は、イーサネット MAC アドレスの先頭 3 バイトです。   テレ
フォニー OUI の詳細については、「テレフォニー OUI の設定」を参照してください。

• 自動音声 VLAN

自動音声 VLAN モードでは、音声 VLAN はデフォルト音声 VLAN、手動構成、外部
デバイス（UC3xx/5xx など）からの学習結果、または CDP や VSDP で音声 VLAN
をアドバタイズするスイッチからの学習結果のいずれかを使用できます。VSDP は、
音声サービスのディスカバリ用に Cisco Small Business で定義されたプロトコル
です。

テレフォニー OUI モードではテレフォニー OUI に基づいて音声デバイスを検出しま
すが、自動音声 VLAN モードはそれとは異なり、Auto Smartport に基づいてポー
トを音声 VLAN に動的に追加します。   Auto Smartport が有効な場合、CDP や
LLDP-MED を介して電話またはメディア エンドポイントとしてアドバタイズする
ポートに接続されたデバイスを検出すると、そのポートを音声 VLAN に追加します。
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音声エンドポイント

音声 VLAN が適切に機能するには、シスコ製電話や VoIP エンドポイントなどの音声デバイ
スが音声トラフィックを送受信する音声 VLAN に割り当てられている必要があります。たと
えば次のシナリオが考えられます。

• 電話やエンドポイントは、音声 VLAN で静的に構成されています。

• 電話やエンドポイントは、TFTP サーバからダウンロードするブート ファイルで音声
VLAN を取得できます。DHCP サーバでは、IP アドレスを電話に割り当てるときに
ブート ファイルと TFTP サーバを指定できます。

• 電話やエンドポイントは、ネイバーの音声システムおよびスイッチから受け取る CDP
および LLDP-MED のアドバタイズメントから音声 VLAN の情報を取得できます。

スイッチは、接続されている音声デバイスが音声 VLAN のタグ付きパケットを送信すること
を前提とします。音声 VLAN がネイティブ VLAN でもあるポートでは、音声 VLAN のタグ
なしパケットも使用可能です。

自動音声 VLAN、Auto Smartport、CDP、および LLDP

デフォルト

出荷時設定では、スイッチ上の CDP、LLDP、および LLDP-MED は有効、Auto Smartport
モードは有効、QoS 基本モード（DSCP 信頼モードあり）は有効です。さらに、すべての
ポートはデフォルトである VLAN 1 のメンバであり、VLAN 1 はデフォルトの音声 VLAN で
もあります。

また、ダイナミック音声 VLAN モードのデフォルトは、トリガーに基づいて有効になる自動
音声 VLAN です。Auto Smartport のデフォルトは、自動音声 VLAN に従って有効になり
ます。

音声 VLAN のトリガー

ダイナミック音声 VLAN モードがトリガーに基づいて有効になる自動音声 VLAN の場合、
1 つ以上のトリガーが発生した場合に限り、自動音声 VLAN が動作状態になります。   トリ
ガーになるのは、スタティック音声 VLAN コンフィギュレーション、ネイバー CDP アドバ
タイズメントで受け取った音声 VLAN 情報、Voice VLAN Discovery Protocol（VSDP;
音声 VLAN 検出プロトコル )で受け取った音声 VLAN 情報などがあります。管理者は、必
要に応じて、自動音声 VLAN モードを直ちに動作させることができます。トリガーを待つ
必要はありません。

自動音声 VLAN モードに従って Auto Smartport が有効になる場合、自動音声 VLAN が動
作状態になると Auto Smartport が有効になります。管理者は、必要に応じて、自動音声
VLAN モードとは無関係に Auto Smartport を作成できます。



VLAN 管理
音声 VLAN

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 189

12
 

（注） ここに示すデフォルト コンフィギュレーション リストは、出荷時に自動音声 VLAN をサポー
トしているファームウェア バージョンを使用するスイッチに適用されます。また、自動音声
VLAN をサポートするファームウェア バージョンにアップグレードした、未構成のスイッチ
にも適用されます。

（注） デフォルトおよび音声 VLAN トリガーは、音声 VLAN のない設置や設定済みのスイッチに
は影響しないように設計されています。自動音声 VLAN や Auto Smartport は、必要に応じ
て展開に合わせて手動で無効や有効にすることができます。

自動音声 VLAN

自動音声 VLAN は音声 VLAN の維持を行いますが、音声 VLAN ポート メンバシップを維持
するには Auto Smartport に依存します。   自動音声 VLAN は、動作時に次の機能を実行し
ます。

• 直接接続されたネイバー デバイスからの CDP アドバタイズメントで、音声 VLAN の
情報を検出します。

• 複数のネイバー スイッチやルーター（Cisco UC デバイスなど）がそれぞれの音声
VLAN をアドバタイズしている場合、MAC アドレスが最も小さいデバイスからの音
声 VLAN が使用されます。

（注）スイッチを Cisco UC デバイスに接続する場合は、UC デバイスがポートの 
CDP で音声 VLAN をアドバタイズするように、switchport voice vlan コ
マンドを使用して UC デバイスのポートを設定する必要があります。

• 音声 VLAN 関連パラメータは、Voice VLAN Discovery Protocol（VSDP; 音声
VLAN 検出プロトコル )を使用して他の自動音声 VLAN 対応スイッチと同期されま
す。   スイッチ自体は、常に、認識されているプライオリティの最も高いソースからの
音声 VLAN を使用して構成されます。   プライオリティは、音声 VLAN 情報を提供す
るソースのソース タイプおよび MAC アドレスに基づきます。ソース タイプのプラ
イオリティは、高いほうから順に、静的 VLAN コンフィギュレーション、CDP アド
バタイズメント、変更されたデフォルト VLAN に基づくデフォルト コンフィギュ
レーション、デフォルト音声 VLAN です。    数値の小さい MAC アドレスのほうが数
値の大きい MAC アドレスよりもプライオリティが高くなります。

• 音声 VLAN は、プライオリティの高いソースからの新しい音声 VLAN が検出される
まで、または自動音声 VLAN が管理者によって再起動されるまで維持されます。   再
起動されると、スイッチは音声 VLAN をデフォルト音声 VLAN にリセットし、自動
音声 VLAN 検出を再起動します。

• 新しい音声 VLAN が構成または検出されると、スイッチはその音声 VLAN を自動作
成し、既存の音声 VLAN のポート メンバシップすべてを新しい音声 VLAN に置き換
えます。   これにより、既存の音声セッションが中断または終了することがあります。
ネットワーク トポロジが変更されたと見なされるためです。
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（注）スイッチがレイヤ 2 モードの場合は、同じ管理 VLAN 内にある VSDP 対応ス
イッチのみと同期できます。   スイッチがレイヤ 3 モードの場合は、スイッチで構成
されている直接接続の IP サブネット内にある VSDP 対応スイッチと同期できます。

Auto Smartport は CDP/LLDP を使用して、ポートから音声エンドポイントが検出された
ときにも音声 VLAN のポート メンバシップを維持します。

• CDP および LLDP が有効な場合、スイッチは CDP および LLDP パケットを定期的
に送信して、使用する音声 VLAN を音声エンドポイントにアドバタイズします。

• ポートに接続しているデバイスが CDP や LLDP を使用して自身を音声エンドポイン
トとしてアドバタイズすると、Auto Smartport により対応する Smartport マクロ
がポートに適用され、ポートが音声 VLAN に自動的に追加されます（競合する機能や
優れた機能をアドバタイズするポートからのデバイスが他にない場合）。   デバイスが
自身を電話としてアドバタイズする場合、デフォルト Smartport マクロは phone で
す。   デバイスが自身を電話およびホスト、または電話およびブリッジとしてアドバタ
イズする場合、デフォルト Smartport マクロは phone+desktop です。

音声 VLAN の QoS

音声 VLAN では、LLDP-MED ネットワーク ポリシーを使用して CoS/802.1p および
DSCP 設定を伝達できます。LLDP-MED のデフォルトでは、アプライアンスが LLDP-MED
パケットを送信する場合に、音声 QoS 設定を使用して応答するように設定されます。MED
をサポートするデバイスは、LLDP-MED 応答で受け取った CoS/802.1p 値および DSCP 値
と同じ値を使用して音声トラフィックを送信します。

ユーザは、音声 VLAN と LLDP-MED の間の自動更新を無効にしたり、独自のネットワーク
ポリシーを使用したりできます。

OUI モードでは、スイッチで OUI に基づく音声トラフィックのマッピングおよびリマーキン
グ（CoS/802.1p）を追加設定できます。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスが CoS/802.1p 信頼モードです。   スイッチは、
音声ストリームで見つかった CoS/802.1p 値に基づいて Quality of Service を適用しま
す。自動音声 VLAN の場合は、拡張 QoS を使用して音声ストリームの値をオーバーライド
できます。   テレフォニー OUI 音声ストリームでは、QoS をオーバーライドできます。また、
希望の CoS/802.1p 値を指定し、[テレフォニー OUI] のリマーキング オプションを使用す
ることで、必要に応じて音声ストリームの 802.1p をリマークできます。

音声 VLAN の制限事項

次のような制限事項があります。

• 音声 VLAN は 1 つしかサポートされません。

• 音声 VLAN として定義された VLAN は削除できません。
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テレフォニー OUI の場合は、さらに次の制限事項が適用されます。

• 音声 VLAN は VLAN1（デフォルト VLAN）にできません。

• 音声 VLAN は Smartport を有効にできません。

• 音声 VLAN は Dynamic VLAN assignment（DVA; ダイナミック VLAN 割り当て）
をサポートできません。

• 現在の音声 VLAN に候補ポートがない場合のみ、新しい VLAN ID を音声 VLAN に
設定できます。

• 音声 VLAN モードが OUI の場合、音声 VLAN はゲスト VLAN にできません。音声
VLAN モードが自動の場合、音声 VLAN はゲスト VLAN にできます。

• 候補ポートのインターフェイス VLAN は、一般モードまたはトランク モードである
必要があります。

• 音声 VLAN の QoS 決定は、ポリシー /ACL QoS 決定以外のその他の QoS 決定よ
り優先されます。

• 音声 VLAN の QoS は、音声 VLAN に参加している候補ポートとスタティック ポー
トに適用されます。

• 音声フローは、MAC アドレスが Forwarding Database（FDB; 転送データベース）
により学習できる場合に受け入れられます （FDB に空きスペースがない場合、アク
ションは発生しません）。

音声 VLAN を設定する手順

自動音声 VLAN、Auto Smartport、CDP、および LLDP のスイッチ デフォルト コンフィ
ギュレーションは、大半の音声展開シナリオに対応します。   ここでは、デフォルト コンフィ
ギュレーションが適用されないときに音声 VLAN を展開する方法について説明します。

ワークフロー 1：自動音声 VLAN を設定するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [音声VLAN] > [プロパティ ] ページを開きます。

ステップ  2 音声 VLAN ID を選択します。VLAN ID 1 には設定できません（ダイナミック音声 VLAN の
場合、この手順は必要ありません）。

ステップ  3 [ダイナミック音声VLAN] を [自動音声VLANを有効にする ] に設定します。

ステップ  4 [自動音声VLANのアクティブ化 ] 方式を選択します。

（注）デバイスが現在テレフォニー OUI モードの場合は、無効にしてから自動音声 
VLAN を設定する必要があります。
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ステップ  5 [適用 ] をクリックします。

ステップ  6「Smartport の共通タスク」の説明に従って、Smartport を設定します。

ステップ  7「LLDP の設定」および「CDP の設定」の説明に従って、LLDP/CDP を設定します。

ステップ  8 [Smartport] > [インターフェイス設定 ] ページで、関連ポートで Smartport 機能を有効に
します。

ワークフロー 2：テレフォニー OUI 方式を設定するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [音声VLAN] > [プロパティ ] ページを開きます。[ダイナミック音声VLAN]
を [テレフォニー OUIを有効にする ] に設定します。

（注）デバイスが現在自動音声 VLAN モードの場合は、無効にしてからテレフォニー 
OUI を有効にする必要があります。

ステップ  2 [テレフォニーOUI] ページでテレフォニー OUI を設定します。

ステップ  3 [テレフォニーOUIインターフェイス ] ページでポートのテレフォニー OUI VLAN メンバ
シップを設定します。

音声 VLAN の設定

ここでは、音声 VLAN の設定方法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• 「音声 VLAN プロパティの設定」

• 「自動音声 VLAN 設定の表示」

• 「テレフォニー OUI の設定」

音声 VLAN プロパティの設定

音声 VLAN の [プロパティ ] ページで次の操作を行います。

• 音声 VLAN の現在の設定内容を表示します。

• 音声 VLAN の VLAN ID を設定します。

• 音声 VLAN の QoS を設定します。

• 音声 VLAN モード（テレフォニー OUI または自動音声 VLAN）を設定します。

• 自動音声 VLAN がトリガーされる方法を設定します。
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音声 VLAN プロパティを表示および設定するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [音声VLAN] > [プロパティ ] の順にクリックします。[プロパティ ] ページが
開きます。

• スイッチで設定された音声 VLAN 設定は、[音声VLAN設定 ] の [管理ステータス ] ブ
ロックに表示されます。

• 音声 VLAN 展開に実際に適用されている音声 VLAN 設定は、[音声VLAN設定 ] の [動
作ステータス ] ブロックに表示されます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [音声VLAN ID]：音声 VLAN にする VLAN を入力します。

（注）音声 VLAN ID、CoS/802.1p、DSCP のすべてまたはいずれかを変更すると、
スイッチは、スタティック音声 VLAN として管理音声 VLAN をアドバタイズしま
す。外部音声 VLAN でトリガーされる [自動音声VLANのアクティブ化 ] オプション
を選択した場合は、デフォルト値を維持する必要があります。

• [CoS/802.1p]：音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED で使用される CoS/
802.1p 値を選択します。詳細については、[各種管理 ] > [ディスカバリ ] > [LLDP] > 
[LLDP MEDネットワークポリシー ] を参照してください。

• [DSCP]：音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED で使用される DSCP 値を
選択します。詳細については、[各種管理 ] > [ディスカバリ ] > [LLDP] > [LLDP MED
ネットワークポリシー ] を参照してください。

• [ダイナミック音声VLAN]：次のいずれかの方法で音声 VLAN 機能を無効または有
効にするにはこのフィールドを選択します。

- [自動音声VLANを有効にする ]：ダイナミック音声 VLAN を自動音声 VLAN モー
ドで有効にします。

- [テレフォニーOUIを有効にする ]：ダイナミック音声 VLAN をテレフォニー OUI 
モードで有効にします。

- [無効 ]：自動音声 VLAN またはテレフォニー OUI を無効にします。

• [自動音声VLANのアクティブ化 ]：自動音声 VLAN が有効な場合は、自動音声 
VLAN をアクティブ化するために、次のいずれかのオプションを選択します。

- [即時 ]：有効な場合は、直ちにスイッチで自動音声 VLAN がアクティブになり、
動作状態になります。

- [外部の音声VLANトリガーの使用 ]：スイッチが音声 VLAN をアドバタイズする
デバイスを検出した場合だけ、スイッチで自動音声 VLAN がアクティブになり、
動作状態になります。
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（注）音声 VLAN ID、CoS/802.1p、DSCP のすべてまたはいずれかを手動でデ
フォルト値から再設定すると、外部ソースから学習した自動音声 VLAN よりもプラ
イオリティが高いスタティック音声 VLAN になります。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。VLAN のプロパティは、実行コンフィギュレーション ファイルに
書き込まれます。

自動音声 VLAN 設定の表示

自動音声 VLAN モードが有効な場合は、[自動音声VLAN] ページを使用して、関連のグロー
バル パラメータおよびインターフェイス パラメータを表示します。

このページを使用すれば、[自動音声VLANの再起動 ] をクリックして自動音声 VLAN を手動
で再起動することもできます。少し待った後、音声 VLAN はデフォルト音声 VLAN にリセッ
トされ、LAN 内の自動音声 VLAN 対応スイッチすべてで自動音声 VLAN 検出および同期化
プロセスが再起動します。

（注） [ソースタイプ ] が非アクティブ状態の場合は、音声 VLAN からデフォルト音声 VLAN への
リセットのみが行われます。

自動音声 VLAN パラメータを表示するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [音声VLAN] > [自動音声VLAN] の順にクリックします。[自動音声VLAN]
ページが開きます。

このページの動作状態ブロックに、現在の音声 VLAN およびそのソースに関する情報が表
示されます。

• [自動音声VLANステータス ]：自動音声 VLAN が有効かどうかを表示します。

• [音声VLAN ID]：現在の音声 VLAN の ID。

• [ソースタイプ ]：音声 VLAN がルート スイッチによって検出されるソースのタイプ
を表示します。

• [CoS/802.1p]：音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED で使用される CoS/
802.1p 値を表示します。

• [DSCP]：音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED で使用される DSCP 値を
表示します。

• [ルートスイッチMACアドレス ]：自動音声 VLAN ルート デバイスの MAC アドレ
ス。ルート デバイスは、この音声 VLAN の学習元となった音声 VLAN によって検出
または設定されたものです。
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• [スイッチMACアドレス ]：スイッチのベース MAC アドレス。デバイスの [スイッチ
MACアドレス ] が [ルートスイッチMACアドレス ] である場合、そのデバイスは自
動音声 VLAN ルート デバイスです。

• [音声VLAN ID変更時刻 ]：音声 VLAN が更新された最後の時刻。

ステップ  2 [自動音声VLANの再起動 ] をクリックして、音声 VLAN をデフォルト音声 VLAN にリセッ
トし、LAN 内の自動音声 VLAN 対応スイッチすべてで自動音声 VLAN 検出を再起動します。

[音声VLANローカルテーブル ] には、ローカル音声 VLAN コンフィギュレーション、およ
びネイバーデバイスに直接接続されてアドバタイズされた音声 VLAN コンフィギュレー
ションが含まれます。

ポートごとに、[ベストローカルソース ] が次のように示されます。

• [はい ]：スイッチはこの音声 VLAN を使用して他の自動音声 VLAN 対応スイッチと
同期化します。この音声 VLAN は、よりプライオリティの高いソースが検出される
まで、音声 VLAN ネットワークの音声 VLAN になります。   ベスト ローカル ソース
になるローカル ソースは 1 つだけです。

• [いいえ ]：これはベスト ローカル ソースではありません。

ステップ  3 ページの情報を更新するには、[更新 ] をクリックします。

テレフォニー OUI の設定

OUI は、Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated（IEEE; 電気電
子学会）登録機関により割り当てられます。IP 電話製造元数には制限があり、既知のものな
ので、既知の OUI 値を使用すると、関連フレームおよびそのフレームを受信するポートは自
動的に音声 VLAN に割り当てられます。

OUI グローバル テーブルには最大 128 OUI まで格納できます。

この項で説明する内容は次のとおりです。

• テレフォニー OUI テーブルへの OUI の追加

• OUI に基づいた音声 VLAN へのインターフェイスの追加

テレフォニー OUI テーブルへの OUI の追加

[テレフォニーOUI] ページを使用して、テレフォニー OUI QoS プロパティを設定します。
また、自動メンバシップ エージング タイムを設定することもできます。テレフォニー アク
ティビティがないまま指定した時間が経過すると、ポートは音声 VLAN から削除されます。

[テレフォニーOUI] ページを使用して、既存の OUI を表示し、新しい OUI を追加します。
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テレフォニー OUI を設定したり新しい音声 VLAN OUI を追加したりするには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [音声VLAN] > [テレフォニーOUI] の順にクリックします。[テレフォニー
OUI] ページが開きます。

[テレフォニーOUI] ページに次のフィールドが表示されます。

• [テレフォニーOUI動作ステータス ]：OUI が音声トラフィックの識別に使用されて
いるかどうかを表示します。

• [CoS/802.1p]：音声トラフィックに割り当てる CoS キューを選択します。

• [CoS/802.1pのリマーク ]：出トラフィックをリマークするかどうかを選択します。

• [自動メンバシップエージングタイム ]：ポートで検出された電話の MAC アドレスす
べてが期限切れになった後、音声 VLAN からそのポートを削除するまでの遅延時間
を入力します。

ステップ  2 [適用 ] をクリックして、スイッチの実行コンフィギュレーションをこれらの値で更新します。

テレフォニー OUI テーブルが表示されます。

• [テレフォニーOUI]：OUI 用に予約されている MAC アドレスの最初の 6 桁。

• [説明 ]：ユーザが割り当てた OUI の説明。

ステップ  3 [デフォルトOUIの復元 ] をクリックすると、ユーザが作成した OUI はすべて削除され、テー
ブル内のデフォルト OUI のみが残されます。

OUI をすべて削除するには、一番上のチェックボックスを選択します。すべての OUI が選
択されるので、[削除 ] をクリックしてすべて削除できます。その後 [デフォルトOUIの復元 ] 
をクリックすると、既知の OUI が復元されます。

ステップ  4 OUI を新規に追加するには、[追加 ] をクリックします。[テレフォニーOUIの追加 ] ページが
開きます。

ステップ  5 次のフィールドに値を入力します。

• [テレフォニーOUI]：新しい OUI を入力します。

• [説明 ]：OUI 名を入力します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。OUI がテレフォニー OUI テーブルに追加されます。
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OUI に基づいた音声 VLAN へのインターフェイスの追加

QoS アトリビュートは、つぎのいずれかのモードで、音声パケットにポートごとに割り当て
られます。

• [すべて ]：そのインターフェイスで受信され、音声 VLAN に分類されるすべての着
信フレームに、その音声 VLAN に設定されている Quality of Service（QoS）値が
適用されます。

• [テレフォニー送信元MACアドレス ]（SRC）：音声 VLAN に分類され、設定済みテ
レフォニー OUI と一致する送信元 MAC アドレスに OUI が含まれている着信フレー
ムに、その音声 VLAN 用の QoS 値が適用されます。

[テレフォニーOUIインターフェイス ] ページを使用して、OUI ID に基づいて音声 VLAN に
インターフェイスを追加し、音声 VLAN の OUI QoS モードを設定します。

インターフェイスで OUI 情報を設定するには

ステップ 1 [VLAN管理 ] > [音声VLAN] > [テレフォニーOUIインターフェイス ] の順にクリックします。
[テレフォニーOUIインターフェイス ] ページが開きます。

[テレフォニーOUIインターフェイス ] ページには、すべてのインターフェイスの音声 VLAN 
OUI パラメータが表示されます。

ステップ  2 テレフォニー OUI ベースの音声 VLAN の候補ポートとしてインターフェイスを設定するに
は、[編集 ] をクリックします。[インターフェイス設定の編集 ] ページが表示されます。

ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [インターフェイス ]：インターフェイスを選択します。

• [テレフォニーOUI VLANメンバシップ ]：有効にすると、インターフェイスは、テ
レフォニー OUI ベースの音声 VLAN の候補ポートになります。   設定済みテレフォ
ニー OUI のいずれかと一致するパケットが受信されると、ポートは音声 VLAN に追
加されます。

• [音声VLAN QoSモード ]：次のオプションのいずれかを選択します。

- [すべて ]：この音声 VLAN に分類されるすべてのパケットのみに QoS 属性が適
用されます。

- [テレフォニー送信元MACアドレス ]：IP 電話からのパケットのみに QoS 属性が
適用されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。OUI が追加されます。
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STP の設定

このスイッチでは、IEEE802.1D および IEEE802.1Q で規定されている Spanning Tree
Protocol（STP）がデフォルトで有効になっており、Rapid Spanning Tree Protocol
（RSTP）モードになっています。ループの発生を防ぐために一部のリンクをスタンバイ モー
ドに設定することで、レイヤ 2 ブロードキャスト ドメイン上でブロードキャスト ストームが
発生するのを回避できます。スタンバイ モードになっているリンク上では、ユーザ データが
一時的に送信されなくなります。トポロジが変更され、ユーザ データを転送しても問題ない
状態になると、これらのリンクが再度アクティブ化されます。

ここで説明する内容は次のとおりです。

• 「STP の種類」

• 「STP のステータスとグローバル情報の設定」

• 「スパニング ツリー インターフェイス設定の定義」

• 「RSTP の設定」

• 「複数スパニングツリー」

• 「MSTP プロパティの定義」

• 「VLAN の MSTP インスタンスへのマッピング」

• 「MSTP インスタンス設定の定義」

• 「MSTP インターフェイス設定の定義」
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STP の種類

ホスト間に代替ルートが存在する場合、ループが発生します。拡張ネットワーク上でループ
が発生した場合、レイヤ 2 スイッチによってトラフィックが無限に転送されるおそれがあり
ます。この結果、トラフィック量が増大し、ネットワークの効率が低下します。

STP を使用すると、レイヤ 2 スイッチと相互接続リンクがツリー型トポロジになるため、
ネットワーク上のエンド ステーション間に生成されるパスが 1 本のみになり、ループが解消
されます。

このスイッチでサポートされている STP のバージョンは次のとおりです。

• 従来の STPでは、任意の 2 台のエンド ステーション間に生成されるパスが 1 本のみ
になるため、ループが解消されます。

• Rapid STP（RSTP; 高速STP）では、ネットワーク トポロジが検出され、スパニン
グ ツリーが構成されるまでの収束時間が短くなります。ネットワーク トポロジがも
ともとツリー構造になっている場合、RSTP は非常に効果的であり、収束に要する時
間が短くなる可能性があります。RSTP はデフォルトで有効になっています。

従来の STP では、一般的なネットワーク トポロジにおけるレイヤ 2 転送ループは回
避できますが、収束するまでの時間が長すぎる場合があります。つまり、ネットワー
ク上にあるそれぞれのブリッジやスイッチにおいて、各ポート上でトラフィックが順
調に転送されているかどうかを判断する必要があります。

• Multiple STP（MSTP; 多重STP）でレイヤ 2 ループが検出された場合、そのルー
プを解消するため、関連ポートでのトラフィック転送が停止されます。ループはレイ
ヤ 2 ドメイン単位で発生するので、VLAN A ではループが発生しているが VLAN B 
ではループが発生していない、という状況が起こり得ます。どちらの VLAN もポー
ト X 上にあり、ループを解消したい場合、停止する必要のない VLAN B 上のトラ
フィックも含め、ポート X でのトラフィック転送がすべて停止されます。

MSTP を使用すると、複数の STP インスタンスを定義し、各インスタンス内でルー
プを個別に検出して解消することができるため、この問題を解決できます。VLAN を
インスタンスにマッピングすると、各インスタンスはレイヤ 2 ドメインに関連付けら
れます。そのドメイン上でループが検出および解消されます。これにより、たとえば、
ループが発生している VLAN A 上ではポートでのトラフィック転送を停止するが、
ループが発生していない VLAN B 上ではトラフィックの転送を可能にしておくこと
ができます。

MSTP を使用すると、任意の VLAN に割り当てられているパケットを確実に転送で
きます。MSTP は、RSTP に基づいて実行されます。さらに、MSTP では各種の
VLAN に割り当てられたパケットが、別々の Multiple Spanning Tree（MST; 複数
スパニング ツリー）リージョンを介して転送されます。MST リージョンは、1 台の
ブリッジのように動作します。
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STP のステータスとグローバル情報の設定

[STPステータス&グローバル設定 ] ページには、STP、RSTP、または MSTP を有効にす
るためのフィールドがあります。

各モードを設定するには、[STPインターフェイス設定 ] ページ、[RSTPインターフェイス設
定 ] ページ、および [MSTPプロパティ ] ページをそれぞれ使用します。

STP のステータスとグローバル情報を設定するには

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [STPステータス&グローバル設定 ] をクリックします。[STPステー
タス&グローバル設定 ] ページが表示されます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

[グローバル設定 ]：

• [スパニングツリー状態 ]：このスイッチ上で STP を有効にするか無効にするかを選
択します。

• [STP動作モード ]：STP モードを選択します。

• [BPDU処理 ]：ポート上またはスイッチ上で STP が無効になっている場合の BPDU 
パケットの処理方法を選択します。Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ 
プロトコル データ ユニット）は、スパニング ツリー情報を送信する目的で使用され
ます。

- [フィルタリング ]：インターフェイス上で STP が無効になっている場合、BPDU 
パケットはフィルタリングされます。

- [フラッディング ]：インターフェイス上で STP が無効になっている場合、BPDU 
パケットはフラッディングされます。

• [パスコストデフォルト値 ]：STP ポートにデフォルト パス コストを割り当てる際に
使用する方法を選択します。インターフェイスに割り当てられるデフォルトのパス 
コストは、このフィールドで選択した方法によって変わります。

- [ショート ]：ポートのパス コストとして 1 ～ 65,535 の範囲の値を入力します。

- [ロング ]：ポートのパス コストとして 1 ～ 200,000,000 の範囲の値を入力し
ます。
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[ブリッジ設定 ]：

• [プライオリティ ]：ブリッジ プライオリティを入力します。スイッチ間で BPDU が
交換された後、プライオリティ値が最も小さいデバイスがルート ブリッジになりま
す。すべてのスイッチのプライオリティ値が同じである場合は、MAC アドレスに基
づいてルート ブリッジが決まります。このプライオリティ値は、4096 の倍数にして
ください。たとえば、4096、8192、12288 などの値を入力します。

• [ハロータイム ]：ルート ブリッジが設定メッセージを待機する時間を秒数で入力しま
す。1 ～ 10 秒の範囲で入力します。

• [最大経過時間 ]：このスイッチが設定メッセージを待機する時間を秒数で入力しま
す。この時間内に設定メッセージが届かない場合、スイッチ自体の設定情報が再定義
されます。

• [転送遅延 ]：スイッチがラーニング ステートを維持する時間を秒数で入力します。こ
の時間を過ぎると、スイッチからパケットが転送されます。詳細については、「スパ
ニング ツリー インターフェイス設定の定義」を参照してください。

[指定ルート ]：

• [ブリッジ ID]：このスイッチのブリッジ プライオリティ値と MAC アドレスを結合
した値。

• [ルートブリッジ ID]：ルート ブリッジのプライオリティ値と MAC アドレスを結合
した値。

• [ルートポート ]：このスイッチからルート ブリッジまでのコスト パスが最も小さい
ポート （この値は、ブリッジがルートでない場合に重要です）。

• [ルートパスコスト ]：このブリッジからルートまでのパスのコスト。

• [トポロジ変更回数 ]：STP トポロジが今までに変更された回数。

• [最後のトポロジ変更からの経過時間 ]：最後にトポロジが変更されてからの経過時
間。日 /時間 /分 /秒の形式で表示されます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。このとき
STP グローバル設定が使用されます。



STP の設定
スパニング ツリー インターフェイス設定の定義

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 202

13
 

スパニング ツリー インターフェイス設定の定義

[STPインターフェイス設定 ] ページでは、ポート単位の STP 情報を設定すること、および、
代表ブリッジなどの STP によって学習された情報を表示することができます。

このページで指定した情報は、すべての種類の STP プロトコルに適用されます。

インターフェイス単位の STP 情報を設定するには

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [STPインターフェイス設定 ] をクリックします。[STPインターフェ
イス設定 ] ページが表示されます。

ステップ  2 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[インターフェイス設定の編集 ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：STP 情報を設定するポート番号または LAG を選択します。

• [STP]：このポートに対して STP を有効にするか無効にするかを選択します。

• [エッジポート ]：このポートに対してファスト リンクを有効にするか無効にするかを
選択します。ポートに対してファスト リンク モードを有効にした場合、そのポート
はリンクアップすると自動的にフォワーディング状態になります。ファスト リンク
を有効にすると、STP プロトコルにおける収束処理が最適化されます。次のオプ
ションがあります。

- [有効 ]：ファスト リンクを今すぐ有効にします。

- [自動 ]：このポートがアクティブになってから数秒後に、ファスト リンクを有効
にします。この場合、ファスト リンクが有効になる前にループが解消されます。

- [無効 ]：ファスト リンクを無効にします。

• [BPDUガード ]：有効にすると、STP が無効になっている場合、BPDU メッセージ
を受け取り、SNMP トラップが生成されると、ポートはシャットダウンされます。

• [BPDU処理 ]：ポート上またはスイッチ上で STP が無効になっている場合の BPDU 
パケットの処理方法を選択します。Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ 
プロトコル データ ユニット）は、スパニング ツリー情報を送信する目的で使用され
ます。

- [グローバル設定を使用 ]：[STPステータス&グローバル設定 ] ページで定義した設
定の使用を選択します。

- [フィルタリング ]：インターフェイス上で STP が無効になっている場合、BPDU 
パケットはフィルタリングされます。
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- [フラッディング ]：インターフェイス上で STP が無効になっている場合、BPDU 
パケットはフラッディングされます。

• [パスコスト ]：ルート パス コストにおけるこのポートのコストを入力するか、また
は、このシステムによって生成されたデフォルトのコストを使用します。

• [プライオリティ ]：このポートのプライオリティ値を入力します。このスイッチの 2 
つのポートがループに接続されている場合、このプライオリティ値がポートの選択に
影響を及ぼします。0 ～ 240 の範囲の、16 の倍数を入力します。

• [ポート状態 ]：このポートの現在の STP 状態が表示されます。

- [無効 ]：このポートに対して STP は現在無効になっています。トラフィックが転
送され、MAC アドレスが学習されます。

- [ブロッキング ]：このポートは現在ブロックされており、BPDU データ以外のト
ラフィックを転送したり、MAC アドレスを学習したりすることはできません。

- [リスニング ]：このポートはリスニング モードになっています。トラフィックを
転送したり、MAC アドレスを学習したりすることはできません。

- [ラーニング ]：このポートはラーニング モードになっています。トラフィックを
転送することはできませんが、新しい MAC アドレスを学習することはできます。

- [フォワーディング ]：このポートはフォワーディング モードになっています。ト
ラフィックを転送したり、新しい MAC アドレスを学習したりすることができ
ます。

• [代表ブリッジ ID]：代表ブリッジのブリッジ プライオリティ値と MAC アドレスが
表示されます。

• [指定ポート ID]：選択したポートのプライオリティ値とインターフェイスが表示され
ます。

• [指定コスト ]：STP トポロジに属しているポートのコストが表示されます。コスト
が小さいポートは、STP でループが検出されたときにブロックされる可能性が低く
なります。

• [フォワーディングへの移行 ]：このポートがブロッキング状態からフォワーディング
状態に移行した回数が表示されます。

• [速度 ]：このポートの速度が表示されます。

• [LAG]：このポートが所属している LAG が表示されます。ポートが LAG のメンバ
である場合、ポートの設定情報よりも LAG の設定情報が優先されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。インターフェイス設定が修正され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。
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RSTP の設定

RSTP を使用した場合、ネットワーク トポロジが検出され、転送ループが解消されるため、
通常の STP 収束処理がより高速になります。

[RSTPインターフェイス設定 ] ページでは、ポート単位の RSTP 情報を設定できます。この
ページで設定した情報は、グローバル STP モードが RSTP または MSTP に設定されている
場合に有効になります。

RSTP 情報を設定するには

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [STPステータス&グローバル設定 ] をクリックします。[STPステー
タス&グローバル設定 ] ページが表示されます。[高速STP] を有効にします。

ステップ  2 [スパニングツリー ] > [RSTPインターフェイス設定 ] をクリックします。[RSTPインター
フェイス設定 ] ページが開きます。

ステップ  3 ポートを選択します （[プロトコル移行の実行 ] は、テスト対象のブリッジに接続している
ポートを選択した場合にのみ使用可能になります）。

ステップ  4 STP によってリンク相手が検出された場合、[プロトコル移行の実行 ] ボタンをクリックし、
プロトコル移行テストを実行します。このテストにより、まだ STP を使用しているリンク相
手が存在しているかどうか、また、存在する場合は RSTP または MSTP に移行したかどう
かが判明します。リンク相手が STP リンクにまだ存在している場合、引き続き STP を使用
してそのリンク相手と通信します。リンク相手が RSTP に移行した場合は、RSTP を使用し
てそのリンク相手と通信します。リンク相手が MSTP に移行した場合は、MSTP を使用し
てそのリンク相手と通信します。

ステップ  5 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[RSTPインターフェイス設定の編集 ]
ページが表示されます。

ステップ  6 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：RSTP 情報を設定するインターフェイス（ポートまたは LAG）
を指定します。

• [ポイントツーポイント管理ステータス ]：ポイントツーポイント リンクのステータス
を指定します。全二重と定義されているポートは、ポイントツーポイント ポート リ
ンクであると見なされます。

- [有効 ]：RSTP が有効になっている場合、このポートは RSTP エッジ ポートにな
り、通常 2 秒以内にフォワーディング状態に移行します。

- [無効 ]：このポートは、RSTP においてポイントツーポイントとは見なされませ
ん。つまり、このポート上では、STP は高速ではなく通常速度で動作します。
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- [自動 ]：このスイッチのステータスは、RSTP の BPDU によって自動的に決まり
ます。

• [ポイントツーポイント動作ステータス ]：[ポイントツーポイント管理ステータス ] 
フィールドで [自動 ] を選択した場合、ポイントツーポイント リンクの動作ステータ
スが表示されます。

• [ロール ]：STP パスを構成するために、STP によってこのポートに割り当てられて
いるロールが表示されます。表示されるロールは次のとおりです。

- [ルート ]：パケットをルート ブリッジに転送するためのコスト パスが最も低い
ロール。

- [指定 ]：このスイッチを LAN に接続するためのインターフェイス。LAN から
ルート ブリッジまでのコスト パスが最小です。

- [代替 ]：ルート インターフェイスからルート ブリッジへの代替パスに使用され
ます。

- [バックアップ ]：スパニング ツリーのリーフへの指定ポート パスに対するバック
アップ パスに使用されます。バックアップ ロールは、2 つのポートがポイント
ツーポイント リンクによってループに接続されている場合に割り当てられます。
また、バックアップ ロールは、共有セグメントに接続されている箇所が LAN 上
に複数存在する場合にも割り当てられます。

- [無効 ]：このポートはスパニング ツリーに属していません。

• [モード ]：現在のスパニング ツリー モード（従来の STP または RSTP）が表示され
ます。

• [ファストリンク動作ステータス ]：このインターフェイスに対するファスト リンク
（エッジ ポート）のステータス（有効、無効、または自動）が表示されます。表示さ
れる値は次のとおりです。

- [有効 ]：ファスト リンクは有効になっています。

- [無効 ]：ファスト リンクは無効になっています。

- [自動 ]：このインターフェイスがアクティブになってから数秒後に、ファスト リ
ンクが有効になります。

• [ポートステータス ]：このポートの RSTP ステータスが表示されます。

- [無効 ]：このポートに対して STP は現在無効になっています。

- [ブロッキング ]：このポートは現在ブロックされており、トラフィックを転送し
たり、MAC アドレスを学習したりすることはできません。
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- [リスニング ]：このポートはリスニング モードになっています。トラフィックを
転送したり、MAC アドレスを学習したりすることはできません。

- [ラーニング ]：このポートはラーニング モードになっています。トラフィックを
転送することはできませんが、新しい MAC アドレスを学習することはできます。

- [フォワーディング ]：このポートはフォワーディング モードになっています。ト
ラフィックを転送したり、新しい MAC アドレスを学習したりすることができ
ます。

ステップ  7 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

複数スパニングツリー

MSTP を使用した場合、さまざまなロード バランシングを行うことができます。たとえば、
STP インスタンスでポート A をブロックすると同時に、別の STP インスタンスでそのポー
ト A をフォワーディング状態にすることができます。[MSTPプロパティ] ページでは、MSTP
のグローバル情報を設定できます。

MSTP を設定する手順

MSTP を設定するには、次の手順を実行します。

1. 「STP のステータスとグローバル情報の設定」の説明に従って、STP 動作モードを 
MSTP に設定します。

2. MSTP インスタンスを定義します。各 MST インスタンスで計算が実行され、ループの
ないトポロジが形成されます。このトポロジで、インスタンスにマッピングされている 
VLAN 上のパケットがブリッジングされます。「VLAN の MST インスタンスへのマッ
ピング」を参照してください。

3. これらの MST インスタンスに VLAN をマッピングします。これにより、どの VLAN で
どの MST インスタンスがアクティブになるかが決まります。

4. 次の各項の説明に従って MSTP 属性を設定します。

• 「MSTP プロパティの定義」

• 「MSTP インスタンス設定の定義」

• 「VLAN の MSTP インスタンスへのマッピング」
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MSTP プロパティの定義

MSTP を使用する場合、各 VLAN グループに対してスパニング ツリーが設定されます。ま
た、各スパニング ツリー内の 1 つを除くすべての代替パスがブロックされます。MSTP を使
用する場合、複数の MST instance（MSTI; MST インスタンス）を実行可能な MST リー
ジョンを形成できます。複数の MST リージョンを他の STP ブリッジと相互接続するには、
1 つの Common Spanning Tree（CST）を使用します。

MSTP は RSTP ブリッジと完全互換です。つまり、RSTP ブリッジ上では、MSTP の BPDU
は RSTP の BPDU として解釈することができます。RSTP ブリッジとの互換性を確保する
際に、設定変更は不要です。さらに、MST リージョンの外部にある RSTP ブリッジ上で、そ
の MST リージョンが 1 台の RSTP ブリッジとして扱われます。その MST リージョン内に
MSTP ブリッジが何台あるかは関係ありません。

複数台のスイッチを同じ MST リージョンに配置するには、各スイッチの VLAN/MST イ
ンスタンス マッピング、設定リビジョン番号、およびリージョン名を同じにする必要があ
ります。

同じ MST リージョンに配置する各スイッチが、別の MST リージョン内のスイッチによって
分割されることはありません。分割された場合、そのリージョンは 2 つの別々のリージョン
になります。

このマッピングを行うには、[MSTPインスタンスへのVLAN] ページを使用します。

このページの設定情報が適用されるのは、システムの STP モードが MSTP である場合です。

MSTP を設定するには

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [STPステータス&グローバル設定 ] をクリックします。[STPステー
タス&グローバル設定 ] ページが表示されます。[多重STP] を有効にします。

ステップ  2 [スパニングツリー ] > [MSTPプロパティ ] をクリックします。[MSTPプロパティ ] ページ
が表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [リージョン名 ]：MST リージョン名を入力します。

• [リビジョン ]：現在の MST 設定のリビジョンを表す、符号なし 16 ビット数値を入
力します。入力できる値は 0 ～ 65535 です。

• [最大ホップ ]：特定の MST リージョン内における最大ホップ数を入力します。この
ホップ数を超えた BPDU は破棄されます。BPDU が破棄されると、ポート情報が期
限切れになります。入力できる値は 1 ～ 40 です。

• [ISTマスター ]：リージョンのマスターが表示されます。
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ステップ  4 [適用 ] をクリックします。MSTP プロパティが定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

VLAN の MSTP インスタンスへのマッピング 

[MSTPインスタンスへのVLAN] ページでは、各 VLAN を MST インスタンスにマッピング
できます。複数のスイッチを同じ MST リージョンに配置するには、各スイッチの VLAN と
MST インスタンスのマッピングを同じにする必要があります。

（注） 複数の VLAN を同じ MST インスタンスにマッピングすることはできますが、1 つの VLAN
を複数の MST インスタンスにマッピングすることはできません。

このページ（およびすべての MSTP 関連ページ）で設定した情報は、システムの STP モー
ドが MSTP である場合に適用されます。

Cisco Small Business 300 シリーズ スイッチ上で定義できる MST インスタンスは、イン
スタンス 0 の他に最大 7 個（1 ～ 7 個で事前定義済み）です。MST インスタンスに明示的
にマッピングされていない VLAN は、Core and Internal Spanning Tree（CIST）インス
タンスに自動マッピングされます。CIST インスタンスは MST インスタンス 0 です。

MST インスタンスに VLAN をマッピングするには 

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [MSTPインスタンスへのVLAN] をクリックします。[MSTPインス
タンスへのVLAN] ページが表示されます。

[MSTPインスタンスへのVLAN] ページにあるフィールドは次のとおりです。 

• [MSTPインスタンス ID]：すべての MST インスタンスが表示されます。

• [VLAN]：各 MST インスタンスにマッピングされているすべての VLAN が表示され
ます。

ステップ  2 MST インスタンスに VLAN をマッピングするには、その MST インスタンスを選択し、[編
集 ] をクリックします。[VLANへのMSTPインスタンスの編集 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [MSTPインスタンス ID]：MST インスタンスを選択します。

• [VLAN]：この MST インスタンスにマッピングする VLAN を指定します。

• [アクション ]：MST インスタンスに VLAN をマッピングする場合は、[追加 ] を選択
します。MST インスタンスと VLAN のマッピングを解除する場合は、[削除 ] を選択
します。
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ステップ  4 [適用 ] をクリックします。MST インスタンスと VLAN のマッピングが定義され、実行コン
フィギュレーション ファイルが更新されます。

MSTP インスタンス設定の定義

[MSTPインスタンス設定 ] ページでは、各 MST インスタンスの情報を設定および表示でき
ます。このページの情報は、「STP のステータスとグローバル情報の設定」とインスタンス
単位では同じです。

MSTP インスタンスを設定するには

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [MSTPインスタンス設定 ] をクリックします。[MSTPインスタンス
設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [インスタンス ID]：情報を表示および設定する MST インスタンスを選択します。

• [含まれるVLAN]：この MST インスタンスにマッピングされている VLAN が一覧表
示されます。デフォルトのマッピングでは、すべての VLAN が CIST インスタンス
（インスタンス 0）にマッピングされます。

• [ブリッジプライオリティ ]：この MST インスタンスに対するこのブリッジのプライ
オリティを入力します。

• [代表ルートブリッジ ID]：この MST インスタンスに対するルート ブリッジのプライ
オリティ値と MAC アドレスが表示されます。

• [ルートポート ]：選択したインスタンスのルート ポートが表示されます。

• [ルートパスコスト ]：選択したインスタンスのルート パス コストが表示されます。

• [ブリッジ ID]：選択したインスタンスに対する、このスイッチのブリッジ プライオ
リティと MAC アドレスが表示されます。

• [残存ホップ ]：次の宛先までの間に残っているホップの数が表示されます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。MST インスタンス設定が定義され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。
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MSTP インターフェイス設定の定義

[MSTPインターフェイス設定 ] ページでは、各 MST インスタンスに対するポート MSTP 設
定情報を設定したり、各 MST インスタンスにおける代表ブリッジなど、現在学習されてい
る情報を表示したりすることができます。

MST インスタンス内のポートを設定するには

ステップ 1 [スパニングツリー ] > [MSTPインターフェイス設定 ] をクリックします。[MSTPインター
フェイス設定 ] ページが表示されます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [インスタンスが次に等しい ]：設定する MSTP インスタンスを選択します。

• [インターフェイスタイプが次に等しい ]：ポートまたは LAG のどちらのリストを表
示するかを選択します。

この MST インスタンス内のこのインターフェイスに対する MSTP 情報が表示されます。

ステップ  3 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[インターフェイス設定の編集 ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [インスタンス ID]：設定する MST インスタンスを選択します。

• [インターフェイス ]：MST インスタンスを定義するためのインターフェイスを選択
します。

• [インターフェイスプライオリティ ]：このインターフェイスおよび MST インスタン
スに対するポート プライオリティを 入力します。

• [パスコスト ]：ルート パス コストにおけるこのポートのコストを入力するか、また
は、デフォルト値を使用します。ルート パス コストは、指定した MST インスタン
スのルート ブリッジに対するスイッチのコストです。

• [ポート状態 ]：特定の MST インスタンス内の特定のポートの MSTP ステータスが
表示されます。表示される値は次のとおりです。

- [無効 ]：STP は現在無効になっています。

- [ブロッキング ]：このインスタンス内のポートは現在ブロックされており、
BPDU データ以外のトラフィックを転送したり、MAC アドレスを学習したりす
ることはできません。

- [リスニング ]：このインスタンス内のポートはリスニング モードになっています。
トラフィックを転送したり、MAC アドレスを学習したりすることはできません。
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- [ラーニング ]：このインスタンス内のポートはラーニング モードになっています。
トラフィックを転送することはできませんが、新しい MAC アドレスを学習する
ことはできます。

- [フォワーディング ]：このインスタンス内のポートはフォワーディング モードに
なっています。トラフィックを転送したり、新しい MAC アドレスを学習したり
することができます。

• [ポートロール ]：STP パスを形成するために MSTP アルゴリズムによって割り当て
られている、ポートごと、またはインスタンスごとの LAG のポート ロールまたは 
LAG ロールが表示されます。

- [ルート ]：このインターフェイス上でルート デバイスにパケットを転送すると、
パス コストが最小になります。

- [指定 ]：ブリッジを LAN に接続するためのインターフェイスで、LAN からこの 
MST インスタンスのルート ブリッジまでのルート パス コストが最小になります。

- [代替 ]：ルート インターフェイスからルート デバイスへの代替パスに使用され
ます。

- [バックアップ ]：スパニング ツリーのリーフへの指定ポート パスに対するバック
アップ パスに使用されます。バックアップ ロールは、2 つのポートがポイント
ツーポイント リンクによってループに接続されている場合に割り当てられます。
また、バックアップ ロールは、共有セグメントに接続されている箇所が LAN 上
に複数存在する場合にも割り当てられます。

- [無効 ]：このインターフェイスはスパニング ツリーに属してしません。

• [モード ]：現在のスパニング ツリー モードが表示されます。

- [従来の STP]：このポートで従来の STP が有効になっています。

- [高速STP]：このポートで RSTP が有効になっています。

- [MSTP]：このポートで MSTP が有効になっています。

• [タイプ ]：このポートの MST タイプが表示されます。

- [境界 ]：境界ポートは、MST ブリッジと外部の MST リージョンを接続します。
このポートが境界ポートである場合、リンクの相手側デバイスが RSTP モードま
たは STP モードで動作していることを意味します。

- [内部 ]：このポートは内部ポートです。

• [代表ブリッジ ID]：リンクまたは共有 LAN をルートに接続するためのブリッジ ID が
表示されます。
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• [指定ポート ID]：リンクまたは共有 LAN をルートに接続している代表ブリッジの
ポート ID が表示されます。

• [指定コスト ]：STP トポロジに属しているポートのコストが表示されます。コスト
が小さいポートは、STP でループが検出されたときにブロックされる可能性が低く
なります。

• [残存ホップ ]：次の宛先までの間に残っているホップの数が表示されます。

• [フォワーディングへの移行 ]：このポートがフォワーディング状態からブロッキング
状態に移行した回数が表示されます。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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MAC アドレス テーブルの管理

MAC アドレスは、スタティック アドレス テーブルまたはダイナミック アドレス テーブル
に、VLAN 情報およびポート情報と共に格納されます。スタティック アドレスは、スタティッ
ク アドレス テーブルにユーザによって設定され、期限切れが発生しないアドレスです。ス
イッチに到着したパケット内の MAC アドレスは、一定期間ダイナミック アドレス テーブル
に置かれます。同じ送信元 MAC アドレスの別のフレームが有効期限内にスイッチに到着し
ない場合、このエントリはテーブルから削除されます。

フレームがスイッチに到着すると、スイッチは、スタティックまたはダイナミック テーブル
エントリに一致する MAC アドレスがないか検索します。一致する MAC アドレスがあれば、
そのフレームは、テーブルの検索結果に基づいて、指定のポートで出力するようにマークさ
れます。テーブルになかった宛先 MAC アドレスを持つフレームは、関連 VLAN の全ポート
にフラッディングされます。これらのフレームは、不明なユニキャスト フレームと呼ばれ
ます。

このスイッチは、最大 8,000 のスタティック MAC アドレスとダイナミック MAC アドレス
をサポートします。

ここでは、スタティック MAC アドレス テーブルおよびダイナミック MAC アドレス テーブ
ルの定義について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• 「スタティック MAC アドレスの設定」

• 「ダイナミック MAC アドレス」

• 「予約 MAC アドレスの定義」
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スタティック MAC アドレスの設定

スタティック アドレスは、スイッチ上で特定のインターフェイスと VLAN に割り当てること
ができます。これらのアドレスは、割り当て済みインターフェイスにバインドされます。ス
タティック アドレスが別のインターフェイスで見つかった場合、このアドレスは無視され、
アドレス テーブルに書き込まれません。

[スタティックアドレス ] ページでは、静的に設定された MAC アドレスを表示したり、新し
いスタティック MAC アドレスを作成することができます。

スタティック アドレスを定義するには

ステップ 1 [MACアドレステーブル ] > [スタティックアドレス ] の順にクリックします。[スタティック
アドレス ] ページが開きます。

[スタティックアドレス ] ページには、定義されたスタティック アドレスが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[スタティックアドレスの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [VLAN ID]：ポートに対して VLAN ID を選択します。

• [MACアドレス ]：インターフェイス MAC アドレスを入力します。

• [インターフェイス ]：エントリに対してインターフェイス（ポートまたは LAG）を
選択します。

• [ステータス ]：エントリの処理方法を選択します。次のオプションがあります。

- [固定 ]：スタティック MAC アドレスは期限切れでテーブルから削除されること
がなく、スタートアップ コンフィギュレーションに保存されると、リブート後も
保持されます。

- [リセット時に削除 ]：スタティック MAC アドレスは期限切れによりテーブルか
ら削除されることはありません。

- [タイムアウト時に削除 ]：期限が切れると、アドレスは削除されます。

- [セキュア ]：インターフェイスが従来のロック モードであれば MAC アドレスは
セキュリティで保護されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。新しいエントリがテーブルに作成されます。
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ダイナミック MAC アドレス

ダイナミック アドレス テーブルには、スイッチに入ってくるトラフィックのソース アドレス
を監視することにより取得される MAC アドレスが含まれます。着信トラフィックの宛先ア
ドレスがデータベース内にあれば、そのアドレスへのパケットは、関連付けられているポー
トに直接転送されます。データベース内にない場合は、トラフィックはそのフレームの VLAN
に含まれるすべてのポートにフラッディングされます。

ブリッジング テーブルがオーバーフローしないようにし、新しいアドレスのための余地を空
けておくために、一定期間ダイナミック MAC アドレスからのトラフィックがない場合、そ
のアドレスはブリッジング テーブルから削除されます。この期間がエージング間隔になりま
す。具体的な時間は [ダイナミックアドレス設定 ] ページで設定します。

ダイナミック アドレスは、[ダイナミックアドレス ] ページで照会できます。

ダイナミック MAC アドレスの設定

ダイナミック MAC アドレスの設定

ダイナミック アドレスのエージング間隔を設定するには

ステップ 1 [MACアドレステーブル ] > [ダイナミックアドレス設定 ] の順にクリックします。[ダイナミッ
クアドレス設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 [エージングタイム ] を入力します。エージング タイムは、ユーザ設定値から、その値の 2 倍
から 1 を引いた値までになります。たとえば、300 秒と入力した場合、エージング タイムは
300 ～ 599 秒になります。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。ダイナミック MAC アドレス テーブルが更新されます。

ダイナミック アドレスの照会

ダイナミック アドレスの照会

すべてのダイナミック アドレスまたはサブセットを表示するには

ステップ 1 [MACアドレステーブル ] > [ダイナミックアドレス ] の順にクリックします。[ダイナミック
アドレス ] ページが開きます。

ステップ  2 [フィルタ ] ブロックに、次のクエリー条件を入力します。

• [VLAN ID]：テーブルに対して照会する VLAN ID を入力します。
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• [MACアドレス ]：テーブルに対して照会する MAC アドレスを入力します。

• [インターフェイス ]：テーブルに対して照会するインターフェイスを選択します。指
定のポートまたは LAG で照会を行うことができます。

• [ダイナミックアドレステーブルソートキー ]：テーブルの分類基準とするフィールド
を入力します。アドレス テーブルは、VLAN ID、MAC アドレス、またはインター
フェイスによって分類できます。

ステップ  3 [ダイナミックアドレステーブルソートキー ] で、アドレス テーブルを分類する際の優先オプ
ションを選択します。テーブル ソートは、表示中のページにのみ影響します。テーブル全体
をソートする機能ではありません。

ステップ  4 [実行 ] をクリックします。ダイナミック MAC アドレス テーブルが照会され、照会結果が表
示されます。

すべてのダイナミック MAC アドレスを削除する場合は、[テーブルのクリア ] をクリックし
ます。

予約 MAC アドレスの定義

スイッチが、予約済み範囲（IEEE 規格による）に所属する宛先 MAC アドレスを使用するフ
レームを受信した場合、そのフレームを破棄またはブリッジングできます。コンフィギュレー
ションは、予約済み MAC アドレス、または次の予約済み MAC アドレスとフレーム タイプ
の組み合わせにより設定できます。

• 予約済み MAC アドレス、フレーム タイプ、および Ethertype for EthertnetV2 フ
レーム タイプ

• 予約済み MAC アドレス、フレーム タイプ、および DSAP-SSAP for LLC フレーム 
タイプ

• 予約済み MAC アドレス、フレーム タイプ、および PID for LLC-SNAP フレーム タ
イプ

予約済み MAC アドレスのエントリを設定するには

ステップ 1 [MACアドレステーブル ] > [予約済みMACアドレス ] の順にクリックします。[予約済み
MACアドレス ] ページが開きます。

このページには、予約済み MAC アドレスが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[予約済みMACアドレスの追加 ] ページが開きます。
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ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [MACアドレス ]：予約する MAC アドレスを選択します。

• [フレームタイム ]：次の条件によりフレーム タイプを選択します。

- [Ethernet V2]：イーサネット V2 パケットに指定の MAC アドレスを適用します。

- [LLC]：Logical Link Control（LLC; 論理リンク制御）パケットに指定の MAC 
アドレスを適用します。

- [LLC-SNAP]：Logical Link Control/Sub-Network Access Protocol（LLC-
SNAP; 論理リンク制御 /サブネット アクセス プロトコル）パケットに指定の 
MAC アドレスを適用します。

- [すべて ]：すべてのパケットに指定の MAC アドレスを適用します。

• [アクション ]：選択された条件と一致する着信パケットに対して実行するアクション
を 1 つ選択します。

- [廃棄 ]：パケットを削除します。

- [ブリッジ ]：VLAN メンバすべてにパケットを転送します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。新しい MAC アドレスが予約されます。
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マルチキャスト転送の設定

ここでは、マルチキャスト転送機能について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• 「マルチキャスト転送」

• 「マルチキャスト プロパティの定義」

• 「MAC グループ アドレスの追加」

• 「IP マルチキャスト グループ アドレスの追加」

• 「IGMP スヌーピングの設定」

• 「MLD スヌーピング」

• 「IGMP/MLD IP マルチキャスト グループ」

• 「マルチキャスト ルータ ポートの定義」

• 「すべてのマルチキャスト転送の定義」

• 「未登録マルチキャスト設定の定義」

マルチキャスト転送

マルチキャスト転送機能を利用すれば、「1 対多」型の情報配信を行うことができます。マル
チキャスト転送が役に立つのは、情報を多数のクライアントに配信する場合です。各クライ
アントは、コンテンツ全体を受信する必要はありません。典型的な用途の 1 つにケーブル テ
レビがあります。ケーブル テレビの場合、クライアントは配信の途中でチャネルの視聴を開
始し、配信が終わる前に視聴をやめることができます。

データは受信対象ポートにのみ送信されます。そのため、リンク上の帯域幅とホスト リソー
スを節約できます。
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IP サブネット上でマルチキャスト転送機能を利用するには、ノードとルータがマルチキャス
トに対応している必要があります。マルチキャスト対応ノードの条件は次のとおりです。

• マルチキャスト パケットを送受信できる。

• そのノードが待ち受けしているマルチキャスト アドレスをローカル ルータに登録で
きる。これにより、ローカル ルータおよびリモート ルータからそのノードにマルチ
キャスト パケットがルーティングされます。

マルチキャスト転送を行うための一般的な構成

マルチキャスト ルータが IP サブネット間でマルチキャスト パケットをルーティングするの
に対し、マルチキャスト対応レイヤ 2 スイッチは、マルチキャスト パケットを LAN 上また
は VLAN 上の登録済みノードに転送します。

マルチキャスト転送を行うための一般的な構成要素は、（a）IP ネットワーク（プライベート
ネットワークまたはパブリック ネットワーク）間でマルチキャスト ストリームを転送する
ルータ、（b）Internet Group Membership Protocol（IGMP）スヌーピング機能または
Multicast Listener Discovery（MLD; マルチキャスト リスナー検出）スヌーピング機能を
備えたスイッチ、（c）マルチキャスト ストリームを受信するマルチキャスト クライアントで
す。この構成では、ルータが IGMP クエリー メッセージを定期的に送信します。

（注） IPv6 で使用される MLD は、IPv4 で使用される IGMP v2 を基に作成された規格です。この
項では主に IGMP について説明していますが、MLD にも当てはまります。

IGMP クエリー メッセージがスイッチに届くと、スイッチは VLAN に IGMP クエリーをフ
ラッディングし、また、マルチキャスト ルータに接続されているポートを学習します。ホス
トは、IGMP クエリー メッセージを受信すると、IGMP 参加メッセージで応答します。この
メッセージは、（特定のソースから）送信された特定のマルチキャスト ストリームを受信した
い、ということを意味します。IGMP スヌーピング機能を備えたスイッチは、IGMP 参加メッ
セージを解析し、そのホストから要求されたマルチキャスト ストリームをこのポートに転送
する必要があるということを学習します。続いて、IGMP 参加メッセージをマルチキャスト
ルータにのみ転送します。マルチキャスト ルータは、IGMP 参加メッセージを受信すると、
スイッチと同様に、受信したインターフェイスを学習します。続いて、要求されたマルチキャ
スト ストリームをそのインターフェイスに送信します。
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マルチキャストの動作

マルチキャストの動作

レイヤ 2 マルチキャスト サービスでは、レイヤ 2 スイッチが、特定のマルチキャスト アド
レス宛のフレームを 1 件受信します。スイッチ上で、各受信対象ポートに送信するため、フ
レームが複製されます。

スイッチ上で IGMP/MLD スヌーピング機能が有効になっている場合、マルチキャスト フ
レームが受信されると、マルチキャスト ストリーム受信ホストが接続されているすべての
ポートに、マルチキャスト フレームが転送されます。これらのポートは、スイッチ上で IGMP
参加メッセージが解析された結果、登録されたものです。

スイッチでは次のいずれかの情報に基づいて、マルチキャスト ストリームが転送されます。

• マルチキャスト MAC グループ アドレス

• IP マルチキャスト グループ アドレス（G） 

• マルチキャスト パケットに格納されている、送信元 IP アドレス（S）と宛先 IP マル
チキャスト グループ アドレス（G）の組み合わせ 

各 VLAN に対して、これらの情報をいずれか 1 つ設定できます。

システム上では、各 VLAN に対するマルチキャスト グループのリストが保持されており、各
ポートが受信すべきマルチキャスト情報が管理されています。マルチキャスト グループおよ
び受信ポートは、静的（スタティック）に設定することも、IGMP または MLD のプロトコ
ル スヌーピング機能を利用して動的（ダイナミック）に学習させることもできます。

マルチキャスト登録

マルチキャスト登録

マルチキャスト登録とは、マルチキャスト登録プロトコルを待機して、それに応答するプロ
セスのことです。使用可能なプロトコルは、IPv4 の場合は IGMP、IPv6 の場合は MLD です。

スイッチ上で、ある VLAN に対して IGMP/MLD スヌーピング機能が有効になっている場合、
その VLAN から受信した IGMP/MLD パケット、および、ネットワーク上のマルチキャスト
ルータから受信した IGMP/MLD パケットが解析されます。

ホストが IGMP/MLD メッセージを使用して（特定ソースからの）マルチキャスト ストリー
ムを受信するよう登録しているということをスイッチが学習すると、スイッチ上の Multicast
Forwarding Data Base（MFDB; マルチキャスト転送データベース）にその登録情報が追加
されます。
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IGMP/MLD スヌーピング機能を利用した場合、IP ネットワークの帯域幅を大量に使用する
ストリーミング処理において、マルチキャスト トラフィックを大幅に削減できます。IGMP/
MLD スヌーピング機能を利用したスイッチでは、そのマルチキャスト トラフィックの受信対
象であるホストにのみ、マルチキャスト トラフィックが転送されます。各ホストでは、ネッ
トワーク上で発生したすべてのマルチキャスト トラフィックを受信してフィルタリングする
必要がないため、マルチキャスト トラフィックが削減されると、スイッチ上でのパケット処
理量が削減されると共に、各ホストの負荷も軽減されます。

サポートされているバージョンは次のとおりです。

• IGMP v1、v2、v3 

• MLD v1、v2

• 簡易 IGMP スヌーピング クエリア

IGMP クエリアを使用する必要があるのは、特定のサブネット上で IGMP トラフィックを制
御する場合です。一般に、マルチキャスト ルータは IGMP クエリアでもあります。サブネッ
ト上に IGMP クエリアが 2 台以上ある場合、いずれか 1 台の IGMP クエリアがプライマリ
クエリアとして選択されます。

正規の IGMP クエリアが存在する場合、Sx300 をバックアップ IGMP クエリアとして設定
できます。正規の IGMP クエリアが存在しない場合は、Sx300 を IGMP クエリアとして設
定できます。Sx300 には、IGMP クエリアとしての機能がすべて備わっているわけではあり
ません。

このスイッチを IGMP クエリアにした場合、マルチキャスト ルータからの IGMP トラフィッ
ク（クエリー メッセージ）が 60 秒間検出されなかった場合に、このスイッチが IGMP クエ
リアになります。他にも IGMP クエリアが存在する場合、標準的なクエリー選択プロセスに
基づいて、このスイッチが IGMP クエリー メッセージの送信を停止する（または停止しない）
可能性があります。

マルチキャスト アドレスの特徴

マルチキャスト アドレスには次の特徴があります。

• IPv4 のマルチキャスト アドレス範囲は、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。

• IPv6 のマルチキャスト アドレス範囲は、FF00:/8 です。

• IP マルチキャスト グループ アドレスをレイヤ 2 マルチキャスト アドレスにマッピン
グする方法は次のとおりです。

- IPv4 の場合、IPv4 アドレスの下位 23 ビットを 01:00:5e というプレフィクス
の後ろに追加します。標準では、IP アドレスの上位 9 ビットは無視されます。ま
た、マッピングに使用される下位 23 ビットは互いに同じであるため、上位 9 
ビットの値だけが異なる IP アドレスは、同じレイヤ 2 アドレスにマッピングさ
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れます。たとえば、234.129.2.3 は 01:00:5e:01:02:03 というレイヤ 2 マルチ
キャスト グループ アドレスにマッピングされます。最大 32 個の IP マルチキャ
スト グループ アドレスが、同じレイヤ 2 アドレスにマッピングされます。

- IPv6 の場合、IPv6 マルチキャスト アドレスの下位 32 ビットを 33:33 というプ
レフィクスの後ろに追加します。たとえば、IPv6 マルチキャスト アドレス 
FF00:1122:3344 はレイヤ 2 マルチキャスト アドレス 33:33:11:22:33:44 に
マッピングされます。

マルチキャスト プロパティの定義

[プロパティ ] ページでは、ブリッジ マルチキャスト フィルタリングのステータスを設定でき
ます。

デフォルトでは、すべてのマルチキャスト フレームが VLAN のすべてのポートにフラッディ
ングされます。受信対象ポートにのみマルチキャスト フレームを転送し、それ以外のポート
にマルチキャスト フレームを転送しないようにするには、[プロパティ ] ページでブリッジ マ
ルチキャスト フィルタリングを有効にします。

マルチキャスト フィルタリングを有効にした場合、マルチキャスト フレームは、マルチキャ
スト転送データベースに登録されている受信対象 VLAN 上のポートのサブセットに転送さ
れます。マルチキャスト フィルタリングは、すべてのトラフィックに適用されます。デフォ
ルトでは、マルチキャスト トラフィックはすべての受信対象ポートにフラッディングされま
すが、転送先を絞り込むこともできます。

マルチキャスト メンバを表す一般的な方法は、（S,G）表記です。「S」はマルチキャスト ス
トリームの送信元、「G」は IPv4 または IPv6 のグループ アドレスを意味します。あるマル
チキャスト クライアントが、特定のマルチキャスト グループの任意の送信元からのマルチ
キャスト トラフィックを受信できる場合、（*,G）と記述します。

マルチキャスト フレームの転送モードは次のとおりです。

• [MACグループアドレス ]：イーサネット フレーム内の宛先 MAC アドレスに基づい
て転送されます。

（注）前述のとおり、複数の IP マルチキャスト グループ アドレスが 1 つの MAP 
アドレスにマッピングされる可能性があります。つまり、MAC グループ アドレ
スに基づく転送の場合、IP マルチキャスト ストリームが、そのストリームの受信
対象でないポートに転送される可能性があります。
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• [IPグループアドレス ]：IP パケットの宛先 IP アドレスに基づいて転送されます
（*,G）。

• [送信元固有 IPグループアドレス ]：IP パケットの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレ
スの両方に基づいて転送されます（S,G）。

転送モードを選択することにより、スイッチ上でマルチキャスト フローをフィルタリングす
る方法を設定できます。選択項目は、[MACグループアドレス ]、[IPグループアドレス ]、お
よび [送信元固有 IPグループアドレス ] です。

IGMPv3 と MLDv2 では、（S,G）がサポートされていますが、IGMPv1/2 と MLDv1 では、
（*.G）のみがサポートされています。

このスイッチでは、スタティック マルチキャスト グループ アドレスとダイナミック マルチ
キャスト グループ アドレスを合わせて最大 256 個登録できます。

マルチキャスト フィルタリングを有効にしてフォワーディング方式を選択するには 

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [プロパティ ] をクリックします。[プロパティ ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを入力します。

• [ブリッジマルチキャストフィルタリングステータス ]：選択するとフィルタリングが
有効になります。

• [VLAN ID]：フォワーディング方式の設定対象となる VLAN の ID を選択します。

• [IPv6用フォワーディング方式 ]：IPv6 アドレスに対するフォワーディング方式とし
て、MAC グループ アドレス、IP グループ アドレス、送信元固有 IP グループ アドレ
スのいずれかを選択します。

• [IPv4用フォワーディング方式 ]：IPv4 アドレスに対するフォワーディング方式とし
て、MAC グループ アドレス、IP グループ アドレス、送信元固有 IP グループ アドレ
スのいずれかを選択します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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MAC グループ アドレスの追加

このスイッチでは、マルチキャスト グループ情報に基づいて、受信されたマルチキャスト ト
ラフィックを転送することができます。マルチキャスト グループ情報は、受信された IGMP/
MLD パケットから生成されるか、または、手動で設定します。この情報は Multicast
Forwarding Database（MFDB; マルチキャスト転送データベース）に格納されます。

MAC グループ アドレスに基づいてマルチキャスト ストリームを転送するように設定されて
いる VLAN からフレームが受信され、また、その宛先アドレスがレイヤ 2 マルチキャスト ア
ドレスである場合、そのフレームは、その MAC グループ アドレスのメンバであるすべての
ポートに転送されます。

[MACグループアドレス ] ページでは、次のことができます。

• 特定の VLAN ID または特定の MAC アドレス グループに関する MFDB の情報を照
会および表示できます。この情報は、IGMP/MLD スヌーピング機能によって動的に
取得されたもの、または手動で設定したものです。

• 宛先 MAC アドレスに基づく静的な転送情報を設定するスタティック エントリを
MFDB に追加したり、エントリを削除したりすることができます。

• 各 VLAN ID および MAC アドレス グループのメンバであるポート /LAG のリストを
表示したり、トラフィックをその VLAN ID および MAC アドレス グループに転送す
るかどうかを設定できます。

転送モードが [IPグループアドレス ] または [送信元固有 IPグループアドレス ] の場合に転送
情報を表示するには、[IPマルチキャストグループアドレス ] ページを使用します。

MAC マルチキャスト グループを定義および表示するには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [MACグループアドレス ] をクリックします。[MACグループアドレス ]
ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [VLAN IDが次に等しい ]：表示するマルチキャスト グループの VLAN ID を選択し
ます。

• [MACグループアドレスが次に等しい ]：表示するマルチキャスト グループの MAC 
アドレスを指定します。MAC グループ アドレスを指定しなかった場合、選択した 
VLAN の MAC グループ アドレスがすべて表示されます。

ステップ  3 [実行 ] をクリックします。MAC マルチキャスト グループが下部に表示されます。

この [MACグループアドレス ] ページと [IPマルチキャストグループアドレス ] ページで作成
されたエントリが表示されます。[IPマルチキャストグループアドレス ] ページで作成された
エントリの場合は、IP アドレスが MAC アドレスに変換されます。
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ステップ  4 スタティック MAC グループ アドレスを追加するため、[追加 ] をクリックします。[MACグ
ループアドレスの追加 ] ページが開きます。

ステップ  5 パラメータを指定します。

• [VLAN ID]：新規に作成するマルチキャスト グループの VLAN ID を指定します。

• [MACグループアドレス ]：新規に作成するマルチキャスト グループの MAC アドレ
スを指定します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。MAC マルチキャスト グループが追加され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

マルチキャスト グループ内のインターフェイスに関する登録情報を設定および表示するに
は、アドレスを選択し、[詳細 ] をクリックします。[MACグループアドレス設定 ] ページが
開きます。

このページにあるフィールドは次のとおりです。

• [VLAN ID]：マルチキャスト グループの VLAN ID。

• [MACグループアドレス ]：マルチキャスト グループの MAC アドレス。

ステップ  7 [フィルタ ] の [インターフェイスタイプ ] メニューで、表示するポートまたは LAG を選択し
ます。

ステップ  8 [実行 ] をクリックし、ポートまたは LAG メンバシップを表示します。

ステップ  9 各インターフェイスをマルチキャスト グループに関連付ける方法を選択します。

• [スタティック ]：このインターフェイスは、スタティック メンバとしてマルチキャス
ト グループに関連付けられています。

• [ダイナミック ]：このインターフェイスは、IGMP/MLD スヌーピングの結果、マル
チキャスト グループに追加されました。

• [禁止 ]：このポートは、この VLAN 上のこのグループへの参加が許可されていませ
ん。

• [なし ]：このポートは現在、この VLAN 上のこのマルチキャスト グループのメンバ
ではありません。

ステップ 10 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

（注）[IPマルチキャストグループアドレス ] ページで作成されたエントリは、選択し
た場合でも、このページでは削除できません。
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IP マルチキャスト グループ アドレスの追加

[IPマルチキャストグループアドレス ] ページは、[MACグループアドレス ] ページに似ていま
すが、マルチキャスト グループが IP アドレスによって識別される点が異なります。

[IPマルチキャストグループアドレス ] ページでは、IP マルチキャスト グループを照会したり
追加したりできます。

IP マルチキャスト グループを定義および表示するには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [IPマルチキャストグループアドレス ] をクリックします。[IPマルチキャ
ストグループアドレス ] ページが開きます。

このページにはスヌーピング機能によって学習された IP マルチキャスト グループ アドレス
が一覧表示されます。

ステップ  2 各フィールドで、フィルタリングに使用される値を指定します。

• [VLAN IDが次に等しい ]：表示するマルチキャスト グループの VLAN ID を選択し
ます。

• [IPバージョンが次に等しい ]：IPv6 または IPv4 を選択します。

• [IPマルチキャストグループアドレスが次に等しい ]：表示するマルチキャスト グ
ループの IP アドレスを指定します。この値は、転送モードが（S,G）の場合にのみ
意味を持ちます。

• [送信元 IPアドレスが次に等しい ]：送信元デバイスの IP アドレスを指定します。転
送モードが（S,G）の場合、送信元 IP アドレスを入力します。この値と IP グループ 
アドレスの組み合わせが、マルチキャスト グループ ID になります。転送モードが
（*.G）の場合、「*」と入力します。これは、マルチキャスト グループが宛先 IP アド
レスでのみ定義されることを意味します。

ステップ  3 [実行 ] をクリックします。結果が下部に表示されます。レイヤ 2 モードのスイッチ上で
Bonjour ディスカバリと IGMP を両方とも有効にしている場合、Bonjour ディスカバリで検
出された IP マルチキャスト アドレスが表示されます。

ステップ  4 スタティック IP マルチキャスト グループ アドレスを追加するため、[追加 ] をクリックしま
す。[IPマルチキャストグループアドレスの追加 ] ページが開きます。

ステップ  5 パラメータを指定します。

• [VLAN ID]：追加するグループの VLAN ID を指定します。

• [IPバージョン ]：IP アドレスのバージョンを選択します。

• [IPマルチキャストグループアドレス ]：新規に作成するマルチキャスト グループの 
IP アドレスを指定します。
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• [送信元固有 ]：このフィールドを選択した場合、このエントリに特定の送信元 IP ア
ドレスを設定すること、および、その送信元 IP アドレスを [送信元 IPアドレス ] 
フィールドで指定することを意味します。このフィールドを選択しなかった場合、こ
のエントリは（*,G）として定義されます。つまり、送信元 IP アドレスが任意である
ことを意味します。

• [送信元 IPアドレス ]：このエントリに設定する送信元 IP アドレスを指定します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。IP マルチキャスト グループが新規に作成され、デバイスが更新さ
れます。

ステップ  7 この IP マルチキャスト グループ アドレスに関する登録情報を設定および表示するため、IP
アドレスを選択し、[詳細 ] をクリックします。[IPマルチキャストインターフェイス設定 ] ペー
ジが開きます。

ウィンドウの上部に、選択された VLAN ID、IP バージョン、IP マルチキャスト グループ ア
ドレス、および送信元 IP アドレスが読み取り専用で表示されます。フィルタ タイプを選択
できます。

• [インターフェイスタイプが次に等しい ]：インターフェイス タイプ（ポートまたは 
LAG）を選択します。

ステップ  8 インターフェイスごとに関連付けタイプを選択します。選択項目は次のとおりです。

• [スタティック ]：このインターフェイスは、スタティック メンバとしてマルチキャス
ト グループに関連付けられています。

• [禁止 ]：このポートは、この VLAN 上のこのグループに参加することを禁じられてい
ます。

• [なし ]：このポートは現在、この VLAN 上のこのマルチキャスト グループのメンバ
ではありません。[スタティック ] または [禁止 ] が選択されるまでは、デフォルトで 
[なし ] が選択されています。

ステップ  9 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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IGMP スヌーピングの設定

IPv4 においてフレームを特定アドレスにのみマルチキャストするには、ブリッジ マルチキャ
スト フィルタリング機能を有効にする（[プロパティ ] ページ）と共に、IGMP スヌーピング
機能をグローバルに、また、各受信対象 VLAN に対して有効にする（[IGMPスヌーピング ]
ページ）必要があります。

追加情報

レイヤ 2 スイッチでは通常、マルチキャスト フレームは受信対象 VLAN のすべてのポート
に転送されます。つまり、フレームはブロードキャストのように扱われます。このスイッチ
では、IGMP スヌーピング機能を有効にすることにより、マルチキャスト受信対象として登
録されているポートにのみマルチキャスト フレームを転送することができます。

（注） このスイッチでは、スタティック VLAN に対してのみ IGMP スヌーピング機能を利用できま
す。ダイナミック VLAN に対して IGMP スヌーピング機能を利用することはできません。

IGMP スヌーピングをグローバル、または特定の VLAN に対して有効にした場合、すべての
IGMP パケットが CPU に転送されます。CPU では着信パケットが解析され、次の情報が特
定されます。

• VLAN 上のマルチキャスト グループへの参加を要求しているポート、および、参加
先の VLAN とマルチキャスト グループ。

• IGMP クエリー メッセージ生成元マルチキャスト ルータに接続しているポート。

• PIM クエリー メッセージ、DVMRP クエリー メッセージ、または IGMP クエリー
メッセージが受信されているポート。

この情報は、[IGMPスヌーピング ] ページに表示されます。

特定のマルチキャスト グループへの参加を要求しているポートから、IGMP 報告メッセージ
が送信されます。このメッセージには、ホストが参加を要求しているマルチキャスト グルー
プが格納されています。この結果、マルチキャスト転送データベースに転送エントリが作成
されます。

マルチキャスト ルータが存在しない環境では、レイヤ 2 マルチキャスト ドメイン内でスヌー
ピングを実行するため、このスイッチの IGMP スヌーピング クエリア機能が利用されます。
このような環境の例としては、ローカル サーバからマルチキャスト コンテンツが提供されて
いるが、そのネットワーク上のルータでマルチキャストがサポートされていない場合などが
考えられます。

IGMP クエリアは、1 つのレイヤ 2 マルチキャスト ドメイン内に 1 台のみ存在している必要
があります。スイッチは、ドメイン内に IGMP クエリアが 2 台以上ある場合、基準に基づい
た IGMP クエリアの選択をサポートしています。
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IGMP クエリアの処理実行間隔は、IGMP スヌーピング対応スイッチの処理実行間隔に合わ
せる必要があります。つまり、IGMP クエリー メッセージの送信間隔を、スヌーピング テー
ブルのエージング タイムに合わせる必要があります。IGMP クエリー メッセージがエージン
グ タイムよりも遅い間隔で送信される場合、メンバ側でマルチキャスト パケットを受信でき
ません。これは、[IGMPスヌーピングの編集 ] ページで設定されます。

IGMP スヌーピングを有効にし、このスイッチを VLAN 上で IGMP スヌーピング クエリア
にするには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [IGMPスヌーピング ] をクリックします。[IGMPスヌーピング ] ページ
が開きます。

ステップ  2 [IGMPスヌーピングステータス ] を有効または無効にします。

IGMP スヌーピングをグローバルで有効にした場合、デバイス上でネットワーク トラフィッ
クが監視され、マルチキャスト トラフィックの受信を要求したホストが特定されます。

スイッチ上で IGMP スヌーピングが実行されるのは、IGMP スヌーピング機能とブリッジ 
マルチキャスト フィルタリング機能が両方とも有効になっている場合だけです。

ステップ  3 VLAN を選択して [編集 ] をクリックします。[IGMPスヌーピングの編集 ] ページが開きます。

IGMP クエリアは、1 つのネットワーク上に 1 台だけ存在している必要があります。このス
イッチでは、基準に基づいた IGMP クエリアがサポートされます。このテーブルの表示値の
一部は、選択された IGMP クエリアから送信されたものです。その他の表示値は、このス
イッチから取得されたものです。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [VLAN ID]：IGMP スヌーピングが定義される VLAN ID を選択します。

• [IGMPスヌーピングステータス ]：選択した VLAN のネットワーク トラフィックの
監視を有効または無効にします。

• [動作 IGMPスヌーピングステータス ]：選択した VLAN に対する IGMP スヌーピン
グの現在のステータスが表示されます。

• [マルチキャストルータポート自動学習 ]：ルータが接続されているポートを自動学習
するかどうかを選択します。

• [クエリーロバストネス ]：このスイッチがクエリアとして選択された場合に使用され
る、ロバストネス変数の値を入力します。

• [動作クエリーロバストネス ]：選択されたクエリアから送信された、ロバストネス変
数の値が表示されます。
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• [クエリー間隔 ]：このスイッチがクエリアとして選択された場合に使用される、一般
クエリーの送信間隔を入力します。

• [動作クエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信された、一般クエリーの送信間隔
（単位：秒）が表示されます。

• [クエリー最大応答間隔 ]：定期的な一般クエリーに格納される最長クエリー応答待機
時間を計算する際に使用される、待機時間を入力します。

• [動作クエリー最大応答間隔 ]：選択された IGMP クエリアから送信された IGMP 全
グループ宛クエリー メッセージに格納されている、最長クエリー応答時待機間が表
示されます。

• [最終メンバクエリーカウンタ ]：このスイッチがクエリアとして選択された場合にお
ける、最終メンバ クエリー メッセージの送信回数（IGMP 特定グループ宛クエリー 
メッセージの回数）を入力します。この値に達すると、このマルチキャスト グルー
プ内にメンバはこれ以上存在しないと見なされます。

• [動作最終メンバクエリーカウンタ ]：選択されたクエリアから送信された、最終メン
バ クエリー カウンタの動作値が表示されます。

• [最終メンバクエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信されたグループ固有の最大
応答時間の値を読み込めない場合に使用される、最大応答遅延の値を入力します。

• [動作最終メンバクエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信された、最終メンバ ク
エリー間隔が表示されます。

• [即時離脱 ]：即時離脱機能を有効にするかどうかを指定します。有効にした場合、あ
るメンバ ポートで IGMP グループ離脱メッセージが受信されたときに、そのメンバ 
ポートへのマルチキャスト ストリームの送信をブロックするまでの時間が短縮され
ます。

• [IGMPクエリアステータス ]：IGMP クエリアを有効にするか無効にするかを指定し
ます。

• [管理クエリア送信元 IPアドレス ]：IGMP クエリアの送信元 IP アドレスを選択しま
す。選択できるのは、VLAN の IP アドレスまたは管理 IP アドレスです。

• [動作クエリア送信元 IPアドレス ]：選択されたクエリアの送信元 IP アドレスが表示
されます。

• [IGMPクエリアバージョン ]：このスイッチがクエリアとして選択された場合に使用
される、IGMP バージョンを選択します。この VLAN 上に、特定の送信元 IP アドレ
スからのフレームをマルチキャスト転送するスイッチまたはマルチキャスト ルータ
が存在する場合は、IGMPv3 を選択します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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MLD スヌーピング

スイッチ上で、ある VLAN に対して IGMP/MLD スヌーピング機能が有効になっている場合、
その VLAN から受信した IGMP/MLD パケット、および、ネットワーク上のマルチキャスト
ルータから受信した IGMP/MLD パケットが、すべて解析されます。

ホストが IGMP/MLD メッセージを使用して（特定ソースからの）マルチキャスト ストリー
ムを受信するよう登録しているということをスイッチが学習すると、スイッチ上のマルチ
キャスト転送データベースにその登録情報が追加されます。

IGMP/MLD スヌーピング機能を利用した場合、IP ネットワークの帯域幅を大量に使用する
ストリーミング処理において、マルチキャスト トラフィックを大幅に削減できます。IGMP/
MLD スヌーピング機能を利用したスイッチでは、そのマルチキャスト トラフィックの受信対
象であるホストにのみ、マルチキャスト トラフィックが転送されます。各ホストでは、ネッ
トワーク上で発生したすべてのマルチキャスト トラフィックを受信してフィルタリングする
必要がないため、マルチキャスト トラフィックが削減されると、スイッチ上でのパケット処
理量が削減されると共に、各ホストの負荷も軽減されます。

サポートされているバージョンは次のとおりです。

• IGMP v1、v2、v3 

• MLD v1、v2

IPv6 においてフレームを特定アドレスにのみマルチキャストするには、ブリッジ マルチキャ
スト フィルタリング機能を有効にすると共に、MLD スヌーピング機能をグローバルに、ま
た、各受信対象 VLAN に対して有効にする必要があります。

（注） このスイッチでは、スタティック VLAN に対してのみ MLD スヌーピング機能を利用できま
す。ダイナミック VLAN に対して MLD スヌーピング機能を利用することはできません。

このスイッチ上では、この MLD スヌーピング機能によってマルチキャスト メンバシップ リ
ストが作成されます。このリストに基づいて、マルチキャスト グループのメンバであるホス
ト ノードが接続されているスイッチ ポートにのみ、マルチキャスト パケットが転送されま
す。なお、このスイッチには MLD クエリア機能はありません。

各ホストからは、MLD プロトコルによって、マルチキャスト セッションへの参加が報告され
ます。
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追加情報

このスイッチでサポートされている MLD スヌーピングのバージョンは次の 2 種類です。

• MLDv1 スヌーピングでは、MLDv1 コントロール パケットが検出され、宛先 IPv6 
マルチキャスト アドレスに基づいてトラフィックのブリッジングが設定されます。

• MLDv2 スヌーピングでは、MLDv2 コントロール パケットが検出され、送信元 IPv6
アドレスと宛先 IPv6 マルチキャスト アドレスに基づいてトラフィックが転送され
ます。

使用される MLD バージョンは、ネットワーク上のマルチキャスト ルータによって選択され
ます。

MLD フレームは、IGMP スヌーピングに似た方法でスヌーピングされます。つまり、スイッ
チによって、各ステーションからマルチキャスト ルータに、また、マルチキャスト ルータか
ら各ステーションに、フレームが転送されます。これにより、スイッチ上で次の情報が特定
されます。

• 特定のマルチキャスト グループへの参加を要求しているステーションが接続されて
いるポート。

• マルチキャスト フレーム送信元のマルチキャスト ルータが接続されているポート。

これらの情報に基づいて、受信対象外ポート（特定のマルチキャスト フレームの受信登録を
しているステーションが接続されていないポート）が、マルチキャスト フレームの転送先か
ら除外されます。

マルチキャスト グループを手動で設定し、MLD スヌーピング機能を有効にしている場合、手
動で設定したマルチキャスト グループとメンバ ポート、および、MLD スヌーピングによっ
て動的に検出されたマルチキャスト グループとメンバ ポートが組み合わされます。システム
を再起動すると、手動で設定した情報だけが保持されます。

MLD スヌーピングを有効にするには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [MLDスヌーピング ] をクリックします。[MLDスヌーピング ] ページが
開きます。

ステップ  2 [MLDスヌーピングステータス ] を有効または無効にします。MLD スヌーピング ステータス
をグローバルで有効にした場合、デバイス上でネットワーク トラフィックが監視され、マル
チキャスト トラフィックの受信を要求したホストが特定されます。スイッチ上で MLD ス
ヌーピングが実行されるのは、MLD スヌーピング機能とブリッジ マルチキャスト フィルタ
リング機能が両方とも有効になっている場合だけです。
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ステップ  3 VLAN を選択して [編集 ] をクリックします。[MLDスヌーピングの編集 ] ページが開きます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [VLAN ID]：VLAN ID を選択します。

• [MLDスヌーピングステータス ]：この VLAN に対して MLD スヌーピングを有効に
するか無効にするかを選択します。ネットワーク トラフィックが監視され、マルチ
キャスト トラフィックの受信を要求したホストが特定されます。スイッチ上で MLD 
スヌーピングが実行されるのは、MLD スヌーピング機能とブリッジ マルチキャスト 
フィルタリング機能が両方とも有効になっている場合だけです。

• [動作MLDスヌーピングステータス ]：選択した VLAN に対する MLD スヌーピング
の現在のステータスが表示されます。

• [マルチキャストルータポート自動学習 ]：マルチキャスト ルータの自動学習を有効に
するか無効にするかを選択します。

• [クエリーロバストネス ]：選択されたクエリアから送信されたメッセージ内にロバス
トネス変数の値がない場合に使用される、ロバストネス変数の値を入力します。

• [動作クエリーロバストネス ]：選択されたクエリアから送信された、ロバストネス変
数の値が表示されます。

• [クエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信されたメッセージ内にクエリー間隔値
がない場合に使用される、クエリー間隔値を入力します。

• [動作クエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信された、一般クエリーの送信間隔
（単位：秒）が表示されます。

• [クエリー最大応答間隔 ]：選択されたクエリアから送信された一般クエリー内に最長
クエリー応答待機時間の値がない場合に使用される、最長クエリー応答待機時間を入
力します。

• [動作クエリー最大応答間隔 ]：一般クエリーに格納される最長クエリー応答待機時間
を計算する際に使用される、待機時間が表示されます。

• [最終メンバクエリーカウンタ ]：選択されたクエリーから送信されたメッセージ内に
最終メンバ クエリーの値がない場合に使用される、最終メンバ クエリー カウンタを
入力します。

• [動作最終メンバクエリーカウンタ ]：選択されたクエリアから送信された、最終メン
バ クエリー カウンタの動作値が表示されます。

• [最終メンバクエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信されたグループ固有の最大
応答時間の値を読み込めない場合に使用される、最大応答遅延の値を入力します。

• [動作最終メンバクエリー間隔 ]：選択されたクエリアから送信された、最終メンバ ク
エリーの送信間隔が表示されます。
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• [即時離脱 ]：即時離脱機能を有効にした場合、メンバ ポートに送信されている不要な 
MLD トラフィックをブロックするまでの時間が短縮されます。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

IGMP/MLD IP マルチキャスト グループ

[IGMP/MLD IPマルチキャストグループ ] ページには、IGMP/MLD メッセージから学習した
IPv4 グループ アドレスと IPv6 グループ アドレスが表示されます。

このページに表示される情報と、[MACグループアドレス ] ページなどに表示される情報は、
異なっている場合があります。たとえば、このシステムが MAC アドレス グループに属して
おり、あるポートが 224.1.1.1 グループおよび 225.1.1.1 グループへの参加を要求している場
合、どちらのグループも同じ MAC マルチキャスト アドレス 01:00:5e:01:01:01 にマッピン
グされます。この場合、MAC マルチキャストのページにはエントリが 1 つしか表示されま
せんが、[IGMP/MLD IPマルチキャストグループ ] ページにはエントリが 2 つ表示されます。

IP マルチキャスト グループを照会するには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [IGMP/MLD IPマルチキャストグループ ] をクリックします。[IGMP/
MLD IPマルチキャストグループ ] ページが開きます。

ステップ  2 検索するスヌーピング グループのタイプ（IGMP または MLD）を指定します。

ステップ  3 次のクエリー フィルタ基準の一部または全部を指定します。

• [グループアドレスが次に等しい ]：照会するマルチキャスト グループの MAC アドレ
スまたは IP アドレスを指定します。

• [送信元アドレスが次に等しい ]：照会する送信元アドレスを指定します。

• [VLAN IDが次に等しい ]：照会する VLAN ID を指定します。

ステップ  4 [実行 ] をクリックします。マルチキャスト グループごとに次のフィールドが表示されます。

• [VLAN]：VLAN ID。

• [グループアドレス ]：マルチキャスト グループの MAC アドレスまたは IP アドレス。

• [送信元アドレス ]：指定したすべてのグループ ポートに対する送信元アドレス。

• [含まれるポート ]：マルチキャスト ストリームの宛先ポートのリスト。

• [除外ポート ]：このグループに含まれないポートのリスト。
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• [互換モード ]：このスイッチで受信された IP グループ アドレスに対するホスト登録
情報の最も古い IGMP/MLD バージョン。

マルチキャスト ルータ ポートの定義

マルチキャスト ルータ ポートとは、マルチキャスト ルータが接続されているポートのことで
す。スイッチにマルチキャスト ルータ ポートが設定されるのは、マルチキャスト ストリーム
と IGMP/MLD 登録メッセージを転送する場合です。マルチキャスト ルータ上でマルチキャ
スト ストリームを順次転送し、登録メッセージを他のサブネットに伝達するには、マルチキャ
スト ルータ ポートを設定する必要があります。

マルチキャスト ルータ ポートの静的な設定、または動的な設定の確認を行うには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [マルチキャストルータポート ] をクリックします。[マルチキャストルー
タポート ] ページが開きます。

ステップ  2 次のクエリー フィルタ基準の一部または全部を指定します。

• [VLAN IDが次に等しい ]：ルータ ポートの VLAN ID を選択します。

• [IPバージョンが次に等しい ]：マルチキャスト ルータでサポートされている IP バー
ジョンを選択します。

• [インターフェイスタイプが次に等しい ]：インターフェイス タイプ（ポートまたは 
LAG）を選択します。

ステップ  3 [実行 ] をクリックします。クエリー基準に一致するインターフェイスが表示されます。

ステップ  4 ポートまたは LAG ごとに関連付けタイプを選択します。選択項目は次のとおりです。

• [スタティック ]：このポートをマルチキャスト ルータ ポートとして静的に設定します。

• [ダイナミック ]：（表示のみ）このポートは、IGMP/MLD クエリー メッセージによっ
て、マルチキャスト ルータ ポートとして動的に設定されています。マルチキャスト 
ルータ ポートの動的学習を有効にするには、[マルチキャスト ] > [IGMPスヌーピン
グ ] ページ、または、[マルチキャスト ] > [MLDスヌーピング ] ページを使用します。

• [禁止 ]：このポートで IGMP/MLD クエリー メッセージが受信された場合でも、この
ポートをマルチキャスト ルータ ポートとして設定しません。このポートに対して
ルータ ポート自動検出が有効になっている場合、設定処理は失敗します。

• [なし ]：このポートは現在マルチキャスト ルータ ポートではありません。

ステップ  5 [適用 ] をクリックし、スイッチを更新します。
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すべてのマルチキャスト転送の定義

[Forward all(すべて転送 )] ページでは、特定の VLAN からのマルチキャスト ストリームを
受信するようポート /LAG を設定したり、その設定内容を表示したりすることができます。こ
の機能を利用するには、[プロパティ ] ページでブリッジ マルチキャスト フィルタリングを有
効にする必要があります。無効にしている場合、すべてのマルチキャスト トラフィックがス
イッチ上のポートにフラッディングされます。

ポートに接続されているデバイスで IGMP または MLD がサポートされていない場合、その
ポートに対して全マルチキャスト転送を静的に（手動で）設定できます。

IGMP/MLD メッセージは、[Forward all(すべて転送 )] と定義されているポートには転送さ
れません。

（注） この設定は、選択した VLAN のメンバであるポートにのみ影響します。

全マルチキャスト転送を設定するには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [Forward all(すべて転送 )] をクリックします。[Forward all(すべて転
送 )] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールド値を指定します。

• [VLAN IDが次に等しい ]：表示するポート /LAG がメンバになっている VLAN の 
ID。

• [インターフェイスタイプが次に等しい ]：インターフェイス タイプ（ポートまたは 
LAG）を選択します。

ステップ  3 [実行 ] をクリックします。すべてのポート /LAG のステータスが表示されます。

ステップ  4 Forward all として設定するポート /LAGを選択します。

• [スタティック ]：このポートではすべてのマルチキャスト ストリームが受信されます。

• [禁止 ]：IGMP/MLD スヌーピングの結果、このポートがマルチキャスト グループに
参加することが示されている場合でも、このポートではマルチキャスト ストリーム
を受信できません。

• [なし ]：このポートは現在、全マルチキャスト転送ポートとして設定されていません。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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未登録マルチキャスト設定の定義

通常、マルチキャスト フレームは VLAN 上のすべてのポートに転送されます。IGMP/MLD
スヌーピングを有効にしている場合、スイッチ上で、マルチキャスト グループが存在してい
るかどうかが学習されます。存在している場合、どのポートがどのマルチキャスト グループ
に参加しているかが監視されます。マルチキャスト グループは、静的に設定することもでき
ます。動的に学習されたマルチキャスト グループ、および、静的に設定されたマルチキャス
ト グループは、登録済みと見なされます。

（登録済みマルチキャスト グループから受信された）マルチキャスト フレームは、そのマル
チキャスト グループに参加しているポートにのみ転送されます。

[登録解除済みマルチキャスト ] ページでは、スイッチ上で認識されていないマルチキャスト
グループ（未登録マルチキャスト グループ）に属するマルチキャスト フレームの処理方法を
設定できます。未登録マルチキャスト フレームは、通常 VLAN 上のすべてのポートに転送さ
れます。

未登録マルチキャスト ストリームを受信またはフィルタリングするポートを選択できます。
この設定は、そのポートがメンバになっているかまたはメンバになる予定のすべての VLAN
に対して有効です。

この機能により、要求したマルチキャスト グループのフレームだけを受信することができま
す。ネットワーク上で送信されているその他のフレームは、受信されません。

未登録マルチキャストを設定するには

ステップ 1 [マルチキャスト ] > [登録解除済みマルチキャスト ] をクリックします。[未登録マルチキャス
ト ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールド値を指定します。

• [インターフェイスタイプが次に等しい ]：すべてのポートまたはすべての LAG を表
示します。

• [ポート ]/[LAG]：ポート ID または LAG ID を表示します。

• [登録解除済みマルチキャスト ]：選択したインターフェイスの転送ステータスが表示
されます。表示される値は次のとおりです。

- [フォワーディング ]：選択したインターフェイスで、未登録マルチキャスト フ
レームのフォワーディングを有効にします。

- [フィルタリング ]：選択したインターフェイスで、未登録マルチキャスト フレー
ムのフィルタリング（拒否）を有効にします。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。設定値が保存され、実行コンフィギュレーション ファイルが更新
されます。
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IP 情報の設定

IP インターフェイスのアドレスは、ユーザが手動で割り当てるか、または、DHCP サーバか
ら自動的に割り当てられます。この章では、スイッチの IP アドレスを割り当てる方法につい
て説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「管理インターフェイスと IP インターフェイス」

• 「IPv4 スタティック ルーティングの定義」

• 「ARP プロキシ機能の有効化」

• 「UDP リレー機能の定義」

• 「DHCP リレー」

• 「ARP の設定」

• 「ドメイン ネーム システム」

管理インターフェイスと IP インターフェイス

このスイッチは、レイヤ 2 モードまたはレイヤ 3 モードで使用できます。

• レイヤ 2 モードの場合、このスイッチはレイヤ 2 VLAN 対応スイッチとして動作し
ます。ルーティング機能は利用できません。

• レイヤ 3 モードの場合は、レイヤ 2 の機能に加えて IP ルーティング機能も利用でき
ます。

レイヤ 3 モードの場合、MAC ベース VLAN、DVA、VLAN 単位レート制限、SYN
レート DoS 保護、拡張 QoS ポリサー の各機能は利用できません。

いずれのモードで動作するスイッチも、アドミニストレーション ガイドの「コンソール メ
ニュー インターフェイス」に説明されているコンソール インターフェイス、または『CLI
Reference Guide』に説明されている CLI で設定できます。
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（注） レイヤ モードを切り替えた場合は、リブートする必要があります、これにより、スイッチの
スタートアップ コンフィギュレーションが削除されます。

以降の各項では、レイヤ 2 モードとレイヤ 3 モードにおける IP アドレス設定の違いについ
て説明します。

レイヤ 2 モードにおける IP アドレス設定

レイヤ 2 モードにおける IP アドレス設定

レイヤ 2 モードの場合、管理 VLAN において、スイッチには IP アドレスを 1 つしか割り当
てることができません。この IP アドレスとデフォルト ゲートウェイは、手動で設定すること
も、DHCP によって設定することもできます。レイヤ 2 モードにおけるスタティック IP ア
ドレスおよびデフォルト ゲートウェイは、[IPv4インターフェイス ] ページで設定します。レ
イヤ 2 モードにおいてデフォルト ゲートウェイが設定されている場合、同じ IP サブネット
上にないデバイスと通信する際、デフォルト ゲートウェイが使用されます。デフォルトでは
VLAN 1 が管理 VLAN ですが、変更することもできます。レイヤ 2 モードで動作していると
きに、スイッチにアクセスするには、そのスイッチの管理 VLAN 経由で、そのスイッチに割
り当てられている IP アドレスに接続します。

出荷時設定では、IP アドレスは DHCP サーバから割り当てられます。つまり、スイッチは
DHCP クライアントとして動作し、起動時にスイッチから DHCP 要求が送信されます。

DHCP サーバから、IP アドレスが含まれている DHCP 応答が受信された場合、スイッチか
ら Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）パケットが送信されま
す。これにより、一意の IP アドレスがスイッチに割り当てられます。「IP アドレスが使用中
である」という内容の DHCP 応答が受信された場合は、スイッチからその DHCP サーバに
DHCPDECLINE メッセージが送信され、続いて、DHCPDISCOVER パケットが再度送信さ
れ、DHCP サーバ検出プロセスがやり直されます。

60 秒以内に DHCP 応答が受信されなかった場合、スイッチから DHCPDISCOVER クエ
リーが引き続き送信されると共に、デフォルトの IP アドレス（192.168.1.254/24）が使用
されます。

同じ IP サブネット上で複数のデバイスによって同じ IP アドレスが使用されている場合、IP
アドレス衝突が発生します。IP アドレス衝突が発生した場合、DHCP サーバ上、または、IP
アドレスがスイッチと衝突するデバイス上、あるいはその両方で、管理作業を行う必要があ
ります。

ダイナミック IP アドレスを使用するように VLAN を設定している場合、DHCP サーバから
スイッチに IP アドレスが割り当てられるまで、スイッチから DHCP 要求が送信され続けま
す。レイヤ 2 モードの場合、管理 VLAN だけにスタティック IP アドレスまたはダイナミッ
ク IP アドレスを割り当てることができます。レイヤ 3 モードの場合は、スイッチ上の最大
32 個のインターフェイス（ポート、LAG、および VLAN）にスタティック IP アドレスまた
はダイナミック IP アドレスを割り当てることができます。これらの IP アドレスが属する IP
サブネットを直接接続 IP サブネットと呼びます。
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このスイッチにおける IP アドレス割り当てルールは次のとおりです。

• レイヤ 2 モードでは、スイッチにスタティック IP アドレスが割り当てられていない
場合、DHCP サーバから応答が受信されるまで、スイッチから DHCP クエリーが送
信され続けます。

• スイッチの IP アドレスが変更された場合、Gratuitous ARP パケットがスイッチから
VLAN に送信され、IP アドレスが衝突していないかどうかが検査されます。このルー
ルは、スイッチの IP アドレスがデフォルト値に戻された場合にも適用されます。

• DHCP サーバから新しい一意の IP アドレスが割り当てられると、システム ステータ
ス LED が緑で点灯します。スタティック IP アドレスを割り当てた場合も、システム
ステータス LED は緑で点灯します。IP アドレス割り当て処理中、および出荷時設定
の IP アドレス（192.168.1.254）が使用されている場合、システム ステータス LED
は点滅します。

• リース期間終了前に DHCPREQUEST メッセージを送信してリース期間を更新しな
ければならない場合、同様のルールが適用されます。

• スタティック IP アドレスも DHCP サーバから割り当てられた IP アドレスも使用で
きない場合、デフォルトの IP アドレスが使用されます。デフォルト以外の IP アドレ
スが使用可能になると、その IP アドレスが自動的に使用されます。デフォルトの IP
アドレスは、常に管理 VLAN 上にあります。

レイヤ 3 モードにおける IP アドレス設定

レイヤ 3 モードにおける IP アドレス設定

レイヤ 3 モードの場合、スイッチに複数の IP アドレスを割り当てることができます。各 IP
アドレスは、特定のポート、LAG、または VLAN に割り当てることができます。IP アドレ
スを割り当てるには、スイッチがレイヤ 3 モードで動作しているときに [IPv4インターフェ
イス ] を使用します。レイヤ 2 モードではスイッチに IP アドレスを 1 つしか割り当てること
ができないため、レイヤ 2 モードよりもレイヤ 3 モードの方がネットワークの柔軟性が高く
なります。レイヤ 3 モードで動作しているスイッチにアクセスするには、各インターフェイ
スに割り当てられているいずれかの IP アドレスに接続します。

レイヤ 3 モードの場合、デフォルト ルートは設定されていません。スイッチをリモート管理
するには、デフォルト ルートを設定する必要があります。DHCP サーバから割り当てられた
デフォルト ゲートウェイは、デフォルト ルートとして保持されます。デフォルト ルートを手
動で設定することもできます。これを定義するには、[IPv4スタティックルート ] ページを使
用します。



IP 情報の設定
管理インターフェイスと IP インターフェイス

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 241

16
 

（注） レイヤ 2 モードからレイヤ 3 モードに切り替えるには、コンソール画面を使用する必要があ
ります。なお、モードを切り替えると、すべての設定情報がデフォルト値に戻ります。コン
ソール インターフェイスの詳細については、「コンソール メニュー インターフェイス」を参
照してください。

このガイドでは、スイッチに設定または割り当てられているすべての IP アドレスを「管理 IP
アドレス」と呼びます。

以降の項では、レイヤ 2 モードとレイヤ 3 モードに共通する設定情報について説明します。

レイヤ 2 モードとレイヤ 3 モードで異なる場合には、それぞれについて表記します。

レイヤ 2 モードでの IPv4 インターフェイスの設定 

Web ベースのスイッチ設定ユーティリティを使用してスイッチを管理するには、IPv4 管理
IP アドレスが設定されており、かつ、その IP アドレスを知っている必要があります。スイッ
チの IP アドレスは、手動で割り当てることも、DHCP サーバから自動的に割り当てることも
できます。

スイッチの IPv4 IP アドレスを割り当てるには

ステップ 1 [各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv4インターフェイス ] をクリックします。[IPv4
インターフェイス ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [管理VLAN]：Telnet または Web GUI を使用してスイッチにアクセスする際に使用
する、管理 VLAN を選択します。VLAN1 がデフォルトの管理 VLAN です。

• [IPアドレスタイプ ]：次のいずれかを選択します。

- [ダイナミック ]：管理 VLAN から DHCP サーバを使用して IP アドレスを割り当
てます。

- [スタティック ]：スタティック IP アドレスを手動で割り当てます。

スタティック IP アドレスを使用する場合は、次の各フィールドの値も指定します。

• [IPアドレス ]：IP アドレスを入力し、次のいずれかのフィールドの値を指定します。

• [マスク ]：このフィールドを選択し、IP アドレス マスクを入力します。

• [プレフィクス長 ]：このフィールドを選択し、IPv4 アドレス プレフィクス長を入力
します。
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• [管理デフォルトゲートウェイ ]：デフォルト ゲートウェイを設定するには、[ユーザ
定義 ] を選択し、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します。インター
フェイスに対してすでに設定されているデフォルト ゲートウェイ IP アドレスを削除
するには、[なし ] を選択します。

• [動作デフォルトゲートウェイ ]：現在のデフォルト ゲートウェイのステータスが表示
されます。

（注）スイッチ上でデフォルト ゲートウェイを設定していない場合、同じ IP サブ
ネット上にないデバイスと通信することはできません。

DHCP サーバから IP アドレスを自動的に割り当てる場合は、次のフィールドを選択します。

• [IPアドレスを今すぐ更新 ]：スイッチのダイナミック IP アドレスは、DHCP サーバ
から割り当てられた後はいつでも更新できます。使用している DHCP サーバの設定
によっては、更新後に新しい IP アドレスが割り当てられることがあります。その場
合、Web ベースのスイッチ設定ユーティリティとの接続が解除されます。

• [DHCP経由の自動コンフィギュレーション ]：自動設定機能のステータスが表示され
ます。DHCP 自動設定機能を設定するには、[各種管理 ] > [ファイル管理 ] > [DHCP
自動コンフィギュレーション ] をクリックします。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。IPv4 インターフェイス設定が定義され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合の IPv4 インターフェイスの設定 

スイッチがレイヤ 3 モードで動作しているときに [IPv4インターフェイス ] ページを使用し
ます。レイヤ 3 モードの場合、スイッチ管理用の IP アドレスを複数個設定すること、およ
び、ルーティング サービスを利用することができます。

IP アドレスは、ポート、LAG、または VLAN に対して割り当てることができます。

スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、スイッチで設定されている直接接続 IP サブ
ネット間でトラフィックがルーティングされます。また、レイヤ 2 モードの場合と同様に、
同じ VLAN 上のデバイス間のトラフィックがブリッジされます。直接接続していないサブ
ネットにルーティングするための IPv4 ルートを追加設定するには、[IPv4スタティックルー
ト ] ページを使用します。

（注）スイッチ ソフトウェアでは、ポートまたは LAG に割り当てられた IP アドレス
ごとに VLAN ID（VID）が 1 つ使用されます。4094 以降の未使用の VID が順に使
用されます。
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IPv4 アドレスを割り当てるには

ステップ 1 [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 ]
をクリックします。[IPv4インターフェイス ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：IP アドレスが割り当てられているインターフェイス。

• [IPアドレスタイプ ]：IP アドレスのタイプ。

- [スタティック ]：手動で入力されたスタティック IP アドレス。

- [DHCP]：DHCP サーバから割り当てられた IP アドレス。

• [IPアドレス ]：このインターフェイスに割り当てられている IP アドレス。

• [マスク ]：設定されている IP アドレス マスク。

• [ステータス ]：IP アドレス重複検査の結果。

- [暫定 ]：IP アドレス重複検査の最終結果がありません。

- [有効 ]：IP アドレス重複検査の結果、重複は検出されませんでした。

- [妥当な重複 ]：IP アドレス重複検査の結果、重複が検出されました。

- [重複 ]：デフォルトの IP アドレスと重複する IP アドレスが検出されました。

- [遅延 ]：起動時に DHCP クライアントが有効な場合は、DHCP アドレスの検出に
時間がかかるため、60 秒間遅れて IP アドレスが割り当てられます。

- [未受信 ]：DHCP アドレスに関係します。DCHP クライアントが検出プロセスを
開始すると、実際のアドレスが取得されるまで、仮の IP アドレス 0.0.0.0 が割り
当てられます。この仮のアドレスのステータスは、「未受信」になります。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[IPインターフェイスの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 次のいずれかのフィールドを選択します。

• [インターフェイス ]：この IP 設定をバインドするインターフェイスのタイプ（[ポー
ト ]、[LAG]、または [VLAN]）を選択し、次に、選択したフィールドのリストでイ
ンターフェイスの値を選択します。

• [IPアドレスタイプ ]：次のいずれかを選択します。

- [ダイナミック IPアドレス ]：DHCP サーバから IP アドレスを自動的に割り当て
ます。

- [スタティック IPアドレス ]：スタティック IP アドレスを手動で入力します。
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ステップ  4 [スタティック IPアドレス ] を選択した場合、このインターフェイスに対する IP アドレスを
入力します。

ステップ  5 この IP アドレスに対するネットワーク マスクまたはプレフィクス長を入力します。

• [ネットワークマスク ]：この IP アドレスに対するマスク。

• [プレフィクス長 ]：IPv4 プレフィクスの長さ。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。IPv4 アドレス設定が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

IPv6 の管理

Internet Protocol version 6（IPv6）は、パケット交換ネットワーク用のネットワーク層プ
ロトコルです。IPv6 は、広く普及している IPv4 の後継プロトコルとして策定されました。

IPv6 ではアドレス長が 32 ビットから 128 ビットに拡張されたので、アドレス割り当ての
柔軟性が大幅に向上しています。IPv6 アドレスは、4 桁の 16 進数のグループ 8 個で記述し
ます（たとえば、FE80:0000:0000:0000:0000:9C00:876A:130B）。すべての桁が 0 であ
るグループを「::」に置き換えた、短縮形で記述することもできます（たとえば、::-
FE80::9C00:876A:130B）。

IPv4 しか使用できないネットワーク上で IPv6 ノードどうしが通信するには、途中でマッピ
ングする技術が必要です。この技術をトンネルと呼びます。トンネルを使用すれば、IPv6 に
しか対応していないホストでも IPv4 サービスを利用できます。また、孤立した IPv6 ホスト
および IPv6 ネットワークが IPv4 インフラストラクチャ上で他の IPv6 ノードと通信でき
ます。

トンネリングでは、ISATAP プロトコルが使用されます。このプロトコルでは、IPv4 ネット
ワークが仮想 IPv6 ローカル リンクとして扱われ、各 IPv4 アドレスがこのローカル リンク
上の IPv6 アドレスにマッピングされます。

このスイッチでは、IPv6 フレームを検出する際、フレームの EtherType が IPv6 であるか
どうかが検査されます。
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IPv6 グローバル情報の設定

[IPv6グローバルコンフィギュレーション ] ページでは、このスイッチから送信される IPv6
ICMP エラー メッセージの頻度を設定します。

IPv6 グローバル情報を設定するには

ステップ 1 レイヤ 2 モードの場合は、[各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6グローバルコンフィ
ギュレーション ] をクリックします。

レイヤ 3 モードの場合は、[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 ] > 
[IPv6グローバルコンフィギュレーション ] をクリックします。

[IPv6グローバルコンフィギュレーション ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [ICMPv6レート制限間隔 ]：最大メッセージ送信件数の単位となる時間を入力します。

• [ICMPv6レート制限バケットサイズ ]：[ICMPv6レート制限間隔 ] で入力した時間内
にスイッチから送信できる ICMP エラー メッセージの最大件数を入力します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。IPv6 グローバル パラメータが定義され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

IPv6 インターフェイス情報の設定

[IPv6インターフェイス ] ページには、スイッチの IPv6 パラメータが表示され、このインター
フェイスを設定できます。IPv6 インターフェイス情報は、ポート、LAG、VLAN、または
ISATAP トンネル インターフェイスに対して設定できます。このスイッチでは、1 つの IPv6
インターフェイスを IPv6 エンド デバイスとして使用できます。

トンネル インターフェイスには、[IPv6トンネル ] で設定した内容に基づいて、IPv6 アドレ
スが割り当てられます。

IPv6 インターフェイス情報を設定するには 

ステップ 1 レイヤ 2 モードの場合は、[各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6インターフェイス ]
をクリックします。 
レイヤ 3 モードの場合は、[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 ] >
[IPv6インターフェイス ] をクリックします。



IP 情報の設定
管理インターフェイスと IP インターフェイス

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 246

16
 

[IPv6インターフェイス ] ページが開きます。

このページには、設定済みの IPv6 インターフェイス情報が一覧表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクックし、IPv6 を有効にする新しいインターフェイスを追加します。

ステップ  3 [IPv6インターフェイスの追加 ] ページが開きます。

ステップ  4 次の値を入力します。

• [IPv6インターフェイス ]：特定のポート、LAG、VLAN、または ISATAP トンネル
を選択します。

• [DAD試行回数 ]：このインターフェイスのユニキャスト IPv6 アドレスに対して 
Duplicate Address Detection（DAD; 重複アドレス検出）処理を実行していると
きに送信する、ネイバー送信要求メッセージの件数を入力します。DAD は、ユニ
キャスト IPv6 アドレスを新規に割り当てる前に、そのアドレスが重複していないか
どうかを検査する処理です。DAD 処理中、新規アドレスは仮割り当て状態になりま
す。「0」を入力した場合、このインターフェイスに対する DAD 処理は無効になりま
す。「1」を入力した場合、メッセージは 1 回だけ送信されます。

• [IPv6アドレス自動コンフィギュレーション ]：IPv6 アドレスをDHCP サーバから自
動的に設定します。この機能を有効にした場合、このインターフェイスで受信された 
IPv6 ルータ アドバタイズメントを基にして、サイト ローカル IPv6 アドレスおよび
グローバル IPv6 アドレスをステートレス方式で自動的に割り当てることができま
す。このスイッチでは、ステートフル方式でアドレスを自動的に割り当てることはで
きません。

• [ICMPv6メッセージの送信 ]：宛先到達不能メッセージを生成します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックし、選択したインターフェイス上での IPv6 処理を有効にします。正規の
IPv6 インターフェイスには、次のアドレスが自動的に割り当てられます。

• リンク ローカル アドレス。インターフェイス ID 部はデバイスの MAC アドレスから
生成され、EUI-64 形式になっています。

• すべてのノード 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。形式は「FF02::1:FFXX:XXXX」です。

ステップ  6 必要があれば、[IPv6アドレステーブル ] をクリックし、インターフェイスに IPv6 アドレス
を手動で割り当てます。このページについては、「IPv6 アドレスを割り当てる手順」で説明
します。
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IPv6 アドレスを割り当てる手順

IPv6 インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てるには

ステップ 1 レイヤ 2 モードの場合は、[各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6アドレス ] をクリッ
クします。
レイヤ 3 モードの場合は、[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 ] >
[IPv6アドレス ] をクリックします。

[IPv6アドレス ] ページが開きます。

ステップ  2 インターフェイス名を選択し、[実行 ] をクリックします。このインターフェイスが [IPv6ア
ドレステーブル ] に表示されます。

ステップ  3 [追加 ] をクリックします。[IPv6アドレスの追加 ] ページが開きます。

ステップ  4 次のフィールドに値を入力します。

• [IPv6インターフェイス ]：フィルタに基づいて IPv6 アドレスが自動生成される、イ
ンターフェイスが表示されます。

• [IPv6アドレスタイプ ]：割り当てる IPv6 アドレスのタイプを選択します。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [IPv6アドレス ]：このスイッチ上で設定できる IPv6 インターフェイスは 1 つです。
インターフェイスには、デフォルトのリンク ローカル アドレスとマルチキャスト ア
ドレスが割り当てられますが、それに加え、受信されたルータ アドバタイズメント
に基づいて、グローバル アドレスが自動的に割り当てられます。1 つのインターフェ
イスに割り当て可能なアドレスは最大 128 個です。各アドレスは、16 ビット値をコ
ロンで区切った 16 進表記で入力する必要があります。

（注）ISATAP トンネル インターフェイスに IPv6 アドレスを直接割り当てることは
できません。

• [プレフィックス長 ]：グローバル IPv6 プレフィクス部の長さ。0 ～ 128 の範囲の値
を入力します。この値は、プレフィクス（アドレスのネットワーク部）を構成する、
アドレスの上位ビットの数を意味します。
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• [EUI-64]：EUI-64 パラメータを使用して、グローバル IPv6 アドレスのインター
フェイス ID 部をスイッチの MAC アドレスから生成する場合に選択します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

IPv6 デフォルト ルータ リストの定義

[IPv6デフォルトルータリスト ] ページでは、デフォルトの IPv6 ルータのアドレスを設定お
よび表示できます。このリストには、外部ネットワークとの間で送受信されるトラフィック
を処理するための、このスイッチに対するデフォルト ルータになり得るルータが表示されま
す（空の場合もあります）。このリスト内のルータが無作為に選択されます。このスイッチで
は、スタティック IPv6 デフォルト ルータを 1 台使用できます。ダイナミック デフォルト
ルータとは、ルータ アドバタイズメントをこのスイッチの IPv6 インターフェイスに送信し
たルータのことです。

IP アドレスを追加または削除すると、次の処理が実行されます。

• IP インターフェイスを削除すると、デフォルト ルータの IP アドレスがすべて削除さ
れます。

• ダイナミック IP アドレスを削除することはできません。

• ユーザ定義アドレスを複数個挿入しようとすると、アラート メッセージが表示され
ます。

• リンク ローカル アドレス（プレフィクスが「fe80:」）でないアドレスを挿入しようと
すると、アラート メッセージが表示されます。

デフォルト ルータを定義するには

ステップ 1 レイヤ 2 モードの場合は、[各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6デフォルトルータ
リスト ] をクリックします。 
レイヤ 3 モードの場合は、[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 ] >
[IPv6デフォルトルータリスト ] をクリックします。

[IPv6デフォルトルータリスト ] ページが開きます。

このページには、次のフィールドがデフォルト ルータごとに表示されます。

• [デフォルトルータ IPv6アドレス ]：デフォルト ルータのリンク ローカル IP アドレス。

• [インターフェイス ]：デフォルト ルータが接続されている IPv6 インターフェイス。
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• [タイプ ]：デフォルト ルータのタイプ。

- [スタティック ]：デフォルト ルータは、[追加 ] ボタンをクリックすることによっ
て手動でリストに追加されました。

- [ダイナミック ]：デフォルト ルータは動的に設定されました。

[状態 ]：デフォルト ルータのステータス。

- [未完了 ]：アドレス解決処理中です。デフォルト ルータからの応答はまだありま
せん。

- [到達可能 ]：到達可能時間内に肯定確認応答が受信されました。

- [失効 ]：既知の近隣ネットワークが現在到達不能になっています。トラフィック
を送信する必要性が生じるまで、この近隣ネットワークの到達可能性は検査され
ません。

- [遅延 ]：既知の近隣ネットワークが現在到達不能になっています。このデバイス
は、事前定義された遅延時間の間、[遅延 ] 状態になります。確認応答が受信され
ない場合、状態が [プローブ ] に変わります。

- [プローブ ]：近隣ネットワークが使用不能であり、ステータスを検査するための
ユニキャスト ネイバー送信要求プローブを送信中です。

ステップ  2 [追加 ] をクリックし、スタティック デフォルト ルータを追加します。[デフォルトルータの
追加 ] ページが開きます。

このウィンドウにリンク ローカル インターフェイスが表示されます。このインターフェイ
スは、ポート、LAG、VLAN、またはトンネルです。

ステップ  3 [デフォルトルータ IPv6アドレス ] フィールドにスタティック デフォルト ルータの IP アドレ
スを入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。デフォルト ルータが定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

IPv6 トンネルの設定

ISATAP を使用すれば、IPv6 パケットを IPv4 パケットの中にカプセル化し、IPv4 ネット
ワーク上で送信することができます。トンネルを設定するには、次の手順を実行します。

• ISATAP トンネルを手動で有効にし、設定します。

• ISATAP トンネルの IPv6 インターフェイスを手動で定義します。
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これらの処理の後、その IPv6 インターフェイスにリンク ローカル IPv6 アドレスが自動的に
割り当てられます。

ISATAP トンネルを設定する際、次の点に留意してください。

• リンク ローカル IPv6 アドレスが、ISATAP インターフェイスに割り当てられます。
最初の IP アドレスが ISATAP インターフェイスに割り当てられると、その ISATAP 
インターフェイスがアクティブ化されます。

• ISATAP インターフェイスがアクティブ化されている場合、ISATAP と IPv4 がマッ
ピングされ、DNS プロセスによって ISATAP ルータの IPv4 アドレスが解決されま
す。ISATAP DNS レコードが解決されない場合、ホスト マッピング テーブル内の、
ISATAP ホストの名前とアドレスのマッピングが検索されます。

• ISATAP ルータの IPv4 アドレスが DNS プロセスで解決されない場合、ISATAP IP
インターフェイスはアクティブ化されたままになります。DNS プロセスでアドレス
が解決されるまで、ISATAP トラフィックを処理するためのデフォルト ルータは設定
されません。

IPv6 トンネルを設定するには

ステップ 1 レイヤ 2 モードの場合は、[各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6トンネル ] をクリッ
クします。
レイヤ 3 モードの場合は、[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 ] >
[IPv6トンネル ] をクリックします。

[IPv6トンネル ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [トンネル番号 ]：自動トンネル ルータのドメイン番号が表示されます。

• [トンネルタイプ ]：常に [ISATAP] と表示されます。

• [送信元 IPv4アドレス ]：ISATAP トンネルを無効にするか、または、IPv4 インター
フェイス上で ISATAP トンネルを有効にします。選択された IPv4 インターフェイス
に割り当てられている IPv4 アドレス。この IPv4 アドレスは、ISATAP トンネル イ
ンターフェイスに割り当てる IPv6 アドレスの一部となります。IPv6 アドレスの上位 
64 ビットはネットワーク プレフィクス部（「fe80::」）であり、下位 64 ビットは
「0000:5EFE」と IPv4 アドレスで構成されます。

- [自動 ]：設定済みの各 IPv4 インターフェイスに割り当てられている IPv4 アドレ
スの中から、最も小さい IPv4 アドレスが自動選択されます。

- [なし ]：ISATAP トンネルを無効にします。
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- [手動 ]：IPv4 アドレスを手動で設定します。設定する IPv4 アドレスは、スイッ
チの IPv4 インターフェイスに割り当てられている IPv4 アドレスのいずれかでな
ければなりません。

• [トンネルルータのドメイン名 ]：特定の自動トンネル ルータのドメイン名を表すグ
ローバル文字列。デフォルト名（「ISATAP」）をそのまま使用することも、ユーザ定
義名を使用することもできます。

• [クエリー間隔 ]：ISATAP ルータの IP アドレスがわかっていないときに、このトン
ネルに対して DNS クエリーを送信する間隔を、10 ～ 3600 秒の範囲で入力します。
デフォルト値（10 秒）をそのまま使用することも、ユーザ定義値を使用することも
できます。

• [ISATAP送信要求間隔 ]：アクティブ化された ISATAP ルータがない場合に、
ISATAP ルータに送信要求メッセージを送信する間隔を、10 ～ 3600 秒の範囲で入
力します。デフォルト値（10 秒）をそのまま使用することも、ユーザ定義値を使用
することもできます。

• [ISATAPロバストネス ]：DNS クエリーまたは対ルータ送信要求メッセージの送信
間隔を計算する際に使用されます。値が大きいほど、クエリー送信頻度が高くなりま
す。デフォルト値は 3 です。入力できる値は 1 ～ 20 の範囲です。

（注）IPv4 インターフェイスが動作していない場合、ISATAP トンネルは機能しま
せん。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。トンネルが定義され、実行コンフィギュレーション ファイルが更
新されます。

IPv6 ネイバー情報の定義

[IPv6ネイバー ] では、IPv6 インターフェイス上の IPv6 ネイバーのリストを設定および表示
できます。IPv6 ネイバー テーブル（別名：IPv6 近隣探索キャッシュ）には、スイッチと同
じ IPv6 サブネット上にある IPv6 ネイバーの MAC アドレスが表示されます。このテーブル
は、ネイバーの到達可能性を検査する目的で使用されます。いわば、IPv4 の ARP テーブル
の IPv6 版です。スイッチがネイバーと通信する際、この IPv6 ネイバーテーブルが使用され、
ネイバーの IPv6 アドレスに基づいて MAC アドレスが特定されます。

このページには、自動検出されたエントリと手動設定されたエントリが表示されます。エン
トリごとに、ネイバーが接続されているインターフェイス、ネイバーの IPv6 アドレスと
MAC アドレス、エントリ タイプ（スタティックまたはダイナミック）、およびネイバーの状
態が表示されます。
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IPv6 ネイバーを定義するには 

ステップ 1 レイヤ 2 モードの場合は、[各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6ネイバー] をクリッ
クします。
レイヤ 3 モードの場合は、[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 ] >
[IPv6ネイバー ] をクリックします。

[IPv6ネイバーの詳細 ] ページが開きます。

ステップ  2 [テーブルのクリア ] で次のいずれかを選択し、IPv6 ネイバーテーブル内の IPv6 アドレスの
全部または一部を消去します。

• [スタティックのみ ]：スタティック IPv6 アドレス エントリを削除します。

• [ダイナミックのみ ]：ダイナミック IPv6 アドレス エントリを削除します。

• [すべてのダイナミックおよびスタティック ]：スタティック IPv6 アドレス エントリ
とダイナミック IPv6 アドレス エントリを両方とも削除します。

近隣インターフェイスに関する次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：近隣 IPv6 インターフェイスのタイプ。

• [IPv6アドレス ]：ネイバーの IPv6 アドレス。

• [MACアドレス ]：指定された IPv6 アドレスに対応する MAC アドレス。

• [タイプ ]：近隣探索キャッシュ情報エントリのタイプ（スタティックまたはダイナ
ミック）。

• [状態 ]：IPv6 ネイバーのステータス。表示される値は次のとおりです。

- [未完了 ]：アドレス解決処理中です。ネイバーからの応答はまだありません。

- [到達可能 ]：ネイバーは到達可能です。

- [失効 ]：既知のネイバーが現在到達不能になっています。トラフィックを送信す
る必要性が生じるまで、このネイバーの到達可能性は検査されません。

- [遅延 ]：既知のネイバーが現在到達不能になっています。このインターフェイス
は、事前定義された遅延時間の間、[遅延 ] 状態になります。到達可能性確認応答
が受信されない場合、状態が [プローブ ] に変わります。

- [プローブ ]：ネイバーが到達不能になっており、到達可能性を検査するためのユ
ニキャスト ネイバー宛送信要求プローブを送信中です。

ステップ  3 監視対象ネイバーを追加するには、[追加 ] をクリックします。[IPv6ネイバーの追加 ] ページ
が開きます。
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ステップ  4 次のフィールドに値を入力します。

• [インターフェイス ]：追加する近隣 IPv6 インターフェイスを指定します。

• [IPv6アドレス ]：インターフェイスに割り当てられている IPv6 アドレスを入力しま
す。このアドレスは、有効な IPv6 アドレスでなければなりません。

• [MACアドレス ]：入力した IPv6 アドレスに対応する MAC アドレスを入力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

ステップ  6 IP アドレスのタイプをダイナミックからスタティックに変更するには、[IPv6ネイバーの編
集 ] ページを使用します。

IPv6 ルート テーブルの表示

[IPv6ルート ] ページには、IPv6 ルート テーブルが表示されます。このテーブルにはデフォ
ルト ルート（IPv6 アドレスは「0」）が 1 つ登録されています。このルートは、IPv6 デフォ
ルト ルータ リストから選択されたデフォルト ルータを使用して、スイッチと同じ IPv6 サブ
ネット上にない宛先デバイスにパケットを送信するものです。このテーブルには、デフォル
ト ルートの他に、ダイナミック ルートも登録されています。ダイナミック ルートとは、ICMP
リダイレクト メッセージを使用して IPv6 ルータから受信された ICMP リダイレクト ルー
トのことです。デフォルト ルータが、スイッチが通信したい IPv6 サブネットとの間でトラ
フィックをルーティングしているルータでない場合に、ICMP リダイレクト メッセージが送
信されます。

レイヤ 2 モードにおいて IPv6 ルーティング エントリを表示するには 

ステップ 1 [各種管理 ] > [管理インターフェイス ] > [IPv6ルート ] をクリックします。 

または

レイヤ 3 モードにおいて IPv6 ルーティング エントリを表示するには 

ステップ 1 [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 ] > [IPv6ルート ] をクリック
します。

[IPv6ルート ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [IPv6アドレス ]：IPv6 サブネット アドレス。

• [プレフィクス長 ]：宛先 IPv6 サブネット アドレスの IP ルート プレフィクス長。数
値の前にスラッシュ（/）が付加されています。
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• [インターフェイス ]：パケットの転送に使用されるインターフェイス。

• [ネクストホップ ]：パケット転送先アドレス。通常は、ネイバールータのアドレスで
す。これは必ずリンク ローカル アドレスです。

• [メトリック ]：このルートを、IPv6 ルート テーブル内にある同一宛先の他ルートと
比較する際に使用される値。デフォルト ルートにはすべて同じ値が設定されています。

• [ライフタイム ]：パケットの送信および再送信のタイムアウト時間。この時間内に送
信または再送信されなかったパケットは破棄されます。

• [ルートタイプ ]：宛先アドレスが割り当てられた方法、および、エントリの取得に使
用された方式。表示される値は次のとおりです。

- [ローカル ]：手動で割り当てられた、スイッチの IPv6 アドレス。

- [ダイナミック ]：間接的に割り当てられた IPv6 サブネット アドレス。このエン
トリは、ICMP によって動的に取得されました。

ステップ  2 [適用 ] をクリックします。IPv6 ルートが追加され、実行コンフィギュレーション ファイル
が更新されます。

IPv4 スタティック ルーティングの定義

スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、以下のページでスイッチ上の IPv4 スタ
ティック ルートを表示または定義することができます。トラフィックのルーティング時、
Longest Prefix Match（LPM; 最長プレフィクス一致）アルゴリズムによってネクスト ホッ
プ ルータが決まります。宛先 IPv4 アドレスが、IPv4 スタティック ルート テーブル内の複
数のルートと合致することがあります。その場合、サブネット マスクが最長のルートが使用
されます。

IP スタティック ルートを定義するには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [IPv4スタティックルート ] をクリックします。

[IPv4スタティックルート ]ページが開きます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[IPスタティックルートの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 次のフィールドに値を入力します。

• [送信先 IPプレフィクス ]：宛先 IP アドレス プレフィクスを入力します。



IP 情報の設定
ARP プロキシ機能の有効化

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 255

16
 

• [マスク ]：このフィールドを選択し、次のいずれかの情報を入力します。

- [ネットワークマスク ]：宛先 IP アドレスの IP ルート プレフィクス。

- [プレフィクス長 ]：宛先 IP アドレスの IP ルート プレフィクス長。

• [ネクストホップルータ IPアドレス ]：ネクスト ホップ ルータの、このルート上での 
IP アドレスまたは IP エイリアスを入力します。

（注）スイッチの IP アドレスが DHCP サーバから割り当てられている直接接続 IP サ
ブネットを経由するスタティック ルートを定義することはできません。

• [ルートタイプ ]：ルート タイプを選択します。

- [拒否 ]：このルートが拒否され、ゲートウェイ経由での宛先ネットワークへの
ルーティングが停止します。このルートの宛先 IP アドレスに届いたフレームは、
破棄されます。

- [リモート ]：このルートはリモート パスです。

• [メトリック ]：次のホップ ルータまでのアドミニストレーティブ ディスタンスを入
力します。入力できる値は 1 ～ 255 の範囲です。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。IP スタティック ルートが追加され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

ARP プロキシ機能の有効化

プロキシ ARP 技術は、IP サブネット上のデバイスが、その IP サブネット上にないネット
ワーク アドレスへの ARP クエリーに対して代理で応答するための手法です。

ARP プロキシ デバイスはトラフィックの宛先を認識し、応答の中で別の MAC アドレスを返
します。ARP プロキシ デバイスが別のホストの代理として動作することにより、トラフィッ
クがそのホストに振り向けられます。ARP プロキシ デバイスに届いたデータ トラフィック
はルーティングされ、トンネルまたは別のインターフェイスを使用して、本来の宛先に送信
されます。

ARP プロキシ デバイスが別の IP アドレスへの ARP クエリー要求に対して代理とで自身の
MAC アドレスを返すプロセスを、パブリッシングと呼ぶことがあります。

[ARPプロキシ ] ページでは、ARP プロキシ機能を有効にすることができます。このページで
ARP プロキシ機能を有効にすると、すべての IP インターフェイス上で ARP プロキシ機能が
有効になります。



IP 情報の設定
UDP リレー機能の定義

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 256

16
 

スイッチ上で ARP プロキシ機能を有効にするには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [ARPプロキシ ] をクリックします。

[ARPプロキシ ] ページが開きます。

ステップ  2 [ARPプロキシ ] を選択します。これで、スイッチが ARP 要求に対してリモート ノードの代
理でスイッチ自体の MAC アドレスを返すようになります。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。ARP プロキシが有効となり、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

UDP リレー機能の定義 

UDP リレー機能を利用できるのは、スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合だけで
す。スイッチでは通常、IP ブロードキャスト パケットが IP サブネット間でルーティングさ
れることはありません。ただし、スイッチ上で UDP リレー機能が定義されている場合、IPv4
インターフェイスで受信された特定の UDP ブロードキャスト パケットが特定の宛先 IP ア
ドレスに中継されます。

特定の IPv4 インターフェイスで受信された UDP パケットを特定の宛先 UDP ポートに中継
するよう設定するには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [UDPリレー ] をクリックします。 [UDPリレー ] ページが開
きます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[UDPリレーの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 [送信元 IPインターフェイス ] リストで、宛先ポートの UDP ブロードキャスト パケットがリ
レーされる IP インターフェイスを選択します。このインターフェイスは、このスイッチ上で
設定されているいずれかの IPv4 インターフェイスでなければなりません。

ステップ  4 [UDP宛先ポート ] に、パケットの中継先となる UDP 宛先ポート番号を入力します。ドロッ
プダウン リストから一般的なポートを選択するか、ポートのオプション ボタンをクリックし
て番号を手動で入力します。

ステップ  5 [宛先 IPアドレス ] に、中継された UDP パケットを受信する宛先 IP アドレスを入力します。
「0.0.0.0」と入力した場合、UDP パケットは破棄されます。「255.255.255.255」と入力し
た場合、UDP パケットはすべての IP インターフェイスにフラッディングされます。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。UDP リレー設定が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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DHCP リレー

このスイッチを DHCP リレー エージェントとして使用することができます。その場合、
DHCP メッセージを待ち受け、別々の VLAN 上または IP サブネット上にある DHCP サー
バと DHCP クライアントの間で、DHCP メッセージを中継することができます。

DHCP リレーの説明

DHCP リレー機能は、グローバルかつ VLAN 単位で有効にする必要があります。

レイヤ 2 モードの場合、VLAN で受信された DHCP メッセージを 1 台以上の設定済み
DHCP サーバに中継できます。ステーションから DHCP メッセージが受信された場合、フ
レームにオプション 82 フィールドが付加され、入力 VLAN と入力ポートの情報が保持され
ます。DHCP サーバから応答が受信されると、フレームからオプション 82 フィールドが除
去され、オプション 82 フィールドの内容に基づいて、要求元ステーションが接続されている
インターフェイスが特定されます。このモードでは、ステーションから受信された DHCP フ
レームのうち、オプション 82 がすでに付加されているフレームは、すべて破棄されます。

レイヤ 3 モードの場合、IPv4 インターフェイスで受信された DHCP メッセージを 1 台以上
の設定済み DHCP サーバに中継できます。スイッチ上で IPv4 アドレスが DHCP メッセー
ジの giaddr フィールドに格納されてから、DHCP サーバに中継されます。このときに格納
される IP アドレスは、メッセージが受信されたインターフェイスの IPv4 アドレスです。
DHCP サーバから応答が返されると、スイッチ上で、DHCP 応答内の giaddr フィールドの
内容に基づいて、応答を DHCP クライアントに返す方法が決定されます。

DHCP リレーの制約事項

レイヤ 2 モードの場合、DHCP クライアントから受信された DHCP メッセージに、スイッ
チ独自の DHCP オプション 82 フィールドが付加され、そのフィールドに入力 VLAN と入
力ポートの情報が格納されます。このため、DHCP サーバ側で DHCP オプション 82 がサ
ポートされている必要があります。DHCP クライアントから受信された DHCP メッセージ
にオプション 82 フィールドがすでに付加されていた場合、その DHCP メッセージは破棄さ
れます。

レイヤ 3 モードの場合、DHCP リレー機能は IPv4 インターフェイスに対してのみ有効にす
ることができます。
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DHCP リレーのプロパティ値の設定

[プロパティ ] ページでは、スイッチ上での DHCP リレー機能のステータス、および、DHCP
メッセージ中継先 DHCP サーバの IP アドレスを設定できます。

DHCP リレー機能を利用するには、中継対象の DHCP メッセージが受信されるインターフェ
イス上で DHCP リレー機能をアクティブ化する必要があります。この作業を行うには、
[DHCPリレーインターフェイス ] ページを使用します。

オプション 82 機能によって、ホストから送信されたパケットに情報が付加されます。DHCP
サーバからは、TCP/IP ネットワーク上のホストにコンフィギュレーションが渡されます。こ
れにより、DHCP サーバから承認済みホストへのアドレス割り当てを制限できます。DHCP
のオプション 82 機能を有効にできるのは、DHCP リレー機能が有効になっている場合だけ
です。

DHCP リレー機能を設定するには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [UDPリレー ] > [プロパティ ] をクリックします。[プロパ
ティ ] ページが開きます。

ステップ  2 次のフィールドに値を入力します。

• [DHCPリレー ]：DHCP リレー機能を有効または無効にします。

• [オプション82]：デバイスの MAC アドレスと入力パラメータ値をパケットに挿入
してデバイスを識別できるようにするには、このフィールドを選択します。この
フィールドは、レイヤ 3 モードの場合にのみ設定できます。

• [DHCPサーバテーブル ]：DHCP サーバのリストが表示されます。

ステップ  3 DHCP サーバの IP アドレスを入力するため、[追加 ] をクリックします。[DHCPサーバの追
加 ] ページが開きます。

ステップ  4 次のフィールドに値を入力します。

• [IPバージョン ]：IPv4 だけがサポートされている旨が表示されます。

• [DHCPサーバ IPアドレス ]：DHCP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。DHCP サーバが定義され、実行コンフィギュレーション ファイル
が更新されます。

DHCP リレーをサポートするインターフェイスを設定するには、[DHCPリレーインター
フェイス ] ページを使用します。
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DHCP リレー インターフェイスの設定

[DHCPリレーインターフェイス ] ページでは、DHCP リレー機能を利用するようにポート、
LAG、または VLAN を設定できます。DHCP リレー機能を利用するには、[プロパティ ] ペー
ジでグローバルにアクティブ化する必要もあります。

DHCP リレー機能を利用するようにインターフェイスを設定するには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [UDPリレー] > [DHCPリレーインターフェイス ] をクリック
します。[DHCPリレーインターフェイス ] ページが開きます。

このページには、DHCP リレー機能を利用するように設定されているインターフェイス、お
よび、そのインターフェイスに割り当てられている IP アドレスが表示されます。レイヤ 3 
モードの場合は、ポート、LAG、および VLAN で DHCP リレー機能を利用できます。レイ
ヤ 2 モードの場合は、VLAN でのみ利用できます。

ステップ  2 インターフェイスを追加するには、[追加 ] をクリックします。[DHCPリレーインターフェイ
スの追加 ]ページが開きます。

ステップ  3 [インターフェイス ] の値を選択します。

• スイッチがレイヤ 2 モードで動作している場合は、DHCP リレー機能を有効にする 
VLAN を選択します。

• スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合は、DHCP リレー機能を有効にする
ポート、VLAN、または LAG を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。DHCP リレー インターフェイスが定義され、実行コンフィギュ
レーション ファイルが更新されます。

ARP の設定

このスイッチには、直接接続されている IP サブネット上にある既知のデバイスが登録され
た、Address Resolution Protocol（ARP）テーブルが保持されています。直接接続されて
いる IP サブネットとは、スイッチの IPv4 インターフェイスが接続されているサブネットの
ことです。スイッチ上でローカル デバイスにパケットが送信またはルーティングされる際、
ARP テーブルが検索され、そのデバイスの MAC アドレスが取得されます。ARP テーブル
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には、スタティック アドレスとダイナミック アドレスの両方が登録されます。スタティック
アドレスとは、手動で割り当てられたアドレスのことであり、有効期間がありません。スイッ
チ上では、受信された ARP パケットからダイナミック アドレスが生成されます。ダイナミッ
ク アドレスには有効期間が設定されています。

（注） レイヤ 2 モードの場合、ARP テーブル内の IP アドレスと MAC アドレスのマッピング情報
は、スイッチ上で生成されたトラフィックを転送する際に使用されます。レイヤ 3 モードの
場合、このマッピング情報は、レイヤ 3 ルーティングを行う際および生成されたトラフィッ
クを転送する際に使用されます。

ARP テーブルを定義するには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [ARP] をクリックします。[ARPテーブル ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [ARPエントリのエージングアウト ]：ARP テーブル内でダイナミック アドレスを保
持する期間（単位：秒）を入力します。テーブルに登録されている期間がこの値を超
えると、そのダイナミック アドレスは期限切れになります。期限切れになったダイ
ナミック アドレスは ARP テーブルから削除されます。再学習された場合のみ、再登
録されます。

• [ARPテーブルエントリのクリア ]：システムから削除する ARP エントリのタイプを
選択します。

- [すべて ]：すべてのスタティック アドレスとすべてのダイナミック アドレスを今
すぐ削除します。

- [ダイナミック ]：すべてのダイナミック アドレスを今すぐ削除します。

- [スタティック ]：すべてのスタティック アドレスを今すぐ削除します。

- [標準エージングアウト ]：[ARPエントリのエージングアウト ] フィールドで指定
した期間に基づいて、ダイナミック アドレスを削除します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。ARP グローバル設定が変更され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

ARP テーブルに表示されるフィールドは次のとおりです。

• [インターフェイス ]：IP デバイスが存在する直接接続されている IP サブネットに対
する、IPv4 インターフェイス。

• [IPアドレス ]：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。

• [ステータス ]：エントリのタイプ（手動で入力されたか、動的に学習されたか）。
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ステップ  4 [追加 ] をクリックします。[ARPの追加 ] ページが開きます。

ステップ  5 パラメータを入力します。

• [IPバージョン ]：このホストでサポートされている IP アドレス形式。サポートされ
ているのは IPv4 だけです。

• [インターフェイス ]：スイッチ上の IPv4 インターフェイス。

レイヤ 2 モードの場合、直接接続されている IP サブネットが 1 つだけあります。このサ
ブネットは常に管理 VLAN 内にあります。ARP テーブル内のスタティック アドレスと
ダイナミック アドレスはすべて、管理 VLAN 上にあります。

レイヤ 3 モードの場合、ポート、LAG、または VLAN に対して IPv4 インターフェイス
を設定できます。スイッチ上ですでに設定されている IPv4 インターフェイスのリストか
ら、インターフェイスを選択します。

• [IPアドレス ]：ローカル デバイスの IP アドレスを入力します。

• [MACアドレス ]：ローカル デバイスの MAC アドレスを入力します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。ARP エントリが定義され、実行コンフィギュレーション ファイ
ルが更新されます。

ドメイン ネーム システム

Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）は、ユーザ定義ドメイン名を IP
アドレスに変換するものです。これにより、ドメインを探すことやドメインにデータを送信
することができます。

このスイッチは、DNS クライアントとして動作させることができます。その場合、1 台以上
の設定済み DNS サーバを使用することによって、ドメイン名が IP アドレスに変換されます。
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DNS サーバの定義

[DNSサーバ ] ページを使用して、DNS 機能の有効化、DNS サーバの設定、およびスイッチ
によって使用されるデフォルト ドメインの設定を実行できます。

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [ドメインネームシステム ] > [DNSサーバ ] をクリックしま
す。[DNSサーバ ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [DNS]：スイッチを DNS クライアントにし、1 台以上の設定済み DNS サーバを使
用してドメイン名を IP アドレスに変換できるようにするには、このフィールドを選
択します。

• [デフォルトドメイン名 ]：デフォルト DNS ドメイン名を 1 ～ 158 文字で入力しま
す。入力したドメイン名が Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイ
ン名）でない場合、必要な文字列が付加されて FQDN になります。

• [タイプ ]：デフォルト ドメインのタイプが表示されます。

- [DHCP]：デフォルト ドメイン名は DHCP サーバから動的に割り当てられたもの
です。

- [スタティック ]：デフォルト ドメイン名はユーザが設定しました。

- [N/A]：デフォルト ドメイン名が設定されていません。

DNS サーバ テーブル：

• [DNSサーバ ]：DNS サーバの IP アドレス。定義できる DNS サーバは最大 8 台です。

• [サーバ状態 ]：アクティブな DNS サーバ。アクティブにできる DNS サーバは 1 台
だけです。それぞれのスタティック サーバにはプライオリティが設定されています。
値が小さいほどプライオリティが高くなります。要求の初回送信時には、プライオリ
ティが最も高いスタティック サーバが選択されます。2 回送信してもこのサーバから
応答がない場合、プライオリティが 2 番目に高いサーバが選択されます。どのスタ
ティック サーバからも応答がない場合、このテーブルの先頭のダイナミック サーバ
が選択されます。なお、このテーブの DNS サーバは、IP アドレスの小さい順に並ん
でいます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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ステップ  4 DNS サーバを追加するには、[追加 ] をクリックします。[DNSサーバの追加 ] ページが開き
ます。

ステップ  5 パラメータを指定します。

• [IPバージョン ]：IPv6 の場合は [バージョン6]、IPv4 の場合は [バージョン4] を選択
します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレス タイプを選択します。
次のオプションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルの場
合、VLAN2 と ISATAP のどちらから IPv6 アドレスを受け取るかを選択します。

• [DNSサーバ IPアドレス ]：DNS サーバの IP アドレスを入力します。

• [DNSサーバ状態 ] - [アクティブ ]：新規に定義した DNS サーバをアクティブにする
には、このフィールドを選択します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。DNS サーバが追加され、実行コンフィギュレーション ファイル
が更新されます。

DNS ホストのマッピング

DNS サーバから取得された、頻繁に照会されるドメイン名は、スイッチのローカル DNS
キャッシュに格納されます。このキャッシュには、スタティック エントリを最大 64 個、ダ
イナミック エントリを最大 64 個、および、DHCP サーバから割り当てられたこのスイッチ
の IP アドレスごとにエントリを 1 つ格納できます。名前解決処理では必ず、最初にこれらの
スタティック エントリが検査されます。一致するエントリがない場合は、ダイナミック エン
トリが検査されます。ここでも一致するエントリがない場合は、外部 DNS サーバに要求が送
信されます。

1 つの DNS ホスト名に複数の IP アドレスをマッピングすることもできます。
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ドメイン名とその IP アドレスを追加するには

ステップ 1 [IPコンフィギュレーション ] > [ドメインネームシステム ] > [ホストマッピング ] をクリック
します。[ホストマッピング ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [ホスト名 ]：ユーザ定義ドメイン名。最大 158 文字です。

• [IPアドレス ]：ホスト名に対応する IP アドレス。

ステップ  2 ホスト マッピングを追加するには、[追加 ] をクリックします。[ホストマッピングの追加 ]
ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [IPバージョン ]：IPv6 の場合は [バージョン6]、IPv4 の場合は [バージョン4] を選択
します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレス タイプを選択します。
次のオプションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルの場
合、VLAN2 と ISATAP のどちらから IPv6 アドレスを受け取るかを選択します。

• [ホスト名 ]：ドメイン名を 158 文字以内で入力します。

• [IPアドレス ]：IPv4 アドレスを入力するか、または、最大 4 つの IPv6 ホスト IP ア
ドレスを入力します。アドレス 2 ～ 4 はバックアップ アドレスです。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。DNS ホストが追加され、実行コンフィギュレーション ファイル
が更新されます。
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セキュリティの設定 

ここでは、セキュリティとアクセス コントロールについて説明します。このシステムにはさ
まざまなセキュリティ機能が備わっています。

ここで説明する各種のセキュリティ機能は、以下のとおりです。一部の機能は、複数の種類
のセキュリティまたはアクセス コントロールに対して利用されています。そのため、このよ
うな機能は以下の一覧に 2 回出現します。

スイッチを管理する権限については、次の各項で説明します。

• 「パスワード複雑度ルールの設定」

• 「TACACS+ の設定」

• 「RADIUS パラメータ値の設定」

• 「管理アクセス認証の設定」

• 「アクセス プロファイルの定義」

• 「TCP/UDP サービスの設定」

スイッチの CPU を標的にした攻撃を防ぐ方法については、次の各項で説明します。

• 「TCP/UDP サービスの設定」

• 「ストーム制御の定義」

エンドユーザによるスイッチ経由でのネットワーク アクセスを制御する方法については、次
の各項で説明します。

• 「管理アクセス認証の設定」

• 「アクセス プロファイルの定義」

• 「パスワード複雑度ルールの設定」

• 「TACACS+ の設定」

• 「RADIUS パラメータ値の設定」

• 「ポート セキュリティの設定」
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• 「802.1X の設定」

その他のネットワーク ユーザからの攻撃を防ぐ方法については、次の各項で説明します。こ
れらの攻撃はスイッチを通過するものであり、スイッチを標的にしたものではありません。

• 「DoS 攻撃の防止」

• 「TCP/UDP サービスの設定」

• 「ストーム制御の定義」

• 「ポート セキュリティの設定」

ユーザの定義

デフォルトのユーザ名とパスワードは cisco と cisco になります。デフォルトのユーザ名
とパスワードで初めてログインすると、新しいパスワードを入力するように求められます。
パスワード複雑度は、デフォルトで有効になっています。パスワードの複雑さが不十分な場
合は（[パスワード強度 ] ページの [パスワードの複雑度の設定 ] が有効）、別のパスワードを
作成するように求められます。

ユーザ アカウントの設定

ユーザ アカウントの設定

[ユーザアカウント ] ページでは、スイッチへのアクセス（読み取り専用または読み取り /書
き込み）を許可する追加のユーザを入力したり、既存のユーザのパスワードを変更したりで
きます。

（注） すべてのユーザを削除することはできません。すべてのユーザが選択されている場合、[ 削除 ]
ボタンは非アクティブになります。

ユーザを新規に追加するには

ステップ 1 [各種管理 ] > [ユーザアカウント ] をクリックします。[ユーザアカウント ] ページが表示され
ます。

このページには、すでに定義されているユーザが表示されます。

ステップ  2 ユーザを新規に追加するには、[追加 ] をクリックします。既存ユーザを修正するには、[編集 ]
をクリックします。[ユーザアカウントの追加 ] ページまたは [ユーザアカウントの編集 ] ペー
ジが表示されます。
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ステップ  3 パラメータを指定します。

• [ユーザ名 ]：1 ～ 20 文字で新しいユーザ名を入力します。 UTF-8 文字は使用できま
せん。

• [パスワード ]：パスワードを入力します（UTF-8 文字は使用できません）。パスワー
ドの強度と複雑度が定義されている場合、ユーザ パスワードは、[パスワード複雑度
ルールの設定 ] セクションで設定されたポリシーに従う必要があります。

• [パスワードの確認 ]：パスワードを再度入力します。

• [パスワード強度メーター ]：パスワードの強度が表示されます。パスワードの強度と
複雑度に関するポリシーは、[パスワード強度 ] ページで設定します。

• [ユーザレベル ]：追加または編集しているユーザの特権レベルを選択します。

- [読み取り専用CLIアクセス (1)]：ユーザは GUI にはアクセスできず、スイッチ コン
フィギュレーションを変更することのない CLI コマンドにのみアクセスできます。

- [読み取りと制限付き書き込みCLIアクセス (7)]：ユーザは GUI にはアクセスでき
ず、スイッチ コンフィギュレーションを変更する一部の CLI コマンドにのみアク
セスできます。詳細については、『CLI Reference Guide』を参照してください。

- [読み取りと書き込み管理アクセス (15)]：ユーザは GUI にアクセスでき、スイッ
チを設定できます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ユーザがスイッチの実行コンフィギュレーション ファイルに追加
されます。
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パスワード複雑度ルールの設定

パスワード複雑度ルールの設定

パスワードは、スイッチにアクセスするユーザを認証する目的で使用されます。単純なパス
ワードでは、セキュリティが侵害される可能性があります。そのため、パスワード複雑度要
件がデフォルトで適用されており、必要に応じて設定を変更できます。パスワード複雑度要
件は、[パスワード強度 ] ページで設定されます。このページには、[セキュリティ ] ドロップ
ダウン メニューからアクセスできます。また、このページでパスワード エージング タイムを
設定できます。

パスワード複雑度ルールを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [パスワード強度 ] をクリックします。[パスワード強度 ] ページが表示され
ます。

ステップ  2 パスワードに関する次のエージング パラメータを入力します。

• [パスワードエージング ]：選択した場合、[パスワードエージングタイム ] で指定した
日数が経過したときにパスワードを変更するよう要求されます。

• [パスワードエージングタイム ]：パスワードの有効日数を入力します。この日数が経
過すると、パスワードを変更するよう要求されます。

（注）パスワード エージングは、長さゼロのパスワード（パスワードなし）にも適用
されます。

ステップ  3 [パスワードの複雑度の設定 ] を選択して、パスワードの複雑度ルールを有効にします。

パスワード複雑度が有効な場合、パスワードは次のデフォルト設定に従っている必要があり
ます。

• 長さは 8 文字以上にする。

• 3 つ以上の文字クラスの文字を含む（大文字、小文字、数字、標準キーボードで使用
可能な特殊文字）。

• 現在のパスワードとは異なるパスワードにする。

• 同じ文字を 3 回以上続けて使用しない。

• ユーザ名や、その大文字小文字を入れ替えただけの派生形を繰り返したり逆にしたり
して使用しない。

• 製造業者名や、その大文字小文字を入れ替えただけの派生形を繰り返したり逆にした
りして使用しない。

ステップ  4 [パスワードの複雑度の設定 ] が有効な場合は、次のパラメータを設定できます。
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• [パスワードの最小長 ]：パスワードの最小文字数を入力します。

（注）パスワード（パスワードなし）の長さをゼロにすることができます。また、こ
のときもパスワード エージングを割り当てることができます。

• [文字クラスの最小数 ]：パスワードに存在している必要のある文字クラスの数を入力
します。文字クラスは、小文字（1）、大文字（2）、数字（3）、および記号または特
殊文字（4）です。

• [現在のパスワードを新しいパスワードとして使用禁止 ]：選択した場合、パスワード
の変更時に、新しいパスワードを現在のパスワードと同じ値にすることはできません。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。パスワード設定値が設定され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

（注） 文字反復の許容回数、ユーザ名とパスワードの同等性、および製造業者とパスワードの同等
性の設定は、CLI を通じて実行できます。詳細な手順については、CLI のガイドを参照して
ください。

TACACS+ の設定

このスイッチは、Terminal Access Controller Access Control System（TACACS+）
クライアントです。TACACS+ サーバを使用してセキュリティを集中管理できます。

TACACS+ で提供されるサービスは次のとおりです。

• 認証：ユーザ名とユーザ定義パスワードに基づいて、スイッチにログインしようとす
る管理者が認証されます。

• 認可：ログイン時に実行されます。認証セッション完了後、認証されたユーザ名に基
づいて認可セッションが開始します。その後、ユーザ特権が検査されます。

TACACS+ プロトコルによって、スイッチと TACACS+ サーバの間のプロトコル変換が暗
号化されるので、ネットワークの完全性が確保されます。

TACACS+ は IPv4 でのみサポートされています。

TACACS+ サーバを 802.1x 認証サーバとして使用して、スイッチ経由でネットワークに入
ろうとするユーザの資格情報を検査することはできません。

一部の TACACS+ サーバでは単一接続がサポートされています。この場合スイッチでは、す
べての情報を 1 つの接続で受信できます。TACACS+ サーバで単一接続がサポートされてい
ない場合、スイッチは複数接続に戻ります。
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デフォルトの TACACS+ パラメータ値の設定

[TACACS+] ページでは、TACACS+ サーバを設定できます。

TACACS+ サーバで特権レベル 15 を持つユーザだけが、スイッチを管理できます。

TACACS+ サーバ パラメータを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [TACACS+] をクリックします。[TACACS+] ページが表示されます。

ステップ  2 [キーストリング ] に、すべての TACACS+ サーバとの通信に使用されるデフォルトのキーを
入力します。スイッチは、このデフォルトのキーを使用するように設定することもできれば、
個別の TACACS+ サーバ用のキーを使用するように設定することもできます（[TACACS+
サーバの追加 ] ページで入力されます）。

このフィールドにキー を入力しなかった場合、[TACACS+サーバの追加 ] ページで入力され
たサーバ キーは TACACS+ サーバが使用する暗号化キーと一致していなければなりません。

このフィールドにデフォルトのキーを入力し、かつ、個別の TACACS+ サーバ用のキーも入
力した場合、個別の TACACS+ サーバ用のキーが優先的に使用されます。

ステップ  3 [応答タイムアウト ] フィールドに、スイッから TACACS+ サーバ間の接続のタイムアウト時
間を入力します。[TACACS+サーバの追加 ] ページで個別の TACACS+ サーバ用の値を入
力しなかった場合、このフィールドの値が使用されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。TACACS+ の設定が実行コンフィギュレーション ファイルに追加
されます。

ステップ  5 TACACS+ サーバを追加するには、[追加 ] をクリックします。[TACACS+サーバの追加 ]
ページが表示されます。

ステップ  6 パラメータを指定します。

• [サーバ指定方法 ]：TACACS+ サーバを IP アドレスで指定するか、名前で指定する
かを選択します。

• [サーバの IPアドレス /名前 ]：サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

• [プライオリティ ]：この TACACS+ サーバの使用順序を入力します。プライオリ
ティは 0 が最高です。この場合、その TACACS+ サーバが最初に使用されます。プ
ライオリティが最高の TACACS+ サーバとのセッションを確立できなかった場合、
2 番目にプライオリティの高い TACACS+ サーバとの接続が試みられます。

• [キーストリング ]：この TACACS+ サーバに対する認証用および暗号化用のキーを
入力します。このキーは、TACACS+ サーバ側で設定されている暗号化キーと一致
していなければなりません。[TACACS+] ページの [デフォルトパラメータ ] で指定
したキーを使用する場合は、[デフォルトを使用 ] を選択します。
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• [応答タイムアウト ]：スイッから TACACS+ サーバ間の接続のタイムアウト時間を
入力します。このページに表示されているデフォルト値を使用する場合は、[デフォ
ルトを使用 ] を選択します。

• [認証 IPポート ]：TACACS+ セッションに使用するポート番号を入力します。

• [単一接続 ]：スイッチと TACACS+ サーバの間の単一開放接続を有効にする場合、
選択します。

ステップ  7 [適用 ] をクリックします。TACACS+ サーバが、スイッチの実行コンフィギュレーション
ファイルに追加されます。

RADIUS パラメータ値の設定

Remote Authorization Dial-In User Service（RADIUS）サーバは、802.1x または MAC
に基づいてネットワーク アクセスを制御します。このスイッチは、RADIUS クライアントで
す。RADIUS サーバを使用してセキュリティを集中管理できます。

Web ベースのスイッチ設定ユーティリティへのアクセス権限が RADIUS サーバから付与さ
れるようにするには、RADIUS サーバから「cisco-avpair = shell:priv-lvl=15」が返される
必要があります。

RADIUS サーバのパラメータ値を設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [RADIUS] をクリックします。[RADIUS] ページが表示されます。

ステップ  2 デフォルトの RADIUS パラメータ値を入力します。[デフォルトパラメータ ] で入力した値
は、すべての RADIUS サーバに適用されます。個別の RADIUS サーバに対する値が入力さ
れていない場合（[RADIUSサーバの追加 ] ページで）、これらのフィールドの値が使用され
ます。

• [IPバージョン ]：サポートされている IP バージョン（IPv6 または IPv4、あるいは
その両方のサブネット）が表示されます。

• [リトライ回数 ]：RADIUS サーバに要求を送信する最大試行回数を入力します。こ
の回数送信しても要求が受け付けられなかった場合、エラーになります。

• [応答タイムアウト ]：RADIUS サーバからの応答を待つ時間を入力します（単位：
秒）。この時間内に応答がない場合、同じ RADIUS サーバに再度要求が送信される
か、または、次のプライオリティの RADIUS サーバに要求が送信されます。
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• [デッドタイム ]：応答のない RADIUS サーバからサービス要求がバイパスされるよ
うになるまでの経過時間を入力します（単位：分）。「0」を入力した場合、この 
RADIUS サーバはバイパスされません。

• [キーストリング ]：スイッチと RADIUS サーバの間の認証と暗号化に使用されるデ
フォルトのキーを入力します。このキーは、RADIUS サーバ側で設定されている
キーと一致していなければなりません。キーは、MD5 を使用して送信データを暗号
化する際に使用されます。個別の RADIUS サーバ用のキーが入力されている場合は、
そのキーが優先使用されます。個別の RADIUS サーバ用のキーが入力されていない
場合は、このデフォルトのキーが使用されます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイル内のスイッチの RADIUS
設定値が更新されます。

ステップ  4 RADIUS サーバを追加するには、[追加 ] をクリックします。[RADIUSサーバの追加 ] ページ
が表示されます。

ステップ  5 サーバごとにフィールドに値を入力します。[RADIUS] ページで指定したデフォルト値を使
用する場合は、[デフォルトを使用 ] を選択します。

• [サーバ指定方法 ]：RADIUS サーバを IP アドレスで指定するか、名前で指定するか
を選択します。

• [IP バージョン ]：RADIUS サーバを IP アドレスで指定する場合は、IPv4 または 
IPv6 を選択し、選択した形式で入力することを示します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 アドレス タイプがグローバルであることが表示され
ます。

• [サーバの IPアドレス /名前 ]：サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

• [プライオリティ ]：RADIUS サーバのプライオリティを入力します。このプライオ
リティによって、ユーザ認証要求先 RADIUS サーバの順序が決まります。プライオ
リティが最も高い RADIUS サーバが、最初の認証要求先となります。プライオリ
ティは 0 が最高です。

• [キーストリング ]：スイッチと RADIUS サーバの間の通信の認証と暗号化に使用さ
れるキーを入力します。このキーは、RADIUS サーバ側で設定されているキーと一
致していなければなりません。このフィールドに値を入力しなかった場合、デフォル
トのキーが使用され、RADIUS サーバの認証が試みられます。

• [応答タイムアウト ]：RADIUS サーバからの応答を待つ時間を入力します（単位：
秒）。この時間内に応答がない場合、同じ RADIUS サーバに再度要求が送信されるか、
または、次のプライオリティの RADIUS サーバに要求が送信されます。このフィール
ドに値を入力しなかった場合、デフォルトのタイムアウト値が使用されます。

• [認証ポート ]：認証要求先 RADIUS サーバの UDP ポート番号を入力します。
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• [リトライ回数 ]：RADIUS サーバに要求を送信する最大試行回数を入力します。こ
の回数送信しても要求が受け付けられなかった場合、エラーになります。デフォルト
の最大試行回数を使用する場合は、[デフォルトを使用 ] を選択します。

• [デッドタイム ]：応答のない RADIUS サーバからサービス要求がバイパスされるよ
うになるまでの経過時間を入力します（単位：分）。デフォルトのデッド タイムを使
用する場合は、[デフォルトを使用 ] を選択します。「0」と入力した場合、 デッド タ
イムは設定されません。

• [使用タイプ ]：RADIUS サーバの認証タイプを入力します。次のオプションがあり
ます。

- [ログイン ]：RADIUS サーバは、スイッチの管理を希望するユーザを認証する目
的で使用されます。

- [802.1X]：RADIUS サーバは 802.1x 認証用に使用されます。

- [すべて ]：RADIUS サーバは、スイッチの管理を希望するユーザの認証と、
802.1X 認証に使用されます。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。RADIUS サーバの定義が、スイッチの実行コンフィギュレーショ
ン ファイルに追加されます。

管理アクセス認証の設定

アクセス方式（例：SSH、コンソール、Telnet、HTTP、HTTPS）に認証方式を割り当て
ることができます。ユーザ認証処理は、スイッチ内部で実行することも、 TACACS+ サーバ
または RADIUS サーバ上で実行することもできます。

ユーザ認証方式は、選択した順に使用されます。最初に選択した認証方式が使用不能の場合、
次に選択した認証方式が使用されます。たとえば、[RADIUS]、[ローカル ] の順に認証方式
を選択した場合、定義した各 RADIUS サーバに対してプライオリティ順に要求が送信されま
す。どの RADIUS サーバからも応答がない場合は、スイッチ内部でユーザ認証が行われます。

認証方式において、認証されなかったかまたはユーザの特権レベルが不十分である場合、そ
のユーザはスイッチへのアクセスを拒否されます。つまり、認証方式において認証されなかっ
た場合、認証処理は中止されます。次の認証方式が使用されることはありません。
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アクセス方式に割り当てる認証方式を定義するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [管理アクセス認証 ] をクリックします。[管理アクセス認証 ] ページが表示
されます。

ステップ  2 [アプリケーション ] リストでアクセス方式を選択します。

ステップ  3 矢印を使用して、[オプションの方式 ] カラムと [選択した方式 ] カラムの間で認証方式を移動
します。最初に選択した認証方式が最初に使用されます。

• [RADIUS]：ユーザは RADIUS サーバ上で認証されます。RADIUS サーバが 1 つ以
上定義されている必要があります。

• [TACACS+]：ユーザは、TACACS+ サーバ上で認証されます。TACACS+ サーバ
が 1 つ以上定義されている必要があります。

• [なし ]：ユーザは、認証を受けることなくスイッチにアクセスできます。

• [ローカル ]：ユーザ名およびパスワードが、このスイッチに格納されているユーザ名
およびパスワードと照合されます。これらのユーザ名とパスワードは、[ユーザアカ
ウント ] ページで定義されます。

（注）[ローカル ] および [なし ] は、必ず最後に選択しなければなりません。[ロー
カル ] または [なし ] の後に選択した認証方式はすべて無視されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。選択した認証方式が、そのアクセス方式に割り当てられます。

アクセス プロファイルの定義

アクセス プロファイルによって、さまざまなアクセス方法でスイッチにアクセスするユーザ
を認証および承認する方法が決まります。アクセスプロファイルを使用して、特定のソース
からの管理アクセスを制限することができます。

アクティブ アクセス プロファイルと管理アクセス認証方法の両方をクリアしたユーザだけ
が、スイッチに管理アクセスできます。

スイッチ上では、一度に 1 つのアクセス プロファイルだけをアクティブにすることができ
ます。

アクセス プロファイルは、1 つ以上のルールから構成されています。各ルールは、アクセス
プロファイル内のプライオリティ順に（上から順に）実行されます。
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各ルールはフィルタで構成されており、各フィルタは次の要素で構成されています。

• アクセス方式：スイッチにアクセスして管理するための方式。

- Telnet

- Secure Telnet（SSH）

- Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）

- Secure HTTP（HTTPS）

- Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロ
トコル）

- 上記すべて

• アクション：インターフェイスまたは送信元アドレスへのアクセスを許可するか拒否
するか。

• インターフェイス：Web ベースのスイッチ設定ユーティリティへのアクセスを許可
または拒否されるポート、LAG、または VLAN。

• 送信元 IP アドレス：IP アドレスまたはサブネット。それぞれのアクセス方式を利用
できるかどうかは、ユーザ グループによって異なります。たとえば、あるユーザ グ
ループは HTTPS セッションでしかスイッチにアクセスできないが、別のユーザ グ
ループは HTTPS セッションと Telnet セッションの両方でスイッチにアクセスでき
る、という可能性があります。

アクティブ アクセス プロファイル

[アクセスプロファイル ] ページには、定義されているアクセス プロファイルが表示され、ア
クティブにする 1 つのアクセス プロファイルを選択できます。

ユーザがあるアクセス方式でスイッチにアクセスしようとすると、スイッチは、アクティブ
アクセス プロファイルでこの方式を通じたスイッチへの管理アクセスが明示的に許可されて
いるかどうかを確認します。合致するルールが見つからない場合、アクセスは拒否されます。

アクティブ アクセス プロファイルに違反するアクセスが試行された場合、SYSLOG メッ
セージが生成され、システム管理者にそのアクセス試行が通知されます。

[コンソールのみ ] アクセス プロファイルがアクティブ化されている場合、そのアクセス プロ
ファイルを無効にするには、管理ステーションからスイッチの物理コンソール ポートに直接
接続します。

アクセス プロファイルを定義した後にルールを追加または修正できます。詳細については、
「プロファイル内のルールの定義」 を参照してください。
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[アクセスプロファイル ] ページを使用して、アクセス プロファイルを作成し、その最初の
ルールを追加することができます。アクセス プロファイルに 1 つのルールしか含めない場合
は、それで終了です。プロファイルにルールを追加するには、[プロファイルルール ] ページ
を使用します。

ステップ 1 [セキュリティ ] > [管理アクセス方式 ] > [アクセスプロファイル ] をクリックします。[アク
セスプロファイル ] ページが表示されます。

このページには、アクティブ アクセス プロファイルと非アクティブ アクセス プロファイル
を含むすべてのアクセス プロファイルが表示されます。

ステップ  2 アクティブ アクセス プロファイルを切り替えるには、[アクティブアクセスプロファイル ] ド
ロップダウン リストでアクセス プロファイルを選択し、[適用 ] をクリックします。選択した
アクセス プロファイルがアクティブ アクセス プロファイルになります。

（注）[コンソールのみ ] を選択した場合、注意メッセージが表示されます。続行する
と、すぐに Web ベースのスイッチ設定ユーティリティから切断され、コンソール 
ポート経由でしかスイッチにアクセスできなくなります。これは、コンソール ポー
トを備えているデバイス タイプにのみ適用されます。

[コンソールのみ ] 以外のアクセス プロファイルを選択した場合、「選択したアクセス プロ
ファイルによっては Web ベースのスイッチ設定ユーティリティから切断される可能性があ
る」という内容の注意メッセージが表示されます。

ステップ  3 アクティブ アクセス プロファイルを選択するには、[OK] をクリックします。選択操作を中
止するには、[キャンセル ] をクリックします。

ステップ  4 [追加 ] をクリックし、[アクセスプロファイルの追加 ] ページを開きます。このページでは、
新しいアクセス プロファイルとルール 1 つを設定できます。

ステップ  5 パラメータを指定します。

• [アクセスプロファイル名 ]：アクセス プロファイルの名前を入力します。アクセス 
プロファイル名は最大 32 文字です。

• [ルールプライオリティ ]：ルールのプライオリティを入力します。パケットがルール
の条件に合致した場合、ユーザ グループはスイッチへの管理アクセスを許可または
拒否されます。プライオリティの高いルールから順に適用されるため、ルールのプラ
イオリティは非常に重要です。プライオリティは 1 が最高です。

• [管理方式 ]：ルールの対象となるアクセス方式を選択します。次のオプションがあり
ます。

- [すべて ]：すべてのアクセス方式をこのルールに割り当てます。

- [Telnet]：Telnet アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、スイッチへのア
クセスを許可または拒否されます。
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- [Secure Telnet (SSH)]：SSH アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、ス
イッチへのアクセスを許可または拒否されます。

- [HTTP]：HTTP アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、スイッチへのア
クセスを許可または拒否されます。

- [Secure HTTP (HTTPS)]：HTTPS アクセス プロファイル基準を満たすユーザ
が、スイッチへのアクセスを許可または拒否されます。

- [SNMP]：SNMP アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、スイッチへの
アクセスを許可または拒否されます。

• [アクション ]：このルールに割り当てる処理を選択します。次のオプションがあり
ます。

- [許可 ]：ユーザがこのアクセス プロファイルの条件に合致した場合、スイッチへ
のアクセスを許可します。

- [拒否 ]：ユーザがこのアクセス プロファイルの条件に合致した場合、スイッチへ
のアクセスを拒否します。

• [インターフェイスに適用 ]：このルールに割り当てるインターフェイスを選択しま
す。次のオプションがあります。

- [すべて ]：すべてのポート、VLAN、および LAG が割り当てられます。

- [ユーザ定義 ]:選択したインターフェイスに適用されます。

• [インターフェイス ]：[ユーザー定義 ] を選択した場合は、インターフェイス番号を入
力します。

• [送信元 IPアドレスに適用 ]：このアクセス プロファイルに割り当てる送信元 IP アド
レスのタイプを選択します。[送信元 IPアドレス ] フィールドにはサブネットワーク
を入力することもできます。次のいずれかを選択します。

- [すべて ]：すべてのタイプの IP アドレスが割り当てられます。

- [ユーザ定義 ]：フィールドで指定したタイプの IP アドレスだけが割り当てられ
ます。

• [IPバージョン ]：送信元 IP アドレスのサポート対象 IP バージョン（IPv6 または 
IPv4）を選択します。

• [IPアドレス ]：送信元 IP アドレスを入力します。

• [マスク ]：送信元 IP アドレスに対するサブネット マスクの形式を選択し、いずれか
のフィールドに値を入力します。

- [ネットワークマスク ]：送信元 IP アドレスが属するサブネットを選択し、サブ
ネット マスクをピリオド区切りの 10 進表記で入力します。
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- [プレフィクス長 ]：[プレフィクス長 ] を選択し、送信元 IP アドレス プレフィクス
を構成するビット数を入力します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。アクセス プロファイルが作成され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。これで、このアクセス プロファイルをアクティブ アクセス プロ
ファイルとして選択できます。

プロファイル内のルールの定義

アクセス プロファイルには最大 128 個のルールを含めることができます。ルールとは、ス
イッチにアクセスして管理することを許可されているユーザ、および、アクセス方式を定め
たものです。

アクセス プロファイル内の各ルールは、基準（1 つ以上のパラメータ）と処理で構成されて
います。各ルールにはプライオリティが設定されています。プライオリティが最も高いルー
ルが最初に適用されます。入力パケットがルールの条件に合致した場合、そのルールの処理
が実行されます。アクティブ アクセス プロファイル内のどのルールの条件にも合致しなかっ
たパケットは、ドロップされます。

たとえば、IT 管理センター内の IP アドレス以外の IP アドレスからスイッチにアクセスでき
ないよう設定できます。このようにしてスイッチを管理できるので、セキュリティが向上し
ます。

プロファイル ルールをアクセス プロファイルに追加するには

ステップ 1 [セキュリティ] > [管理アクセス方式 ] > [プロファイルルール ] をクリックします。[プロファ
イルルール ] ページが表示されます。

ステップ  2 [フィルタ ] フィールドを選択し、次にアクセス プロファイルを選択します。[実行 ] をクリッ
クします。

選択したアクセス プロファイルが [プロファイルルールテーブル ] に表示されます。

ステップ  3 このプロファイルにルールを追加するため、[追加 ] をクリックします。[プロファイルルール
の追加 ] ページが表示されます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [アクセスプロファイル名 ]：アクセス プロファイルを選択します。

• [ルールプライオリティ ]：ルールのプライオリティを入力します。パケットがルール
の条件に合致した場合、ユーザ グループはスイッチへの管理アクセスを許可または
拒否されます。プライオリティの高いルールから順に適用されるため、ルールのプラ
イオリティは非常に重要です。
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• [管理方式 ]：ルールの対象となるアクセス方式を選択します。次のオプションがあり
ます。

- [すべて ]：すべてのアクセス方式をこのルールに割り当てます。

- [Telnet]：Telnet アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、スイッチへのア
クセスを許可または拒否されます。

- [Secure Telnet (SSH)]：SSH アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、ス
イッチへのアクセスを許可または拒否されます。

- [HTTP]：HTTP アクセスをこのルールに割り当てます。HTTP アクセス プロファ
イル基準を満たすユーザが、スイッチへのアクセスを許可または拒否されます。

- [Secure HTTP (HTTPS)]：HTTPS アクセス プロファイル基準を満たすユーザ
が、スイッチへのアクセスを許可または拒否されます。

- [SNMP]：SNMP アクセス プロファイル基準を満たすユーザが、スイッチへの
アクセスを許可または拒否されます。

• [アクション ]：このルールで設定されている送信元 IP アドレスから、このルールで
設定されているアクセス方式を使用して、このルールで設定されているインターフェ
イス経由で行われる、このスイッチへのアクセスを許可する場合は、[許可 ] を選択
します。拒否する場合は [拒否 ] を選択します。

• [インターフェイスに適用 ]：このルールに割り当てるインターフェイスを選択しま
す。次のオプションがあります。

- [すべて ]：すべてのポート、VLAN、および LAG が割り当てられます。

- [ユーザ定義 ]：選択したポート、VLAN、または LAG が割り当てられます。

• [インターフェイス ]：インターフェイス番号を入力します。

• [送信元 IPアドレスに適用 ]：このアクセス プロファイルに割り当てる送信元 IP アド
レスのタイプを選択します。[送信元 IPアドレス ] フィールドにはサブネットワーク
を入力することもできます。次のいずれかを選択します。

- [すべて ]：すべてのタイプの IP アドレスが割り当てられます。

- [ユーザ定義 ]：フィールドで指定したタイプの IP アドレスだけが割り当てられ
ます。

• [IPバージョン ]：送信元 IP アドレスのサポート対象 IP バージョン（IPv6 または 
IPv4）を選択します。

• [IPアドレス ]：送信元 IP アドレスを入力します。
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• [マスク ]：送信元 IP アドレスに対するサブネット マスクの形式を選択し、いずれか
のフィールドに値を入力します。

- [ネットワークマスク ]：送信元 IP アドレスが属するサブネットを選択し、サブ
ネット マスクをピリオド区切りの 10 進表記で入力します。

- [プレフィクス長 ]：[プレフィクス長 ] を選択し、送信元 IP アドレス プレフィクス
を構成するビット数を入力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。このルールがアクセス プロファイルに追加されます。

TCP/UDP サービスの設定

[TCP/UDPサービス ] ページでは、スイッチ上で各種の TCP/UDP サービスを有効にする
ことができます。これらのサービスを有効にする主な目的は、セキュリティを強化すること
です。

このスイッチで提供されている TCP/UDP サービスは次のとおりです。

• Telnet：出荷時設定では無効

• SSH：出荷時設定では無効

• HTTP：出荷時設定では有効

• HTTPS：出荷時設定では無効

• SNMP：出荷時設定では無効

このウィンドウには、アクティブな TCP 接続も表示されます。

TCP/UDP サービスを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [TCP/UDPサービス ] をクリックします。[TCP/UDPサービス ] ページが
表示されます。

ステップ  2 次の TCP/UDP サービスを有効または無効にします。

• [Telnetサービス ]：Telnet サービスが有効か無効かを示します。

• [SSHサービス ]：SSH サービスが有効か無効かを示します。

• [HTTPサービス ]：HTTP サービスが有効か無効かを示します。

• [HTTPSサービス ]：HTTPS サービスが有効か無効かを示します。
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• [SNMPサービス ]：SNMP サービスが有効か無効かを示します。

[TCP サービス テーブル ] に、各サービスについて次のフィールドが表示されます。

• [サービス名 ]：TCP サービスが提供されているアクセス方式。

• [タイプ ]：サービスで使用されている IP プロトコル。

• [ローカル IPアドレス ]：サービスが提供されているローカル IP アドレス。

• [ローカルポート ]：サービスが提供されているローカル TCP ポート。

• [リモート IPアドレス ]：サービスを要求しているリモート デバイスの IP アドレス。

• [リモートポート ]：サービスを要求しているリモート デバイスの TCP ポート。

• [状態 ]：サービスの状態。

UDP サービスの表に表示される情報は次のとおりです。

• [サービス名 ]：UDP サービスが提供されているアクセス方式。

• [タイプ ]：サービスで使用されている IP プロトコル。

• [ローカル IPアドレス ]：サービスが提供されているローカル IP アドレス。

• [ローカルポート ]：サービスが提供されているローカル UDP ポート。

• [アプリケーションインスタンス ]：UDP サービスのサービス インスタンス  （例：2 
つの送信元から同じ宛先にデータが送信される場合）。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。サービスが追加され、実行コンフィギュレーション ファイルが更
新されます。

ストーム制御の定義

ブロードキャスト フレーム、マルチキャスト フレーム、または Unknown ユニキャスト フ
レームが受信された場合、そのフレームが複製され、フレームのコピーがすべての該当出力
ポートに送信されます。つまり実際には、該当 VLAN に属するすべてのポートに送信されま
す。このように、1 つの入力フレームに対して多数のコピーが生成されるので、トラフィッ
ク ストームが発生するおそれがあります。

ストーム防止機能を利用した場合、スイッチに入ってくるフレームの数に対するしきい値を設
定すること、および、このしきい値を適用するフレームのタイプを指定することができます。
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しきい値を設定した場合、このしきい値に達した後に入ってきたトラフィックは廃棄されま
す。トラフィック数がこのしきい値を下回るまでの間、ポートはブロックされたままになり
ます。トラフィック数がこのしきい値を下回ると、通常の転送処理が再開されます。

ストーム制御を定義するには

ステップ 1 [セキュリティ] > [ストーム制御 ] をクリックします。[ストーム制御 ] ページが表示されます。

このページ内の、[ストーム制御レートしきい値 (%)] 以外のフィールドについては、[ストー
ム制御の編集 ] ページのセクションで説明します。このフィールドには、ポートに対してス
トーム制御が行われるまでに、全帯域幅のうち Unknown ユニキャスト、マルチキャスト、
およびブロードキャスト パケットで使用可能な帯域幅が表示されます。デフォルト値はその
ポートの最大帯域幅の 10% です。このフィールドの値は [ストーム制御の編集 ] ページで設
定します。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[ストーム制御の編集 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [ポート ]：ストーム制御を有効にするポートを選択します。

• [ストーム制御 ]：ストーム制御を有効にする場合、選択します。

• [ストーム制御レートしきい値 ]：Unknown ユニキャスト トラフィック、マルチキャ
スト トラフィック、およびブロードキャスト トラフィックの最大合計件数を入力し
ます。このしきい値のデフォルト値は、FE デバイスの場合 10,000、GE デバイスの
場合 100,000 です。

• [ストーム制御モード ]：モードをいずれか 1 つ選択します。

- [不明なユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャスト ]：不明なユニ
キャスト トラフィック、マルチキャスト トラフィック、およびブロードキャスト 
トラフィックの件数を数え、しきい値と照合します。

- [マルチキャストとブロードキャスト ]：マルチキャスト トラフィックおよびブ
ロードキャスト トラフィックの件数を数え、しきい値と照合します。

- [ブロードキャストのみ ]：ブロードキャスト トラフィックの件数だけを数え、し
きい値と照合します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ストーム制御が変更され、実行コンフィギュレーション ファイル
が更新されます。
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ポート セキュリティの設定 

特定の MAC アドレスからのポート アクセスを制限することにより、ネットワークのセキュ
リティを強化できます。アクセスを制限したい送信元 MAC アドレスは、動的（ダイナミッ
ク）に学習させることも、静的（スタティック）に設定することもできます。

ポート セキュリティを設定すると、受信された MAC アドレスと学習された MAC アドレス
が照合されます。ロックされているポートには、特定の MAC アドレスからのみアクセスで
きます。

ポート セキュリティには次の 2 種類のモードがあります。

• クラシック ロック：ポート上で学習されたすべての MAC アドレスがロックされま
す。新しい MAC アドレスは学習されません。また、学習済み MAC アドレスが失効
したり再学習されたりすることはありません。

• 限定ダイナミック ロック：上限数に達するまで MAC アドレスが学習されます。上限
数に達すると、それ以上 MAC アドレスは学習されなくなります。このモードでは、
学習済み MAC アドレスが失効したり再学習されたりすることがあります。

新しい MAC アドレスから届いたフレームがポート上で検出され、かつ、その MAC アドレ
スが承認されていない場合、（つまり、ポート セキュリティがクラシック ロック モードであ
り、届いた MAC アドレスがロックされている場合、または、ポート セキュリティが限定ダ
イナミック ロック モードであり、学習済み MAC アドレスが上限数に達している場合）、防
御機構が働き、次のいずれかの処理が実行されます。

• フレームが廃棄される

• フレームが転送される

• ポートが停止する

安全な MAC アドレスから送信されたフレームが別のポートに届いた場合、そのフレームは
転送されますが、そのポート上でその MAC アドレスが学習されることはありません。

これらの処理のいずれかを実行するのに加え、トラップを生成することができます。その際、
トラップの生成頻度を下げて回数を減らし、スイッチが過負荷状態になるのを回避すること
ができます。

（注） ポート上で 802.1X を使用する場合は、複数ホスト モードまたは複数セッション モードにす
る必要があります。ポートがシングル モードの場合、ポートにポート セキュリティを設定で
きません（[802.1x]、[ホストおよびセッション認証 ] ページを参照）。
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ポート セキュリティを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [ポートセキュリティ ] をクリックします。[ポートセキュリティ ] ページが
表示されます。

ステップ  2 ポート セキュリティを修正したいインターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。
[ポートセキュリティインターフェイス設定の編集 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：インターフェイス名を選択します。

• [インターフェイスステータス ]：ポートをロックする場合、チェックボックスをオン
にします。

• [学習モード ]：ポートのロック モードを選択します。このフィールドの値を指定する
には、[インターフェイスステータス ] のロックを解除する必要があります。[学習
モード ] フィールドは、[インターフェイスステータス ] フィールドがロックされてい
る場合にのみ有効になります。[学習モード ] の値を変更するには、[インターフェイ
スステータス ] のロックをいったん解除する必要があります。変更後、[インター
フェイスステータス ] を元に戻すことができます。次のオプションがあります。

- [クラシックロック ]：すでに学習されている MAC アドレスの数にかかわらず、
ポートをすぐにロックします。

- [限定ダイナミックロック ]：現在このポートに動的に関連付けられている MAC 
アドレスを削除し、ポートをロックします。このポートに対して設定した上限数
に達するまで MAC アドレスが学習されます。また、MAC アドレスは失効した
り再学習されたりすることがあります。

• [最大許可アドレス数 ]：[学習モード ] で [限定ダイナミックロック ] を選択した場合、
このポート上で学習できる MAC アドレスの上限数を入力します。数値 0 は、この
ポート上でスタティック MAC アドレスだけを設定できることを意味します。

• [違反時アクション ]：ロックされているポートに届いたパケットに適用する処理を選
択します。次のオプションがあります。

- [廃棄 ]：学習されていない送信元 MAC アドレスから届いたパケットを廃棄します。

- [転送 ]：不明な送信元 MAC アドレスから届いたパケットを転送します。MAC ア
ドレスは学習されません。

- [シャットダウン ]：学習されていない送信元 MAC アドレスから届いたパケット
を廃棄し、このポートを停止します。ポートは、再アクティブ化されるかまたは
スイッチが再起動されるまで、停止したままになります。
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• [トラップ ]：ロックされているポートにパケットが届いたときにトラップを有効にす
る場合、選択します。トラップは、ロックが侵害されようとしたことを通知するもの
です。クラシック ロック モードの場合、トラップの内容は、新たに受信された 
MAC アドレスです。限定ダイナミック ロック モードの場合、トラップの内容は、
上限数を超過した分の新しい MAC アドレスです。

• [トラップ間隔 ]：トラップの最短間隔を入力します（単位：秒）。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ポート セキュリティが変更され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

802.1X の設定

ポートベース アクセス コントロールを行う場合、スイッチのポート上で 2 種類のアクセスを
設定できます。1 つ目は、認可状態にかかわらず通信を制御しない、というものです（非制
御ポート）。2 つ目は、ホストとスイッチとの間の通信を承認するものです。

802.1X は、ポートベースのネットワーク アクセス コントロールを行うための IEEE 規格で
す。802.1X フレームワークを使用した場合、要求元デバイス（サプリカント）は、接続先リ
モート デバイス（オーセンティケータ）上のポートへのアクセスを要求できます。要求元サ
プリカントは、認証および承認された場合にのみ、ポートにデータを送信できます。サプリ
カントが認証されなかった場合、オーセンティケータではそのサプリカントからのデータが
廃棄されます。ただし、ゲスト VLAN または未認証 VLAN に送信されるデータは例外です。

サプリカントを認証する処理は、オーセンティケータを介して、外部の RADIUS サーバ上で
実行されます。オーセンティケータでは、認証結果が監視されます。

802.1X 規格では、ポートでデバイスをサプリカントにすると同時にオーセンティケータにす
ることができます。この場合、このデバイスは、ポート アクセスを要求すると共にポート ア
クセスを許可することになります。ただし、このスイッチは単なるオーセンティケータであ
り、サプリカントの役割は果たしません。

802.1X には次のモードがあります。

• シングル セッション型 802.1X：

- A1：シングル セッション /シングル ホスト。このモードの場合、スイッチ（オー
センティケータ）では 802.1X セッションが 1 つサポートされ、ポートを使用す
る権限が承認済みサプリカントに付与されます。そのポートで受信された他デバ
イスからのアクセスは、すべて拒否されます。ただし、承認済みサプリカントが
そのポートを使用しなくなった場合、および、そのアクセスが未認証 VLAN また
はゲスト VLAN に対するものである場合は例外です。
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- 単一セッション /複数ホスト：このモードは 802.1X 規格に準拠しています。この
モードの場合、デバイスがポートに対するアクセス権を与えられている限り、ス
イッチ（オーセンティケータ）はそのポートの使用を許可します。

• 複数セッション型 802.1X：ポートに接続している各デバイス（サプリカント）を、
それぞれ別々の 802.1X セッションで認証および承認する必要があります。これは、
Dynamic VLAN Assignment（DVA）をサポートしている唯一のモードです。

（注） スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、DVA は使用できません。

Dynamic VLAN Assignment（DVA）

このガイドでは、Dynamic VLAN Assignment（DVA）のことを RADIUS VLAN
Assignment とも呼びます。ポートが複数セッション モードであり、かつ、DVA が有効に
なっている場合、認証処理時にそのポートが、RADIUS サーバによって割り当てられた
VLAN のタグなしメンバとして自動追加されます。認証済みでかつ承認済みのデバイスまた
はポートから送信されたタグなしパケットは、割り当てられている VLAN に分類されます。

DVA が有効になっているポートでデバイスを認証および承認する場合、次の点に注意してく
ださい。

• RADIUS サーバは、デバイスを認証し、そのデバイスに VLAN を動的に割り当てる
必要があります。

• デバイスに割り当てる VLAN は、デフォルトの VLAN 以外である必要があります。
また、スイッチで作成する必要があります。

• DVA と MAC ベース VLAN グループの両方を使用するようにスイッチを設定しない
でください。

• RADIUS サーバは、RADIUS 属性が「tunnel-type (64) = VLAN (13)、tunnel-
media-type (65) = 802 (6)、および tunnel-private-group-id = VLAN ID」で DVA
をサポートしている必要があります。

• 認証方式

使用可能な認証方式は次のとおりです。

• 802.1X：このスイッチは、802.1X 規格で規定されている認証機構を備えており、
802.1X サプリカントを認証および承認することができます。

• MAC ベース：このモードを使用するようにスイッチを設定した場合、802.1X 非対応
デバイスを認証および承認できます。この場合、802.1X 非対応デバイスの代理とし
て、サプリカントの役割がエミュレートされます。また、RADIUS サーバと通信する
際、802.1X 非対応デバイスの MAC アドレスがユーザ名およびパスワードとして使
用されます。ユーザ名およびパスワードとして使用する MAC アドレスは、すべて小
文字で、また、区切り文字を使用せずに入力する必要があります（例：
「aaccbb55ccff」）。ポートで MAC ベース認証方式を使用する場合、次の点に注意
してください。
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- ゲスト VLAN を定義する必要があります。

- ポートでゲスト VLAN を有効にする必要があります。

- 未承認の最初のサプリカントから届くパケットは、タグなしパケットでなければ
なりません。

802.1X 認証、MAC ベース認証、またはその両方を使用するようにポートを設定できます。
802.1X 認証と MAC ベース認証の両方を使用するようにポートを設定している場合、
802.1X サプリカントが 802.1X 非対応デバイスよりも優先されます。シングル セッション
モードに設定されているポートでは、802.1X サプリカントは、承認されているが 802.1X に
対応していないデバイスよりも優先されます。

未認証 VLAN およびゲスト VLAN

未認証 VLAN およびゲスト VLAN で提供されているサービスは、802.1X または MAC ベー
スで認証および承認されているデバイスまたはポートを必要としません。

未認証 VLAN は、承認済みのデバイスとポート、および未承認のデバイスとポートのどちら
からも利用できます。[VLAN管理 ] セクションの [VLANの作成 ] セクションで、1 つ以上の
未認証 VLAN を設定できます。未認証 VLAN の特徴は次のとおりです。

• 必ずスタティック VLAN でなければなりません。また、ゲスト VLAN またはデフォ
ルトの VLAN にすることはできません。

• メンバ ポートは、タグ付きメンバとして手動で設定する必要があります。

• メンバ ポートは、トランク ポートまたは一般ポートでなければなりません。アクセス
ポートを未認証 VLAN のメンバにすることはできません。

ゲスト VLAN はスタティック VLANであり、その特徴は次のとおりです。

• 既存のスタティック VLAN を基にして手動で定義する必要があります。

• ゲスト VLAN を自動的に利用できるのは、この VLAN に接続されており、かつ、ゲ
スト VLAN が有効になっている、未承認のデバイスまたはポートだけです。

• ゲスト VLAN が有効になっている未承認ポートは、ゲスト VLAN にタグなしメンバ
として自動追加されます。そのポートの最初のサプリカントが承認されると、そのポー
トはゲスト VLAN から削除されます。

• ゲスト VLAN を音声 VLAN および未認証 VLAN として使用することはできません。

このスイッチの、複数セッション モードと MAC ベース認証を使用するように設定されてい
るポートでは、ゲスト VLAN は認証用としても使用されます。したがって、MAC ベース認
証を使用する場合、事前にゲスト VLAN を定義しておく必要があります。
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802.1X パラメータを定義する手順

802.1X パラメータを定義する手順

802.1X パラメータを定義するには、次の手順を実行します。

• （任意）[時間範囲 ] ページおよび [繰り返し時間範囲 ] ページを使用して、時間範囲を設
定します。 これらは、[ポート認証の編集 ] ページで使用されます。

• （任意）「802.1X プロパティ値の設定」の説明に従って、1 つ以上のスタティック
VLAN を未認証 VLAN として定義します。802.1X 承認済みおよび 802.1X 未承認の
デバイスまたはポートは、未認証 VLAN との間で常にパケットを送受信できます。

• [ポート認証の編集 ] ページを使用して、各ポートの 802.1X 設定値を定義します。 

次の点に注意してください。

• ポート上で DVA を有効にするには、このページの [RADIUS VLAN割り当て ] フィー
ルドを選択します。

• タグなしフレームをゲスト VLAN に送信するには、[ゲストVLAN] フィールドを選択
します。

• [ポート認証 ] ページを使用して、各ポートに対するホスト認証パラメータ値を設定し
ます。

• [認証済みホスト ] ページを使用して、802.1X 認証履歴を確認します。
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802.1X プロパティ値の設定

802.1X をグローバルで有効にし、ポートの認証方法を設定するには、802.1X の [プロパティ ]
ページを使用します。802.1X を使用するには、グローバルで有効にし、かつ、各ポートで個
別に有効にする必要があります。

ポートベース認証を定義するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [プロパティ ] をクリックします。802.1X の [プロパティ ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [ポートベース認証 ]：ポートベースの 802.1X 認証を有効または無効にします。

• [認証方式 ]：ユーザ認証方式を選択します。次のオプションがあります。

- [RADIUS、なし ]：まず RADIUS サーバを使用してポート認証を実行します。
RADIUS サーバから応答がない場合（例：サーバが停止している場合）、認証処
理は実行されず、セッションが許可されます。 サーバが使用可能でも、ユーザ資
格情報が正しくない場合は、アクセスは拒否され、セッションは終了されます。 

- [RADIUS]：RADIUS サーバ上でユーザを認証します。認証処理が実行されな
かった場合、セッションは許可されません。

- [なし ]：ユーザを認証しません。セッションは許可されます。

• [ゲストVLAN]：未承認ポート用にゲスト VLAN を使用できるようにする場合、選
択します。ゲスト VLAN が有効になっている場合、未承認ポートは、[ゲストVLAN 
ID] フィールドで選択した VLAN に自動的に追加されます。その後ポートが承認され
ると、ゲスト VLAN から削除されます。

• [ゲストVLAN ID]：VLAN のリストからゲスト VLAN を選択します。

• [ゲストVLANタイムアウト ]：タイムアウト時間を指定します。

- リンクアップ後、ソフトウェアによって 802.1X サプリカントが検出されなかっ
た場合、または、802.1X サプリカントが認証されなかった場合、ゲスト VLAN 
タイムアウト時間経過後に、そのポートがゲスト VLAN に追加されます。

- ポート状態が承認済みから未承認に変わった場合、ゲスト VLAN タイムアウト時
間経過後に、そのポートがゲスト VLAN に追加されます。

[VLAN認証テーブル ] にはすべての VLAN が表示されます。また、各 VLAN で認証処理が
有効になっているかどうかが表示されます。
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ステップ  3 [適用 ] をクリックします。802.1X プロパティ値が変更され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

未認証 VLAN の定義

ポートが 802.1X 対応である場合、未承認のポートまたはデバイスは、ゲスト VLAN および
未認証 VLAN 以外の VLAN にアクセスできません。スタティック VLAN を認証済み VLAN
にするには、「802.1X プロパティ値の設定」の手順を実行します。これにより、802.1X 承
認済みおよび 802.1X 未承認のデバイスまたはポートは、未認証 VLAN との間でパケットを
送受信できます。VLAN にポートを手動で追加するには、[VLANへのポート ] ページを使用
します。

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [プロパティ ] をクリックします。802.1X の [プロパティ ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  2 VLAN を選択して [編集 ] をクリックします。[VLAN認証の編集 ] ページが表示されます。

ステップ  3 VLAN を選択します。

ステップ  4（任意）[認証 ] チェックボックスをオフにし、この VLAN を未認証 VLAN にします。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

802.1X ポート認証の設定

[ポート認証 ] ページでは、各ポートの 802.1X パラメータ値を設定できます。ホスト認証な
ど、ポートが [Force Authorized] 状態になっている間にしか変更できない設定もあるので、
ポート制御を [Force Authorized] に変更してから変更することを推奨します。設定が完了し
たら、ポート制御を元の状態に戻してください。

（注） 802.1X が設定されているポートを LAG のメンバにすることはできません。

802.1X 認証を設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [ポート認証 ] をクリックします。[ポート認証 ] ページが表示さ
れます。

このページには、すべてのポートに対する認証設定情報が表示されます。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[ポート認証の編集 ] ページが表示されます。
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ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：ポートを選択します。

• [ユーザ名 ]：ポートのユーザ名が表示されます。

• [現在のポート制御 ]：現在のポート認可状態が表示されます。状態が [許可 ] の場合、
ポートが認証されているか、または、[管理ポート制御 ] の値が [Force Authorized] 
になっています。一方、状態が [無許可 ] の場合、ポートが認証されていないか、ま
たは、[管理ポート制御 ] の値が [Force Unauthorized] になっています。

• [管理ポート制御 ]：認可状態を選択します。次のオプションがあります。

- [Force Unauthorized]：インターフェイスを未承認状態に移行することにより、
インターフェイス アクセスを拒否します。このインターフェイスを介してクライ
アントに認証サービスが提供されることはありません。

- [自動 ]：ポートベースの認証とスイッチの認可を有効にします。スイッチとクラ
イアントの間で認証情報が交換されるのに合わせて、インターフェイスが承認状
態と未承認状態の間で移行します。

- [Force Authorized]：認証せずにインターフェイスを承認します。

• [RADIUS VLAN割り当て ]：選択したポート上で DVA を有効にする場合、選択しま
す。DVA 機能を利用できるのは、802.1X モードが複数セッションに設定されている
場合だけです。認証後、ポートはその VLAN のタグなしポートとして、サプリカン
ト VLAN に追加されます。

ヒント DVA 機能が有効になっている場合、RADIUS サーバから次の VLAN 属性が送信され
る必要があります（RFC 3580 で規定）。

[64] Tunnel-Type = VLAN (type 13)

[65] Tunnel-Medium-Type = 802 (type 6)

[81] Tunnel-Private-Group-Id = VLAN ID 

• [ゲストVLAN]：このスイッチに対して定義済み VLAN を使用できるようにする場
合、選択します。次のオプションがあります。

- 選択：未承認ポートに対してゲスト VLAN を使用できるようにします。ゲスト 
VLAN が有効になっている場合、未承認ポートは、802.1X の [ポート認証 ] ペー
ジの [ゲストVLAN ID] フィールドで選択した VLAN に自動的に追加されます。

認証されず、かつ、そのポート上でゲスト VLAN がグローバルに有効になってい
る場合、ゲスト VLAN は未承認ポートにタグなし VLAN として自動的に割り当
てられます。

- 未選択：ポート上のゲスト VLAN を無効にします。
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• [認証方式 ]：ポートに対する認証方式を選択します。次のオプションがあります。

- [802.1xのみ ]：802.1X 認証方式だけが実行されます。

- [MACのみ ]：サプリカントの MAC アドレスに基づいてポートが認証されます。
このポートで使用できる MAC ベース認証は 8 個だけです。

- [802.1xおよびMAC]：802.1X 認証と MAC ベース認証の両方が実行されます。
802.1X 認証が優先されます。

（注）RADIUS サーバ上で MAC 認証を成功させるには、ユーザ名とパスワード
をサプリカントの MAC アドレスにする必要があります。MAC アドレスはすべ
て小文字で、また、区切り文字を使用せずに入力する必要があります（例：
「0020aa00bbcc」）。

• [定期再認証 ]：[再認証期間 ] で入力した間隔でポートを再認証する場合、選択します。

• [再認証期間 ]：選択したポートを再認証する間隔を入力します（単位：秒）。

• [即時再認証 ]：ポートをすぐに再認証する場合、選択します。

• [認証状態 ]：設定されているポート認可状態が表示されます。次のオプションがあり
ます。

- [Force Authorized]：ポート制御状態は Force Authorized（トラフィックを転
送）に設定されています。

- [Force Unauthorized]：ポート制御状態は Force Unauthorized（トラフィッ
クを廃棄）に設定されています。

（注）[Force Authorized] でも [Force Unauthorized] でもない場合は自動モー
ドになっており、現在の認証状態が表示されます。ポート認証処理が終了する
と、[認証済み ] と表示されます。

• [時間範囲 ]：802.1X が有効になっている（ポートベース認証が検査される）場合に、
特定のポートに対する承認期間を制限します。

• [時間範囲名 ]：期間を表すプロファイルを選択します。

• [待機期間]：認証失敗情報交換後にスイッチが待機する時間を入力します（単位：秒）。

• [EAPの再送信 ]：サプリカント（クライアント）からの、Extensible 
Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）要求 /ID フレームに対する
応答を待つ時間を入力します（単位：秒）。この時間内に応答がない場合、スイッチ
から要求が再送信されます。

• [最大EAP要求 ]：EAP 要求の最大送信回数を入力します。[サプリカントタイムアウ
ト ] で入力した期間内にサプリカントから応答がなかった場合（つまり、サプリカン
トがタイムアウトになった場合）、認証プロセスが再開されます。
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• [サプリカントタイムアウト ]：サプリカントのタイムアウト時間を入力します（単
位：秒）。この時間内に応答がない場合、EAP 要求がサプリカントに再送信されます。

• [サーバタイムアウト ]：サーバのタイムアウト時間を入力します（単位：秒）。この
時間内に応答がない場合、要求が認証サーバに再送信されます。

• [終了原因 ]：ポート認証処理が中止された場合、その理由が表示されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ポート設定が定義され、実行コンフィギュレーション ファイルが
更新されます。

ホストとセッションの認証の設定 

[ホストおよびセッション認証 ] ページでは、ポート上での 802.1X の動作モード、および、
違反検出時に実行する処理を設定できます。

802.1X の動作モードは次のとおりです。

• シングル：1 台の承認済みホストだけがポートにアクセスできます。なお、シング
ル ホスト モードの場合、ポート上でポート セキュリティを有効にすることはでき
ません。

• 複数ホスト（802.1X）：複数台のホストを 1 つの 802.1X 対応ポートに割り当てるこ
とができます。承認する必要があるのは最初のホストだけです。その後ポートは、ネッ
トワークにアクセスするユーザ全員に開放されます。ホストが認証されなかった場合、
または、EAPOL-logoff メッセージが受信された場合、割り当てられているすべての
クライアントが、ネットワークへのアクセスを拒否されます。

• 複数セッション：特定多数の承認済みホストがポートにアクセスできます。各ホスト
は、最初でかつ唯一のユーザのように扱われます。それぞれのホストを認証する必要
があります。フィルタリングは送信元 MAC アドレスに基づいて実行されます。
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ポートに対して 802.1X の高度な設定を行うには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [ホストおよびセッション認証 ] をクリックします。[ホストお
よびセッション認証 ] ページが表示されます。

このページには、すべてのポートに対する 802.1X 認証パラメータ値が表示されます。次に
示すフィールドを除くフィールドは、すべて [ホストおよびセッション認証の編集 ] ページ
にあります。

• [ステータス ]：ホストのステータスが表示されます。アスタリスクは、そのポートが
リンクされていないかまたは停止していることを意味します。次のオプションがあり
ます。

- [無許可 ]：ポート制御状態が [Force Unauthorized] であり、かつ、ポート リン
クが停止しているか、または、ポート制御の状態が [自動 ] であるが、クライアン
トがそのポート経由で認証されていません。

- [Force Authorized]：クライアントはポートにフル アクセスできます。

- [シングルホストロック ]：ポート制御状態が [自動 ] であり、かつ、このポートを
使用して 1 つのクライアントだけが認証されています。

- [シングルホストなし ]：ポート制御状態が [自動 ] であり、[複数ホスト ] モードが
有効になっています。1 つ以上のクライアントが認証されています。

- [非自動モード ]：自動ポート制御が無効になっています。

• [違反数 ]：シングル ホスト モードにおいて、MAC アドレスがサプリカントの MAC 
アドレスでないホストからそのインターフェイスに届いた、パケットの数が表示され
ます。

ステップ  2 ポートを選択して [編集 ] をクリックします。[ホストおよびセッション認証の編集 ] ページが
表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：ホスト認証を有効にするポート番号を入力します。

• [ホスト認証 ]：いずれかのモードを選択します。これらのモードについては、前出の
「ホストとセッションの認証の設定」で説明しています。

（注）[ホスト認証 ] フィールドで [シングル ] を選択した場合は、次のフィールドのみ
が関連します。

• [違反時アクション ]（シングル ホスト）：MAC アドレスがサプリカントの MAC ア
ドレスでないホストから、シングル セッション /シングル ホスト モードで届いたパ
ケットに適用する処理を選択します。 次のオプションがあります。

- [廃棄 ]：パケットを廃棄します。
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- [転送 ]：パケットを転送します。

- [シャットダウン ]：パケットを廃棄し、ポートを停止します。ポートは、再アク
ティブ化されるかまたはスイッチが再起動されるまで、停止したままになります。

• [トラップ ]（シングル ホスト違反）：選択すると、トラップが有効になります。

• [トラップ間隔 ]（シングル ホスト違反）：ホストにトラップを送信する頻度を設定し
ます。 このフィールドの値を指定できるのは、複数ホストが無効になっている場合だ
けです。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。設定値が定義され、実行コンフィギュレーション ファイルが更新
されます。

認証済みホストの表示

認証済みユーザの詳細情報を表示するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [認証済みホスト ] をクリックします。[認証済みホスト ] ページ
が表示されます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [ユーザ名 ]：そのポートで認証されたサプリカント名。

• [ポート ]：ポート番号。

• [セッション時間 (DD:HH:MM:SS)]：そのポートにサプリカントがログインしてい
た時間。

• [認証方式 ]：最後のセッションの認証に使用された方式。次のオプションがあります。

- [なし ]：認証は行われず、自動承認されます。

- [RADIUS]：サプリカントは RADIUS サーバ上で認証されました。

• [MACアドレス ]：サプリカントの MAC アドレスが表示されます。

ステップ  2 [適用 ] をクリックします。設定値が定義され、実行コンフィギュレーション ファイルが更新
されます。
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期間の設定

[時間範囲 ] ページでは、802.1X対応ポートで 802.1X を有効にする期間を設定できます。期
間を設定するには、絶対開始日時と絶対終了日時を指定する必要があります。絶対期間は指
定したが定期期間は指定しておらず、かつ、期間を 802.1X 対応ポートに対して設定した場
合、絶対開始日時から絶対終了日時までの間、そのポートで 802.1X がアクティブ化されます。

絶対期間と定期期間の両方を指定した場合、絶対開始日時と定期期間の両方に合致した時点
で、そのポートで 802.1X がアクティブ化されます。いずれかの終了日時に達した時点で、そ
のポートは非アクティブ化されます。絶対期間に定期期間を追加するには、[繰り返し時間範
囲 ] ページを使用します。

1 つ以上の定期期間を指定し、かつ、期間を 802.1X 対応ポートに対して設定した場合、定
期期間と絶対期間の両方に重なる間、そのポートで 802.1X がアクティブ化されます。

802.1X 対応ポートに対して指定した絶対期間または定期期間（あるいはその両方）に合致し
ない場合、そのポートで 802.1X は非アクティブ化されます。これは、[Force Unauthorized]
と同じ状態です。

このスイッチで指定できる絶対期間は最大 20 個です。

指定した時刻はすべて現地時間であると解釈されます。なお、夏時間は適用されません。

指定した期間が正確に適用されるようにするため、ユーザが手動で、または SNTP を使用し
て、ソフトウェア クロックを正しく設定してください。ソフトウェア クロックを正しく設定
していない場合、期間が正しく適用されません。

この機能の用途としては、たとえば、コンピュータからネットワークにアクセスできる時間
を営業時間内に限定し、営業時間終了後はネットワークへのアクセスをブロックする、など
が考えられます。

絶対期間を追加するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [時間範囲 ] をクリックします。[時間範囲 ] ページが表示さ
れます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[時間範囲の追加 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [時間範囲名 ]：期間名を入力します。

• [絶対開始時間 ]：絶対開始日時を指定します。

- [即時 ]：期間を作成した時点から期間を開始する場合、このフィールドをクリッ
クします。

- [日付 ] と [時刻 ]：絶対開始日時を選択します。
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• [絶対終了時間 ]：絶対終了日時を指定します。

- [無制限 ]：終了日時を指定しない（つまり無期限にする）場合、このフィールド
をクリックします。

- [日付 ] と [時刻 ]：絶対終了日時を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。期間が作成されます。

定期期間の設定 

[繰り返し時間範囲 ] ページでは定期期間を作成し、[時間範囲 ] ページで作成した絶対期間の
いずれかに追加することができます。

指定した時刻はすべて現地時間であると解釈されます。なお、夏時間は適用されません。

定期期間を追加するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [802.1X] > [繰り返し時間範囲 ] をクリックします。[繰り返し時間範囲 ]
ページが表示されます。

このページには、作成済みの定期期間が表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[繰り返し時間範囲の追加 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [時間範囲名 ]：定期期間を追加する絶対期間を選択します。

• [繰り返し開始時刻 ]：曜日と定期期間開始時刻を入力します。

• [繰り返し終了時刻 ]：曜日と定期期間終了時刻を入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。定期期間が絶対期間に追加されます。

DoS 攻撃の防止 

Denial of Service（DoS）攻撃を防止できれば、ネットワークのセキュリティが向上しま
す。具体的には、特定の IP アドレスから送信されたパケットがネットワークに入ってこない
ようにします。
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さらに、DoS 攻撃防止機能を利用すれば、悪意あることが判明しているヘッダーや本文を含
むパケットを除去できます。

ネットワーク管理者は DoS 攻撃防止機能を利用することにより、次のことができます。

• 予約された IP アドレスから送信されたパケットを拒否する（[Martianアドレス ] ペー
ジ）。

• 特定のインターフェイスから TCP 接続できないようにする（[SYNフィルタリング ]
ページ）。また、パケットのレート制限を行う（[SYNレート保護 ] ページ）。

• 特定の ICMP パケットをブロックするように設定する（[ICMPフィルタリング ] ペー
ジ）。

• 特定のインターフェイスから送信された断片化 IP パケットを廃棄する（[IPフラグメ
ントフィルタリング ] ページ）。

• Stacheldraht Distribution、Invasor Trojan、および Back Orifice Trojan からの
攻撃を拒否する（[セキュリティスイート設定 ] ページ）。

SCT 

Cisco Small Business スイッチは、エンドユーザのトラフィック以外に、次のタイプのト
ラフィックを処理する高度なスイッチです。

• 管理トラフィック

• プロトコル トラフィック

• スヌーピング トラフィック

不要なトラフィックは、CPU の負荷を高め、正常なスイッチの動作を妨げることがあります。

スイッチは、Secure Core Technology（SCT）機能を使用します。この機能は、受信する
トラフィックの合計量に関係なく、スイッチが管理トラフィックとプロトコル トラフィック
を受信し処理できるようにします。

デバイスでは SCT はデフォルトで有効になっており、無効にできません。

他の機能との干渉は発生しません。

SCTは、[セキュリティ ] > [サービス拒否防御 ] > [セキュリティスイート設定 ] ページで監
視できます（[詳細 ] ボタン）。



セキュリティの設定
DoS 攻撃の防止

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 299

17
 

DoS セキュリティ スイートの設定

（注） DoS 攻撃防止機能をアクティブ化するには、事前に、すべての Access Control List（ACL;
アクセス コントロール リスト）および拡張 QoS ポリシーをポートからアンバインドしてお
く必要があります。ポートで DoS 攻撃防止機能がアクティブ化されている間、ACL と拡張
QoS ポリシーは非アクティブ化されます。

DoS 攻撃防止機能のグローバル設定および SCT の監視を行うには

ステップ 1 [セキュリティ] > [サービス拒否防御 ] > [セキュリティスイート設定 ] をクリックします。[セ
キュリティスイート設定 ] ページが表示されます。

ステップ  2 CPU保護メカニズムが有効の場合は、SCT が有効であることを示しています。[CPU利用率 ]
の横にある [詳細 ] をクリックし、CPU リソース利用率情報の表示を有効にします。

ステップ  3 [DoS防御 ] を選択し、DoS 攻撃防止機能を有効にします。

• [無効 ]：この機能を無効にします。

• [システムレベルの防御 ]：Stacheldraht Distribution、Invasor Trojan、および 
Back Orifice Trojan からの攻撃を防止する機能の部分を有効にします。

ステップ  4 [システムレベルの防御 ] または [システムレベルおよびインターフェイスレベルの防御 ] を選
択した場合、次の DoS 攻撃防止オプションを 1 つ以上有効にします。

• [Stacheldraht(分散型 )]：送信元 TCP ポートが 16660 である TCP パケットを廃
棄します。

• [Invasor (トロイの木馬 )]：宛先 TCP ポートが 2140 であり、かつ、送信元 TCP 
ポートが 1024 である TCP パケットを廃棄します。

• [Back Orifice (トロイの木馬 )]：宛先 UDP ポートが 31337 であり、かつ、送信元 
UDP ポートが 1024 である UDP パケットを廃棄します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。DoS 攻撃防止セキュリティ スイート設定が定義され、実行コン
フィギュレーション ファイルが更新されます。

• [システムレベルおよびインターフェイスレベルの防御 ] を選択した場合、適切な [編
集 ] ボタンをクリックし、防止機能を設定します。
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Martian アドレスの指定

[Martianアドレス ] ページでは、ネットワーク上に出現したときに攻撃しようとする IP アド
レスを指定できます。これらのアドレスからのパケットは廃棄されます。

このスイッチでは、IP プロトコルの点から見て不正な Martian アドレス群が予約されてい
ます。予約されている Martian アドレスは次のとおりです。

• [Martianアドレス ] ページで、不正であると指定されたアドレス。

• IP プロトコルの点から見て不正なアドレス（例：ループバック アドレス）。具体的な
アドレス範囲は次のとおりです。

- 0.0.0.0/8（送信元としての 0.0.0.0/32 は除く）：この範囲のアドレスは、こ
のネットワーク上の送信元ホストを指しています。

- 127.0.0.0/8：インターネット ホスト ループバック アドレスとして使用され
ます。

- 192.0.2.0/24：ドキュメント内およびサンプル コード内で TEST-NET として
使用されます。

- 224.0.0.0/4（送信元の場合）：IPv4 マルチキャスト アドレス割り当てにおいて
使用されます。以前は「クラス D アドレス空間」と呼ばれていました。

- 240.0.0.0/4（宛先としての 255.255.255.255/32 は除く）：予約されてい
るアドレス範囲。以前は「クラス E アドレス空間」と呼ばれていました。

DoS 攻撃を防止するために Martian アドレスを追加することもできます。Martian アドレ
スが含まれているパケットは廃棄されます。

Martian アドレスを指定するには 

ステップ 1 [セキュリティ ] > [サービス拒否防御 ] > [Martianアドレス ] をクリックします。[Martianア
ドレス ] ページが表示されます。

ステップ  2 [予約済みのMartianアドレス ] を選択して [適用 ] をクリックし、予約済み Martian アドレ
スをシステム レベル防止リストに追加します。

ステップ  3 Martian アドレスを追加するため、[追加 ] をクリックします。[Martianアドレスの追加 ] ペー
ジが表示されます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [IPバージョン ]：サポートされている IP バージョンが表示されます。現在サポート
されている IP バージョンは IPv4 だけです。
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• [IPアドレス ]：拒否するアドレスを入力します。表示される値は次のとおりです。

- [予約済みリストから ]：既知の IP アドレスを予約リストから選択します。

- [新規 IPアドレス ]：IP アドレスを入力します。

• [マスク ]：拒否する IP アドレス範囲を指定するため、IP アドレスのマスクを入力し
ます。選択項目は次のとおりです。

- [ネットワークマスク ]：ピリオド区切りの 10 進表記で入力します。

- [プレフィクス長 ]：DoS 攻撃防止機能を適用する IP アドレス範囲を指定するた
め、IP アドレス プレフィクスを入力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。Martian アドレスが設定され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

SYN フィルタリングの設定

[SYNフィルタリング ] ページでは、SYN フラグが含まれている TCP パケット、および 1 つ
以上の特定のポート宛てのパケットをフィルタリングするように設定できます。

SYN フィルタを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [サービス拒否防御 ] > [SYNフィルタリング ] をクリックします。[SYN
フィルタリング ] ページが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[SYNフィルタリングの追加 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：フィルタリングを適用するインターフェイスを選択します。

• [IPv4アドレス ]：フィルタリングを適用する IP アドレスを入力するか、または、[す
べてのアドレス ] を選択します。

• [ネットワークマスク ]：フィルタ処理されたネットワーク マスクを IP アドレス形式
で入力します。

• [TCPポート ]：フィルタ処理された宛先 TCP ポートを選択します。

- [既知のポート ]：リストでポートを選択します。

- [ユーザ定義 ]：ポート番号を入力します。

- [すべてのポート ]：すべてのポートがフィルタ処理されている場合に選択します。
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ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SYN フィルタが定義され、実行コンフィギュレーション ファイ
ルが更新されます。

SYN レート保護の設定

[SYNレート保護 ] ページでは、入力ポートで受信する SYN パケットの数を制限できます。
これにより、新しい接続の数を制限することで、サーバに対する SYN フラッド攻撃の影響
を軽減できます。

SYN レート保護を設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [サービス拒否防御 ] > [SYNレート保護 ] をクリックします。[SYNレート
保護 ] ページが表示されます。

このページには、各インターフェイスに対して現在適用されている SYN レート保護が表示
されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[SYNレート保護の追加 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：SYN レート保護を適用するインターフェイスを選択します。

• [IPアドレス ]：SYN レート保護を適用する IP アドレスを入力するか、または、[すべ
てのアドレス ] を選択します。IP アドレスを入力する場合、マスクまたはプレフィク
ス長を入力します。

• [ネットワークマスク ]：送信元 IP アドレスに対するサブネット マスクの形式を選択
し、いずれかのフィールドに値を入力します。

- [マスク ]：送信元 IP アドレスが属するサブネットを選択し、サブネット マスクを
ピリオド区切りの 10 進表記で入力します。

- [プレフィクス長 ]：[プレフィクス長 ] を選択し、送信元 IP アドレス プレフィクス
を構成するビット数を入力します。

• [SYNレート制限 ]：受信する SYN パケット数を入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SYN レート保護が適用され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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ICMP フィルタリングの設定

[ICMPフィルタリング ] ページでは、特定の送信元から届いた ICMP パケットをブロックで
きます。これにより、ICMP 攻撃を受けた場合のネットワーク負荷を軽減できます。

ICMP フィルタリングを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ ] > [サービス拒否防御 ] > [ICMPフィルタリング ] をクリックします。[ICMP
フィルタリング ] ページが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[ICMPフィルタリングの追加 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：ICMP フィルタリングを適用するインターフェイスを選択し
ます。

• [IPアドレス ]：ICMP パケット フィルタリングを適用する IPv4 アドレスを入力する
か、または、[すべてのアドレス ] を選択してすべての送信元アドレスからの ICMP 
パケットをブロックします。IP アドレスを入力する場合、マスクまたはプレフィク
ス長を入力します。

• [ネットワークマスク ]：送信元 IP アドレスに対するサブネット マスクの形式を選択
し、いずれかのフィールドに値を入力します。

- [マスク ]：送信元 IP アドレスが属するサブネットを選択し、サブネット マスクを
ピリオド区切りの 10 進表記で入力します。

- [プレフィクス長 ]：[プレフィクス長 ] を選択し、送信元 IP アドレス プレフィクス
を構成するビット数を入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。ICMP フィルタリングが定義され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。
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断片化 IP フィルタリングの設定

[IPフラグメント化 ] ページでは、断片化 IP パケットをフィルタリングできます。

断片化 IP フィルタリングを設定するには

ステップ 1 [セキュリティ] > [サービス拒否防御 ] > [IPフラグメントフィルタリング ] をクリックします。
[IPフラグメントフィルタリング ] ページが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[IPフラグメントフィルタリングの追加 ] ページが表示されます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：IP フラグメンテーションが定義されたインターフェイスを選択
します。

• [IPアドレス ]：断片化 IP フィルタ処理された IP ネットワークを入力するか、また
は、[すべてのアドレス ] を選択してすべての送信元アドレスからの断片化 IP パケッ
トをブロックします。IP アドレスを入力する場合、マスクまたはプレフィクス長を
入力します。

• [ネットワークマスク ]：送信元 IP アドレスに対するサブネット マスクの形式を選択
し、いずれかのフィールドに値を入力します。

- [マスク ]：送信元 IP アドレスが属するサブネットを選択し、サブネット マスクを
ピリオド区切りの 10 進表記で入力します。

- [プレフィクス長 ]：[プレフィクス長 ] を選択し、送信元 IP アドレス プレフィクス
を構成するビット数を入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。IP フラグメントフィルタが定義され、実行コンフィギュレーショ
ン ファイルが更新されます。
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アクセス コントロール

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）はセキュリティ機構の 1 つで
す。ACL 定義は、トラフィック フローに対して一定の Quality of Service（QoS; サービス
品質）を確保するしくみの 1 つです。詳細については、「QoS の設定」の「QoS の設定：全
般」を参照してください。

ネットワーク管理者は ACL を使用することにより、入トラフィックに対するフィルタおよび
処理を定義できます。ACL がバインドされているポートまたは LAG に届いたパケットは、
許可または拒否されます。

ここで説明する内容は次のとおりです。

• 「アクセス コントロール リスト」

• 「MAC ベース ACL の定義」

• 「IPv4 ベース ACL」

• 「IPv6 ベース ACL」

• 「ACL バインディングの定義」

アクセス コントロール リスト

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）は、分類用フィルタと処理の
ペアの順序付きリストです。それぞれの分類ルールとそれに伴う処理を Access Control
Element（ACE; アクセス コントロール要素）と呼びます。

各 ACE は、トラフィック グループを区別するフィルタ、および、そのフィルタに関連付け
られた処理で構成されています。1 つの ACL には 1 つ以上の ACE が含まれています。ACE
は、入力フレームの内容と照合されます。フレームの内容がフィルタ条件に合致した場合、そ
のフレームには DENY 処理または PERMIT 処理が適用されます。

このスイッチで定義できる ACL および ACE の数はそれぞれ最大 512 個です。
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パケットが ACE フィルタ条件に合致した場合、その ACE 処理が適用され、その ACL の処
理が中止されます。パケットが ACE フィルタ条件に合致しなかった場合は、次の ACE と照
合されます。ACL 内のどの ACE とも合致しなかった場合、他にも ACL がある場合は、そ
の ACL が同様に処理されます。

（注） すべての ACL 内のどの ACE とも合致しなかった場合、そのパケットは破棄されます。これ
はデフォルトの処理です。このようにデフォルトでは破棄されるので、管理トラフィックを
含む必要なトラフィックを許可する ACE を ACL に明示的に追加する必要があります。管理
トラフィックとは、スイッチ自体に送信されるトラフィック（例：Telnet、HTTP、SNMP）
のことです。たとえば、ACL の条件に一致しないすべてのパケットを廃棄しない場合は、す
べてのトラフィックを許可する最低プライオリティの ACE を ACL に明示的に追加する必要
があります。

ACL がバインドされているポートで IGMP/MLD スヌーピングが有効になっている場合は、
IGMP/MLD パケットをスイッチに転送する ACE フィルタをその ACL に追加してくださ
い。追加しない場合、そのポートで IGMP/MLD スヌーピングが失敗します。

最初に合致した ACE の処理が実行されるため、ACL 内における ACE の順序は重要です。先
頭の ACE から順に処理されます。

ACL の用途としては、セキュリティの強化（例：特定のトラフィック フローを許可または拒
否）、トラフィックの分類、トラフィックのプライオリティ付けなどがあります。分類とプラ
イオリティ付けは、QoS 拡張モードで利用できます。

（注） 各ポートには ACL または拡張 QoS ポリシーを設定できますが、両方を同時に設定すること
はできません。

1 つのポートにバインドできる ACL は、原則として 1 つのみです。ただし例外として、1 つ
のポートに IPv4 ベース ACL と IPv6 ベース ACL の両方をバインドすることができます。1
つのポートに複数の ACL をバインドするには、1 つ以上のクラス マップから成るポリシー
を使用する必要があります。詳細については、「QoS 拡張モード」の「ポリシーの設定」を
参照してください。定義できる ACL のタイプは次のとおりです。フレーム ヘッダーのどの
部分を検査するかによって、定義する ACL が決まります。

• MAC ベース ACL：レイヤ 2 フィールドのみを検査します。「MAC ベース ACL の定
義」を参照してください。

• IP ベース ACL：IP フレームのレイヤ 3 を検査します。「IPv4 ベース ACL」を参照し
てください。

• IPv6 ベース ACL：IPv4 フレームのレイヤ 3 を検査します。「IPv6 ベース ACL の定
義」を参照してください。

フレームが ACL 内のフィルタと合致した場合、そのフレームは、その ACL の名前のフロー
として定義されます。拡張 QoS の場合、これらのフレームをこのフロー名で呼ぶことができ
ます。また、これらのフレームに QoS を適用できます。詳細については、「QoS 拡張モー
ド」を参照してください。
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ACL を作成する手順

ACL を作成してインターフェイスにバインドするには

1. 次のタイプの ACL を 1 つ以上作成します。

a. MAC ベース ACL。[MACベースACL] ページおよび [MACベースACE] ページを使
用して作成します。

b. IP ベース AC。[IPv4 ベース ACL] ページおよび [IPv4 ベース ACE] ページを使用し
て作成します。

c. IPv6 ベース ACL。[IPv6ベースACL] ページおよび [IPv6ベースACE] ページを使
用して作成します。

2. [ACLバインディング ] ページを使用して ACL をインターフェイスにバインドします。

ACL を修正する手順

ACL は、使用中は修正できません。ACL を修正するためにインターフェイスからアンバイン
ドする手順を次に示します。

1. ACL が QoS 拡張モード クラス マップに属していないが、インターフェイスにバインド
されている場合、[ACLバインディング ] ページを使用してインターフェイスからアンバ
インドします。

2. ACL がクラス マップに属しており、そのクラス マップがインターフェイスにバインド
されていない場合、その ACL を修正できます。

3. ACL がクラス マップに属しており、そのクラス マップがポリシーに属しており、その
ポリシーがインターフェイスにバインドされている場合、次に示すアンバインド手順を
実行する必要があります。

• 「ポリシーのバインディング」の手順に従って、クラス マップが属しているポリシー
をインターフェイスからアンバインドします。

• 「ポリシーの設定」（編集）の手順に従って、ACL が属しているクラス マップをポリ
シーから削除します。

• 「クラス マップの定義」の手順に従って、ACL が属しているクラス マップをポリシー
から削除します。

これで ACL を修正できる状態になりました。
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MAC ベース ACL の定義

MAC ベース ACL は、レイヤ 2 フィールドの内容に基づいてトラフィックをフィルタリング
する際に使用します。MAC ベース ACL ではすべてのフレームが検査されます。

MAC ベース ACL は [MACベースACL] ページで定義します。ルールは、[MACベースACE]
ページで定義します。

MAC ベース ACL を定義するには

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [MACベースACL] をクリックします。[MACベースACL] ページ
が開きます。

このページには、現在定義されているすべての MAC ベース ACL のリストが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[MACベースACLの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 [ACL名 ] フィールドに、新規に作成する ACL の名前を入力します。ACL 名では大文字と小
文字が区別されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。MAC ベース ACL が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

MAC ベース ACL へのルールの追加

ACL にルール（ACE）を追加するには

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [MACベースACE] をクリックします。[MACベースACE] ペー
ジが開きます。

ステップ  2 ACL を選択し、[実行 ] をクリックします。その ACL 内の ACE のリストが表示されます。

ステップ  3 [追加 ] をクリックします。[MACベースACEの追加 ] ページが開きます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [ACL名 ]：ACE が追加される ACL の名前が表示されます。

• [プライオリティ ]：ACE のプライオリティを入力します。プライオリティの高い 
ACE ほど先に処理されます。プライオリティは 1 が最高です。
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• [アクション ]：合致したときに実行する処理を選択します。次のオプションがあり
ます。

- [許可 ]：ACE 基準に合致したパケットを転送します。

- [拒否 ]：ACE 基準に合致したパケットを廃棄します。

- [シャットダウン ]：ACE 基準に合致したパケットを廃棄し、そのパケットが届いた
ポートを無効にします。無効にしたポートを再度アクティブ化するには、[ポート
設定 ] ページを使用します。

• [宛先MACアドレス ]：すべての宛先アドレスをそのまま受け入れる場合は、[任意 ] 
を選択します。宛先アドレスまたは宛先アドレス範囲を入力する場合は、[ユーザ定
義 ] を選択します。

• [宛先MACアドレス値 ]：宛先 MAC アドレスに対応する MAC アドレスとそのマス
ク（必要な場合）を入力します。

• [宛先MACワイルドカードマスク ]：MAC アドレス範囲を指定するためのマスクを
入力します。このマスクは、サブネット マスクなどとは異なります。ビットを 1 に
設定した場合、その値をマスクしないことを意味します。ビットを 0 に設定した場
合、その値をマスクすることを意味します。

• [送信元MACアドレス ]：すべての送信元アドレスをそのまま受け入れる場合は [任意 ] 
を選択します。送信元アドレスまたは送信元アドレス範囲を入力する場合は、[ユー
ザ定義 ] を選択します。

• [送信元MACアドレス値 ]：送信元 MAC アドレスに対応する MAC アドレスとその
マスク（必要な場合）を入力します。

• [送信元MACワイルドカードマスク ]：MAC アドレス範囲を指定するためのマスク
を入力します。

• [VLAN ID]：照合する VLAN タグの VLAN ID セクションを入力します。

• [802.1p]：802.1p を使用する場合は [含める ] を選択します。

• [802.1p値 ]：VPT タグに追加する 802.1p 値を入力します。

• [802.1pマスク ]：VPT タグに適用するワイルドカード マスクを入力します。

• [イーサタイプ ]：照合するフレームの EtherType を入力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。MAC ベース ACE が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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IPv4 ベース ACL

IPv4 ベース ACL は、IPv4 パケットを検査する際に使用します。ARP などその他の種類の
フレームは検査されません。

照合できるフィールドは次のとおりです。

• IP プロトコル（既知のプロトコルの場合は名前で照合、未知のプロトコルの場合は
値で直接照合） 

• TCP/UDP トラフィックの送信元ポート /宛先ポート 

• TCP フレームの各フラグの値 

• ICMP のメッセージ タイプとコード、および、IGMP のメッセージ タイプ 

• 送信元 IP アドレスおよび宛先 IP アドレス（ワイルドカードを含む） 

• DSCP 値および IP Precedence 値 

（注） ACL は、フロー単位で QoS 処理を行う際の、フロー定義の構成要素としても使用されます。
詳細については、「QoS 拡張モード」を参照してください。

ACL を定義するには、[IPv4ベースACL] ページを使用します。ルールは、[IPv4ベースACE]
ページで定義します。

IPv6 ACL を定義するには、[IPv6ベースACL] ページを使用します。

IPv4 ベース ACL の定義

IPv4 ベース ACL を定義するには

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [IPv4ベースACL] をクリックします。[IPv4ベースACL] ページ
が開きます。

このページには、現在定義されているすべての IPv4 ベース ACL が表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[IPv4ベースACLの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 [ACL名 ] フィールドに、新規に作成する ACL の名前を入力します。ACL 名では大文字と小
文字が区別されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。IPv4 ベース ACL が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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IPv4 ベース ACL へのルールの追加

IPv4 ベース ACL にルール（ACE）を追加するには

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [IPv4ベースACE] をクリックします。[IPv4ベースACE] ページ
が開きます。

ステップ  2 ACL を選択し、[実行 ] をクリックします。選択した ACL に対して現在定義されている IP
ACE が表示されます。

ステップ  3 [追加 ] をクリックします。[IPv4ベースACEの追加 ] ページが開きます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [ACL名 ]：ACL の名前が表示されます。

• [プライオリティ ]：プライオリティを入力します。プライオリティの高い ACE ほど
先に処理されます。

• [アクション ]：ACE に合致したパケットに対する処理を選択します。選択項目は次
のとおりです。

- [許可 ]：ACE 基準に合致したパケットを転送します。

- [拒否 ]：ACE 基準に合致したパケットを廃棄します。

- [シャットダウン ]：ACE 基準に合致したパケットを廃棄し、そのパケットが届い
たポートを無効にします。無効にしたポートを再度アクティブ化するには、[ポー
ト管理 ] ページを使用します。

• [プロトコル ]：特定のプロトコルまたはプロトコル ID に基づく ACE を作成する場
合、そのプロトコルを選択します。すべての IP プロトコルを受け入れるには、[任意
(IPv4)] を選択します。特定のプロトコルのみを受け入れるには、ドロップダウン リ
ストでそのプロトコルを選択します。選択できるプロトコルは 1 つのみです。

- [ICMP]：Internet Control Message Protocol

- [IGMP]：Internet Group Management Protocol

- [IP-in-IP]：IP in IP カプセル化

- [TCP]：Transmission Control Protocol

- [EGP]：Exterior Gateway Protocol

- [IGP]：Interior Gateway Protocol

- [UDP]：User Datagram Protocol

- [HMP]：Host Mapping Protocol
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- [RDP]：Reliable Datagram Protocol

- [IDPR]：Inter-Domain Policy Routing Protocol

- [IPV6]：IPv6 over IPv4 トンネリング

- [IPV6:ROUT]：ゲートウェイ経由で IPv6 over IPv4 ルートを流れるパケット 

- [IPV6:FRAG]：IPv6 over IPv4 フラグメント ヘッダーがあるパケット

- [IDRP]：Inter-Domain Routing Protocol

- [RSVP]：ReSerVation Protocol

- [AH]：Authentication Header 

- [IPV6:ICMP]：Internet Control Message Protocol

- [EIGRP]：Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

- [OSPF]：Open Shortest Path First 

- [IPIP]：IP in IP

- [PIM]：Protocol Independent Multicast

- [L2TP]：Layer 2 Tunneling Protocol

- [ISIS]：IGP-specific Protocol

• [照合するプロトコル ID]：名前を選択するのではなくプロトコル ID を入力します。

• [送信元 IPアドレス]：すべての送信元アドレスをそのまま受け入れる場合は [任意 ] を
選択します。送信元アドレスまたは送信元アドレス範囲を入力する場合は、[ユーザ
定義 ] を選択します。

• [送信元 IPアドレス値 ]：送信元 IP アドレスに対応する IP アドレスを入力します。

• [送信元 IPワイルドカードマスク ]：IP アドレス範囲を指定するためのマスクを入力
します。このマスクは、サブネット マスクなどとは異なります。ビットを 1 に設定
した場合、その値をマスクしないことを意味します。ビットを 0 に設定した場合、そ
の値をマスクすることを意味します。

• [宛先 IPアドレス]：すべての宛先アドレスをそのまま受け入れる場合は [任意 ] を選択
します。宛先アドレスまたは宛先アドレス範囲を入力する場合は、[ユーザ定義 ] を
選択します。

• [宛先 IPアドレス値 ]：宛先 IP アドレスに対応する IP アドレスを入力します。

• [宛先 IPワイルドカードマスク ]：IP アドレス範囲を指定するためのマスクを入力し
ます。
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• [送信元ポート ]：次のいずれかを選択します。

- [任意 ]：すべての送信元ポートを受け入れます。

- [シングル ]：パケットを照合する TCP/UDP 送信元ポートを 1 つ入力します。こ
のフィールドは、[リストから選択 ] ドロップダウン リストで [TCP] または 
[UDP] が選択されている場合にのみアクティブになります。

- [範囲 ]：パケットを照合する TCP/UDP 送信元ポート範囲を選択します。送信元
ポートと宛先ポート合わせて 8 種類のポート範囲を設定できます。また、TCP 
プロトコルと UDP プロトコルそれぞれに対して 8 種類のポート範囲を設定でき
ます。

• [宛先ポート ]：いずれかを選択します。選択項目は前述の [送信元ポート ] フィールド
と同じです。

（注）IP プロトコルを指定してからでないと、送信元ポートおよび宛先ポートを指定
できません。

• [TCPフラグ ]：パケットをフィルタリングする際に使用する TCP フラグを 1 つ以上
選択します。フィルタ処理されたパケットは、転送または破棄されます。TCP フラ
グを使用してパケットをフィルタリングすると、パケットをきめ細かく制御できるの
で、ネットワーク セキュリティが向上します。

• [タイプオブサービス ]：IP パケットのサービス タイプ。

- [任意 ]：任意のサービス タイプ。

- [照合するDSCP]：Differentiated Serves Code Point（DSCP）を照合します。

- [照合する IP precedence]：ネットワークが適切な QoS を実現するために使用
する Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）のモデル。このモデルは、
RFC 791 および RFC 1349 で説明されている、IP ヘッダー内のサービス タイプ 
バイトで最も重要度の高い 3 ビットを使用します。

• [ICMP]：ACL の IP プロトコルが ICMP である場合、フィルタリングに使用する 
ICMP メッセージ タイプを選択します。メッセージ タイプ名を選択するか、または、
メッセージ タイプ番号を入力します。

- [任意 ]：すべてのメッセージ タイプを受け入れます。

- [リストから選択 ]：メッセージ タイプ名を選択します。

- [照合する ICMPタイプ ]：フィルタリングに使用するメッセージ タイプ番号を入
力します。
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• [ICMPコード ]：ICMP メッセージには、そのメッセージの処理方法を示すコードが
設定されている場合があります。このコードに基づいてフィルタリングするかどうか
を設定するため、次のいずれかを選択します。

- [任意 ]：すべてのコードを受け入れます。

- [ユーザ定義 ]：フィルタリングに使用する ICMP コードを入力します。

• [IGMP]：ACL の IP プロトコルが IGMP である場合、フィルタリングに使用する 
IGMP メッセージ タイプを選択します。メッセージ タイプ名を選択するか、または、
メッセージ タイプ番号を入力します。

- [任意 ]：すべてのメッセージ タイプを受け入れます。

- [リストから選択 ]：メッセージ タイプ名を選択します。

- [照合する IGMPタイプ ]：フィルタリングに使用するメッセージ タイプ番号を入
力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。IPv4 ベース ACE が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

IPv6 ベース ACL

[IPv6ベースACL] ページでは、純粋な IPv6 トラフィックを検査するための IPv6 ベース
ACL を表示および作成できます。IPv6 ベース ACL では、IPv6 over IPv4 パケットおよび
ARP パケットは検査されません。

（注） ACL は、フロー単位で QoS 処理を行う際の、フロー定義の構成要素としても使用されます。
詳細については、「QoS 拡張モード」を参照してください。

IPv6 ベース ACL の定義

IPv6 ベース ACL の定義

IPv6 ベース ACL を定義するには

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [IPv6ベースACL] をクリックします。[IPv6ベースACL] ページ
が開きます。

このページには、定義済みの ACL とその内容のリストが表示されます。
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ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[IPv6ベースACLの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 [ACL名 ] フィールドに、新規に作成する ACL の名前を入力します。ACL 名では大文字と小
文字が区別されます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。IPv6 ベース ACL が定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

IPv6 ベース ACL へのルール（ACE）の追加 

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [IPv6ベースACE] をクリックします。[IPv6ベースACE] ページ
が開きます。

このページには、選択した ACL（ルールの集まり）内の ACE（ルール）が一覧表示されます。

ステップ  2 ACL を選択し、[実行 ] をクリックします。選択した ACL に対して現在定義されている IP
ACE が表示されます。

ステップ  3 [追加 ] をクリックします。[IPv6ベースACEの追加 ] ページが開きます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [ACL名 ]：ACE が追加される ACL の名前が表示されます。

• [プライオリティ ]：プライオリティを入力します。プライオリティの高い ACE ほど
先に処理されます。

• [アクション ]：ACE に合致したパケットに対する処理を選択します。選択項目は次
のとおりです。

- [許可 ]：ACE 基準に合致したパケットを転送します。

- [拒否 ]：ACE 基準に合致したパケットを廃棄します。

- [シャットダウン ]：ACE 基準に合致したパケットを廃棄し、そのパケットが届い
たポートを無効にします。無効にしたポートを再度アクティブ化するには、[ポー
ト管理 ] ページを使用します。

• [プロトコル ]：特定のプロトコルに基づく ACE を作成する場合、そのプロトコルを
選択します。すべての IP プロトコルを受け入れるには、[任意 (IPv6)] を選択します。
特定のプロトコルのみを受け入れるには、そのプロトコルを選択します。選択できる
プロトコルは 1 つのみです。

- [TCP]：Transmission Control Protocol。2 台のホスト間で通信とデータ スト
リーム交換を行うことができます。TCP では、パケットが送信先に届くこと、お
よび、送信した順に伝送および受信されることが保証されます。
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- [UDP]：User Datagram Protocol。パケットが送信されますが、送信先に届く
かどうかは保証されません。

- [ICMP]：パケットが Internet Control Message Protocol（ICMP; インター
ネット制御メッセージ プロトコル）と照合されます。

• [照合するプロトコル ID]：照合するプロトコルの ID を入力します。

• [送信元 IPアドレス]：すべての送信元アドレスをそのまま受け入れる場合は [任意 ] を
選択します。送信元アドレスまたは送信元アドレス範囲を入力する場合は、[ユーザ
定義 ] を選択します。

• [送信元 IPアドレス値 ]：送信元 IP アドレスに対応する IP アドレスを入力します。ま
た、関連がある場合はそのマスクも入力します。

• [送信元 IPプレフィクス長 ]：送信元 IP アドレス プレフィクス長を入力します。

• [宛先 IPアドレス]：すべての宛先アドレスをそのまま受け入れる場合は [任意 ] を選択
します。送信元アドレスまたは送信元アドレス範囲を入力する場合は、[ユーザ定義 ] 
を選択します。

• [宛先 IPアドレス値 ]：宛先 IP アドレスに対応する IP アドレスとそのマスク（必要な
場合）を入力します。

• [宛先 IPプレフィクス値 ]：宛先 IP アドレス プレフィクス長を入力します。

• [送信元ポート ]：次のいずれかを選択します。

- [任意 ]：すべての送信元ポートを受け入れます。

- [シングル ]：パケットを照合する TCP/UDP 送信元ポートを 1 つ入力します。こ
のフィールドは、[リストから選択 ] ドロップダウン リストで [TCP] または 
[UDP] が選択されている場合にのみアクティブになります。

- [範囲 ]：パケットを照合する TCP/UDP 送信元ポート範囲を選択します。

• [宛先ポート ]：いずれか 1 つ選択します。選択項目は、前述の [送信元ポート ] フィー
ルドと同じです。

（注）IPv6 プロトコルを指定してからでないと、送信元ポートおよび宛先ポートを指
定できません。

• [TCPフラグ ]：パケットをフィルタリングする際に使用する TCP フラグを 1 つ以上
選択します。フィルタ処理されたパケットは、転送または破棄されます。TCP フラ
グを使用してパケットをフィルタリングすると、パケットをきめ細かく制御できるの
で、ネットワーク セキュリティが向上します。

- [設定 ]：フラグ値が設定されている場合に照合します。

- [設定解除 ]：フラグ値が設定されていない場合に照合します。

- [設定しない ]：TCP フラグの値を無視します。



アクセス コントロール
ACL バインディングの定義

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 317

18
 

• [タイプオブサービス ]：IP パケットのサービス タイプ。

• [ICMP]：ACL の IP プロトコルが ICMP である場合、フィルタリングに使用する 
ICMP メッセージ タイプを選択します。メッセージ タイプ名を選択するか、または、
メッセージ タイプ番号を入力します。すべてのメッセージ タイプを受け入れる場合
は、[任意 ] を選択します。

- [任意 ]：すべてのメッセージ タイプを受け入れます。

- [リストから選択 ]：メッセージ タイプ名を選択します。

- [照合する ICMPタイプ ]：フィルタリングに使用するメッセージ タイプ番号を入
力します。

• [ICMPコード ]：ICMP メッセージには、そのメッセージの処理方法を示すコードが
設定されている場合があります。このコードに基づいてフィルタリングするかどうか
を設定するため、次のいずれかを選択します。

- [任意 ]：すべてのコードを受け入れます。

- [ユーザ定義 ]：フィルタリングに使用する ICMP コードを入力します。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。

ACL バインディングの定義

ACL をインターフェイスにバインドすると、そのインターフェイスに届いたパケットにその
ACL 内の ACE が適用されます。ACL 内のどの ACE 条件にも合致しなかったパケットに対
しては、デフォルトのルールが適用されます。デフォルトのルールでは、どの ACE とも合致
しなかったパケットは破棄されます。

1 つのインターフェイスにバインドできる ACL は 1 つのみですが、インターフェイスをポリ
シー マップにまとめ、そのポリシー マップをインターフェイスにバインドすることで、複数
のインターフェイスを同じ ACL にバインドできます。

いったんインターフェイスにバインドした ACL は、アンバインドしない限り、修正も削除も
できません。

ACL をインターフェイスにバインドするには

ステップ 1 [アクセスコントロール ] > [ACLバインディング ] をクリックします。[ACLバインディング ]
ページが開きます。

ステップ  2 インターフェイス タイプとして [ポート ] または [LAG] を選択します。
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ステップ  3 [実行 ] をクリックします。ポートまたは LAG のリストが表示されます。選択したインター
フェイスのタイプに応じて、そのタイプのインターフェイス、および、各インターフェイス
に現在バインドされている ACL のリストが表示されます。

• [インターフェイス ]：インターフェイス ID。

• [MAC ACL]：インターフェイスにバインドされている MAC ベース ACL（存在す
る場合）。

• [IPv4 ACL]：インターフェイスにバインドされている IPv4 ベース ACL（存在する
場合）。

• [IPv6 ACL]：インターフェイスにバインドされている IPv6 ベース ACL（存在する
場合）。

（注）インターフェイスから ACL をアンバインドするには、そのインターフェイス
をクリックし、[クリア ] をクリックします。

ステップ  4 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[ACLバインディングの編集 ] ページ
が開きます。

ステップ  5 ACL をバインドするインターフェイスを選択します。

ステップ  6 次のいずれかを選択します。

• [MACベースACLの選択 ]：インターフェイスにバインドする MAC ベース ACL を
選択します。

• [IPv4ベースACLの選択 ]：インターフェイスにバインドする IPv4 ベース ACL を選
択します。

• [IPv6ベースACLの選択 ]：インターフェイスにバインドする IPv6 ベース ACL を選
択します。

ステップ  7 [適用 ] をクリックします。ACL バインディングが修正され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

（注）ACL をまったく選択しなかった場合、そのインターフェイスにバインドされて
いた ACL がアンバインドされます。
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QoS の設定

Quality of Service（QoS）機能をネットワーク全体に適用した場合、基準に従ってネット
ワーク トラフィックにプライオリティが設定され、重要なトラフィックが優先的に処理され
ます。

ここで説明する内容は次のとおりです。

• 「QoS の機能と処理内容」

• 「QoS の設定：全般」

• 「QoS 基本モード」

• 「QoS 拡張モード」

• 「QoS 統計情報の管理」
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QoS の機能と処理内容

QoS 機能は、ネットワークのパフォーマンスを最適化する目的で使用されます。

QoS を使用すると、次のことが可能です。

• 次の属性に基づいて着信パケットをトラフィック クラスに分類する。

- デバイス コンフィギュレーション

- 入力インターフェイス

- パケット内容

- これらの属性の組み合わせ

QoS の処理内容は次のとおりです。

• パケットの分類：各着信パケットが、パケットの内容やポートに基づいて分類され、
特定のトラフィック フローに所属します。この分類処理は Access Control List
（ACL; アクセス コントロール リスト）に基づいて実行されます。ACL 基準を満たす
トラフィックに対してのみ、Class of Service（CoS）分類または QoS 分類が実行
されます。

• ハードウェア キューへの割り当て：着信パケットが転送キューに割り当てられます。
パケットは特定のキューに送信され、そのパケットが所属するトラフィック クラスの
機能として処理されます。

• その他のトラフィック クラス処理属性：QoS 機構が各種のクラス（帯域幅管理など）
に適用されます。

QoS モード

選択した QoS モードは、このシステム上のすべてのインターフェイスに適用されます。

• 基本モード：CoS

同じクラスのトラフィックはすべて、同じように処理されます。着信パケット内の
QoS 値に基づいて、出力ポートに対応している出力キューが決定されます。この QoS
値とは、レイヤ 2 においては VLAN Priority Tag（VPT; VLAN プライオリティ タ
グ）802.1p 値、レイヤ 3 においては、IPv4 の場合は Differentiated Service Code
Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）値、IPv6 の場合は Traffic Class（TC;
トラフィック クラス）値です。スイッチが基本モードで動作している場合、外部デバ
イス上で割り当てられたこの QoS 値が信頼されます。この QoS 値によって、この
パケットのトラフィック クラスと QoS が決定されます。
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[グローバル設定 ] ページで、このスイッチ上で信頼されるヘッダー フィールドを指定
します。また、信頼モードが CoS/802.1p の場合は [CoS/802.1p値のキューへの
マッピング ] ページ、信頼モードが DSCP の場合は [DSCP値のキューへのマッピン
グ ] ページで、そのフィールドの各値に対するパケット格納先出力キューを割り当て
ます。

• 拡張モード：フロー単位 QoS（Quality Of Service）

拡張モードにおけるフロー単位 QoS は、クラス マップやポリサーで構成されてい
ます。

- クラス マップとは、フロー内のトラフィックの種類を定義したものであり、1 つ
以上の ACL で構成されています。ACL と一致するパケットは、そのフローに所
属します。

- ポリサーは、設定済み QoS をフローに適用するものです。フローの QoS 設定
は、出力キュー、CoS/802.1p 値または DSCP 値、および、アウト オブ プロ
ファイル（過剰）トラフィックに対する処理で構成されます。

• 無効モード：このモードでは、すべてのトラフィックが 1 つのベスト エフォート 
キューにマッピングされるので、トラフィック タイプ間でプライオリティはありま
せん。

同時にアクティブ化できるモードは 1 つのみです。システムが QoS 拡張モードで動作して
いる場合、QoS 基本モードの設定情報は無視されます。逆も同様です。

QoS モードを変更した場合、次のような結果になります。

• QoS 拡張モードから他のモードに変更した場合、ポリシー プロファイル定義とクラ
ス マップが削除されます。インターフェイスに直接バインドされている ACL は、バ
インドされたままです。

• QoS 基本モードから拡張モードに変更した場合、基本モードにおける QoS 信頼モー
ド設定情報は保持されません。

• QoS を無効にした場合、シェイパとキューの設定情報（Weighted Round-Robin
（WRR）/Strict Priority（SP; 完全優先）帯域幅設定情報）がデフォルト値にリセッ
トされます。

その他のユーザ設定情報は、そのまま保持されます。
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QoS を設定する手順

QoS の一般パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [QoSプロパティ ] で、このシステムの QoS モード（基本、拡張、または無効）を選択しま
す。各モードについては、「QoS モード」を参照してください。以降のステップでは、QoS
を有効にしているものとします。

ステップ  2 [QoSプロパティ ] ページで、各インターフェイスにデフォルトの CoS プライオリティを割
り当てます。 

ステップ  3 [キュー ] ページで、各出力キューに対するスケジュール方式（完全優先または WRR）と
WRR 帯域割り当て率を設定します。

ステップ  4 [DSCP値のキューへのマッピング ] ページで、各 IP DSCP/TC 値に出力キューを割り当て
ます。スイッチが DSCP 信頼モードで動作している場合、着信パケットはその DSCP/TC
値に基づいて出力キューに格納されます。

ステップ  5 各 CoS/802.1p プライオリティに出力キューを割り当てます。スイッチが CoS/802.1 信頼
モードで動作している場合、着信パケットは、その CoS/802.1p プライオリティに基づいて
出力キューに格納されます。この作業は [CoS/802.1p値のキューへのマッピング ] ページで
行います。

ステップ  6 必要に応じて、[DSCP値のキューへのマッピング ] ページでレイヤ 3 トラフィックの各
DSCP/TC 値にキューを割り当てます。

ステップ  7 帯域幅とレート制限を設定します。

a. [キューあたりの出力シェーピング ] ページで、各キューに対する出力シェーピングを設定
します。

b. [帯域幅 ] ページで、各ポートに対する入力レート制限と出力シェーピング レートを設定
します。

c. [VLAN入力レート制限 ] ページで、VLAN 入力レート制限を設定します。

ステップ  8 次のいずれかの作業を実行し、選択した QoS モードを設定します。

a. 「QoS 基本モードを設定する手順」の説明に従って、基本モードを設定します。

b.「QoS 拡張モードを設定する手順」の説明に従って、拡張モードを設定します。
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QoS の設定：全般

[QoSプロパティ ] ページには、このシステムの QoS モード（基本、拡張、または無効）を
設定するためのフィールドがあります。各モードについては、「QoS モード」を参照してく
ださい。各インターフェイスに対するデフォルトの CoS プライオリティも設定できます。

QoS のプロパティ値の設定

QoS モードを選択するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [QoSプロパティ ] をクリックします。[QoSプロパティ ]
ページが開きます。

ステップ  2 このスイッチの QoS モード（基本、拡張、または無効）を選択し、[適用 ] をクリックします。

ステップ  3 すべてのポートとその CoS 情報を表示または修正するには、[ポート ] を選択します。すべ
ての LAG とその CoS 情報を表示または修正するには、[LAG] を選択します。その後、[実
行 ] をクリックします。

すべてのポートまたは LAG に対して次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：インターフェイスのタイプ。

• [デフォルトCoS]：VLAN タグが設定されていない着信パケットに対するデフォル
トの VPT 値。デフォルト CoS のデフォルト値は 0 です。このフィールド値が意味
を持つのは、VLAN タグが設定されていないパケットが受信され、QoS が基本モー
ドで動作しており、[グローバル設定 ] ページで CoS を信頼するように選択されてい
る場合のみです。

このインターフェイスの CoS 情報を出荷時設定に戻すには、[デフォルトの復元 ] を選択し
ます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

インターフェイスの QoS を設定するには、インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリック
します。[インターフェイスCoS設定の編集 ] ページが開きます。

ステップ 1 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：ポートまたは LAG を選択します。
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• [デフォルトCoS]：VLAN タグが設定されていない着信パケットに割り当てる、デ
フォルト CoS 値を選択します。選択項目は [0] ～ [7] です。

ステップ  2 [適用 ] をクリックします。このインターフェイスのデフォルト CoS 値が設定され、実行コ
ンフィギュレーション ファイルが更新されます。

QoS キューの設定

このスイッチでは、各インターフェイスに対してキューが 4 個設定されています。キュー番
号 4 は、最もプライオリティの高いキューです。キュー番号 1 は、最もプライオリティの低
いキューです。

キュー内のトラフィックを処理する方式には、SP と WRR の 2 とおりがあります。

完全優先：プライオリティが最も高いキュー内のトラフィックが最初に送出されます。それよ
り低いキュー内のトラフィックは、プライオリティが最高のキューが空になった後に送出され
ます。つまり、プライオリティが最高のトラフィックは最大番号のキューに格納されます。

WRR：WRR モードでは、キューから送出されるパケット数は、キューのウェイトに比例し
ます。つまり、キューのウェイトが大きいほど、送出されるパケットの数が多くなります。た
とえば、4 個のキューすべてを WRR モードに設定しており、デフォルトのウェイト設定を
使用している場合、すべてのキューが飽和状態になっていて輻輳が発生していると仮定する
と、キュー 1 では帯域幅の 1/15、キュー 2 では 2/15、キュー 3 では 4/15、キュー 4 では
8/15 がそれぞれ使用されます。このデバイスで使用される WRR アルゴリズムの種類は、一
般的な Deficit WRR（DWRR）ではなく Shaped Deficit WRR（SDWRR）です。

キューイング モードを選択するには、[キュー ] ページを使用します。キューイング モードが
SP の場合、プライオリティによって各キューの処理順序が決まります。まず、プライオリ
ティが最高のキュー 4 内のパケットが送出されます。キュー 4 内のパケットの送出が完了す
ると、プライオリティが次に高いキュー 3 内のパケットが送出されます。

キューイング モードが WRR の場合は、まず、キューからパケットが送出されます。その
キューに割り当てられた帯域幅がすべて使用されると、続いて、別のキュー内のパケットの
送出が開始します。

プライオリティの低いキューを WRR モードに設定し、プライオリティの高いキューを SP
モードに設定することもできます。この場合、SP モードのキュー内のトラフィックは常に、
WRR モードのキュー内のトラフィックよりも先に送出されます。SP モードのキューが空に
なると、WRR モードのキュー内のトラフィックの送出が開始します。WRR モードの各
キューに対する相対的なパケット送出割合は、各キューに割り当てられているウェイトに
よって決まります。
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キューイング モードを選択し、WRR ウェイトを指定するには 

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [キュー ] をクリックします。[キュー ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [キュー ]：キュー番号が表示されます。

• [スケジューリング方式 ]：次のいずれかを選択します。

- [完全優先 ]：選択したキューおよびそれよりプライオリティの高いキューの
キューイング モードを SP に設定します。

- [WRR]：選択したキューのキューイング モードを WRR に設定します。送出時間
は、空でない WRR モードのキュー間で配分されます。つまり、それらのキュー
には出力記述子が設定されています。WRR モードのキューからパケットが送出
されるのは、SP モードのキューが空になっている場合のみです。

- [WRRウェイト ]：WRR モードを選択した場合、このキューに割り当てる WRR 
ウェイトを指定します。

- [WRR帯域幅の%]：このキューに割り当てられている帯域幅の割合が表示されま
す。この値は、WRR ウェイトをパーセント値で表したものです。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。キューが設定され、実行コンフィギュレーション ファイルが更新
されます。

CoS/802.1p 値のキューへのマッピング 

[CoS/802.1p値のキューへのマッピング ] ページでは、802.1p 値（プライオリティ）を出力
キューにマッピングできます。[CoS/802.1p値のキューへのマッピングテーブル ] では、着
信パケットの格納先となる出力キューが、そのパケットの VLAN タグ内の 802.1p 値に基づ
いて決定されます。着信パケットに VLAN タグが設定されていない場合は、その入力ポート
に割り当てられているデフォルトの CoS/802.1p 値が使用されます。

デフォルトのマッピング

802.1p 値
（0 ～ 7。プラ
イオリティは 7 
が最高）

キュー
（キューが 4 個
（1 ～ 4）の場
合。プライオリ
ティは 4 が最高）

キュー
（キューが 2 個（標準
および高）の場合）

備考

0 1 標準 バックグラウンド
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CoS/802.1p 値とキューのマッピング、キューイング モード、および帯域割り当てを調整す
ることにより、ネットワーク上で QoS 目標を達成できます。

CoS/802.1p 値とキューのマッピングを適用できるのは、次のいずれかの場合のみです。

• スイッチが QoS 基本モードおよび CoS/802.1p 信頼モードで動作している。

• スイッチが QoS 拡張モードで動作しており、パケットが、CoS/802.1p によって信
頼されているフローに所属している。

キュー 1 のプライオリティは最も低く、キュー 4 のプライオリティは最も高くなります。

CoS 値を出力キューにマッピングするには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [CoS/802.1p値のキューへのマッピング ] をクリックしま
す。[CoS/802.1p値のキューへのマッピング ] ページが開きます。

ステップ  2 パラメータを指定します。

• [802.1p]：出力ポートを割り当てる 802.1p 値が表示されます。プライオリティは 0 
が最低、7 が最高です。

• [出力キュー ]：802.1p 値に割り当てる出力キューを選択します。出力キューは 4 個
あります。キュー 4 のプライオリティが最高で、キュー 1 のプライオリティが最低
です。

1 1 標準 ベスト エフォート

2 2 標準 エクセレント エフォート

3 3 標準 基幹アプリケーション
LVS 電話の SIP

4 3 標準 ビデオ

5 4 高  音声
Cisco 製 IP 電話のデフォ
ルト値

6 4 高  インターワーク制御
LVS 電話の RTP

7 4 高 ネットワーク コントロー
ル

802.1p 値
（0 ～ 7。プラ
イオリティは 7 
が最高）

キュー
（キューが 4 個
（1 ～ 4）の場
合。プライオリ
ティは 4 が最高）

キュー
（キューが 2 個（標準
および高）の場合）

備考
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ステップ  3 それぞれの 802.1p 値に割り当てる出力キューを選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。802.1p 値がキューにマッピングされ、実行コンフィギュレーショ
ン ファイルが更新されます。

DSCP 値のキューへのマッピング

[DSCP値のキューへのマッピング ] ページでは、DSCP 値を出力キューにマッピングできま
す。[DSCP値のキューへのマッピングテーブル ] は、着信パケットの格納先となる出力キュー
が、そのパケットの DSCP 値に基づいて決定されます。着信パケットの VPT 値は変更され
ません。

DSCP 値とキューのマッピング、キューイング モード、および帯域割り当てを調整すること
により、ネットワーク上で QoS 目標を達成できます。

DSCP 値とキューのマッピングを IP パケットに適用できるのは、次の場合のみです。

• スイッチが QoS 基本モードおよび DSCP 信頼モードで動作している。

• スイッチが QoS 拡張モードで動作しており、パケットが、DSCP によって信頼され
ているフローに所属している。

非 IP パケットは、常にベスト エフォート キューに格納されます。

DSCP 値を出力キューにマッピングするには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [DSCP値のキューへのマッピング ] をクリックします。
[DSCP値のキューへのマッピング ] ページが開きます。

[DSCP値のキューへのマッピング ] ページには、[入力DSCP] フィールドがあります。この
フィールドには着信パケットの DSCP 値、およびその関連クラスが表示されます。

ステップ  2 [出力キュー ] フィールドで、DSCP 値をマッピングする出力キュー（トラフィック格納先
キュー）を選択します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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帯域幅の設定

[帯域幅 ] ページでは、このシステムで送受信できるトラフィックを決めるための入力レート
制限および出力シェーピングレートという 2 つの値セットを指定できます。

入力レート制限とは、入力インターフェイスで 1 秒間に受信できるビット数（bps）のこと
です。この上限値を超過した分のデータは破棄されます。

出力シェーピングには、次の値を指定します。

• Committed Information Rate（CIR; 認定情報レート）：出力インターフェイスから
送信できる平均最大データ量（単位：bps）。

• 認定バースト サイズ（CBS）：CIR を一時的に超えて送信できるデータ量。バイトで
指定します。

帯域幅制限値を指定するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [帯域幅 ] をクリックします。[帯域幅 ] ページが開きます。

[帯域幅 ] ページには、各インターフェイスに対する帯域幅情報が表示されます。

[%] 列は、そのインターフェイスの入力レート制限を意味します。この値は、合計インター
フェイス帯域幅のうちそのポートに配分されている帯域幅の割合です。

ステップ  2 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[帯域幅の編集 ] ページが開きます。

ステップ  3 [ポート ] または [LAG] インターフェイスを選択します。

ステップ  4 選択したインターフェイスに関する次のフィールドの値を指定します。

• [入力レート制限 ]：入力レート制限を有効にする場合、このフィールドを選択しま
す。具体的な値はその下のフィールドに入力します。

• [入力レート制限 ]：このインターフェイスで使用できる最大帯域幅を入力します。

（注）インターフェイス タイプが LAG であるとき、2 つの [入力レート制限 ] フィー
ルドは表示されません。

• [出力シェーピングレート ]：このインターフェイスで出力シェーピングを有効にする
場合、このフィールドを選択します。

• [認定情報レート (CIR)]：この出力インターフェイスで使用できる最大帯域幅を入力
します。

• [認定バーストサイズ (CBS)]：この出力インターフェイスに対する最大バースト サイ
ズをバイトで入力します。この値は、CIR を一時的に超えて送信できるデータ量を意
味します。
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ステップ  5 [適用 ] をクリックします。帯域幅情報が修正され、実行コンフィギュレーション ファイルが
更新されます。

キュー単位出力シェーピングの設定

このスイッチでは、[帯域幅 ] ページでポート単位の入出力レートを制限できるだけでなく、
キュー単位でパケット出力レートを制限することもできます。出力レートを制限するには、出
力負荷をシェーピングします。

このスイッチでは、管理パケット以外のすべてのパケットの出力レートを制限できます。レー
トが制限されていないパケットは、レート計算において無視されます。つまり、それらのパ
ケットのサイズは合計レート制限に含まれません。

キュー単位出力レート シェーピングは、無効にすることもできます。

キュー単位出力シェーピングを設定するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [キューあたりの出力シェーピング ] をクリックします。
[キューあたりの出力シェーピング ] ページが開きます。

[キューあたりの出力シェーピング ] ページには、各キューに対するレート制限とバースト サ
イズが表示されます。

ステップ  2 インターフェイス タイプ（ポートまたは LAG）を選択し、[実行 ] をクリックします。ポー
トまたは LAG のリストが表示されます。

ステップ  3 ポートまたは LAG を選択し、[編集 ] をクリックします。[キューあたりの出力シェーピング
の編集 ] ページが開きます。

このページでは、各インターフェイスに対応している最大 4 個のキューに対して、出力
シェーピングを有効にすることができます。

ステップ  4 インターフェイスを選択します。

ステップ  5 出力シェーピングを有効にする必要のある各キューに対して、次のフィールドの値を指定し
ます。

• [有効 ]：このキューに対して出力シェーピングを有効にする場合、このフィールドを
選択します。

• [認定情報レート (CIR)]：レート制限値を入力します（単位：Kbps）。CIR は、送信
できる平均データ量です。

• [認定バーストサイズ (CBS)]：最大バースト サイズ（CBS）をバイトで入力します。
CBS は、CIR を一時的に超えて送信できるデータ量を意味します。
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ステップ  6 [適用 ] をクリックします。帯域幅情報が修正され、実行コンフィギュレーション ファイルが
更新されます。

VLAN 単位レート制限の設定

（注） スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、VLAN 単位レート制限機能は利用できま
せん。

[VLAN入力レート制限 ] ページで VLAN 単位レート制限を設定することにより、VLAN 上の
トラフィックを制限できます。なお、[ポリシーテーブル ] ページで設定した QoS レート制
限は、この VLAN 単位レート制限よりも優先されます。たとえば、パケットが QoS レート
制限と VLAN 単位レート制限の両方で制限され、両者が一致していない場合、QoS レート
制限が優先されます。

VLAN 単位入力レート制限を設定した場合、スイッチ上の全ポートの集約トラフィックが制
限されます。

VLAN 単位レート制限はスイッチ レベルで設定します。設定した制限値は、ネットワーク上
の各デバイスに対して別々に適用されます。たとえば、システム上に、同じ VLAN に参加し
ている Cisco 製 24 ポート 10/100 Mbps デバイスが 2 台ある場合、設定した VLAN 単位
レート制限は、それぞれのデバイスに別々に適用されます。

VLAN 単位入力レート制限を設定するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [VLAN入力レート制限 ] をクリックします。 [VLAN入力
レート制限 ] ページが開きます。

このページには、VLAN 単位入力レート制限テーブルが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[VLAN入力レート制限の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [VLAN ID]：VLAN を選択します。

• [認定情報レート (CIR)]：この VLAN に入力できる平均データ量（単位：kbps）を
入力します。

• [認定バーストサイズ (CBS)]：この VLAN に対する最大バースト サイズ（単位：バ
イト）を入力します。 この値は、CIR を一時的に超えて送信できるデータ量を意味し
ます。この値を LAG に対して指定することはできません。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。VLAN 単位レート制限が設定され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。
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TCP 輻輳の回避

[TCP輻輳回避 ] では、TCP 輻輳回避アルゴリズムを有効にすることができます。このアルゴ
リズムは、輻輳ノードにおける TCP グローバル同期処理を中断または回避するものです。輻
輳は、複数の送信元から同じバイト数のパケットが送信されることによって発生します。

TCP 輻輳を回避するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [全般 ] > [TCP輻輳回避 ] をクリックします。[TCP輻輳回避 ] ページ
が開きます。

ステップ  2 TCP 輻輳回避を有効にするには、[有効 ] をクリックして、[適用 ] をクリックします。

QoS 基本モード

QoS 基本モードでは、ネットワーク上の特定ドメインを信頼済みドメインとして設定できま
す。信頼済みドメイン内では、各パケットに 802.1p 値または DSCP 値が格納されます。こ
れらのフィールド値は、そのパケットが必要とするサービスのタイプを示しています。信頼
済みドメイン内の各ノードでは、これらのフィールド値に基づいて、パケットに特定の出力
キューが割り当てられます。パケットの初期分類処理、および、これらのフィールド値の格
納処理は、信頼済みドメインに入る時点で実行されます。

QoS 基本モードを設定する手順

QoS 基本モードを選択する手順は、次のとおりです。

1. [QoSプロパティ ] ページで基本モードを選択します。

2. [グローバル設定 ] ページで信頼モードを選択します。このスイッチで使用できる信頼
モードは、CoS/802.1p 信頼モードと DSCP 信頼モードです。CoS/802.1p 信頼モー
ドでは、VLAN タグ内の 802.1p 値が使用されます。DSCP 信頼モードでは、IP ヘッ
ダー内の DSCP 値が使用されます。

着信パケットの CoS 値を信頼すべきでない例外的なポートがある場合、[インターフェイス
設定 ] ページでそのポートの QoS 状態を無効にします。

[インターフェイス設定 ] ページで、グローバルで選択されている信頼モードを、このポート
で有効にするか無効にするかを選択します。ポートで信頼モードを無効にした場合、そのポー
トに届いた入力パケットはベスト エフォートで転送されます。着信パケットの CoS/802.1p
値または DSCP 値を信頼できないポートに対しては、信頼モードを無効にすることを推奨し
ます。信頼モードを無効にしない場合、ネットワークのパフォーマンスが低下するおそれが
あります。
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グローバル設定

[グローバル設定 ] ページには、スイッチの信頼モードを有効にするためのフィールドがあり
ます（後述の [信頼モード ] フィールドを参照）。信頼モードを有効にできるのは、QoS が基
本モードの場合です。QoS ドメインに入ってきたパケットは、その QoS ドメインのエッジ
で分類されます。

信頼設定を定義するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS基本モード ] > [グローバル設定 ] をクリックします。[グロー
バル設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 スイッチが基本モードのときの信頼モードを選択します。パケットの CoS レベルと DSCP
タグが別々のキューにマッピングされている場合、信頼モードによってパケット格納先
キューが決まります。

• [CoS/802.1p]：着信パケットは、そのパケット内に VLAN タグがある場合はその
中の VPT フィールド値、そのパケット内に VLAN タグがない場合はデフォルトの
ポート単位 CoS/802.1p 値にそれぞれ基づいて、キューに格納されます。VPT 
フィールド値とキューのマッピングは [CoS/802.1p値のキューへのマッピング ] 
ページで設定できます。

• [DSCP]：IP トラフィックはすべて、IP ヘッダー内の DSCP フィールド値に基づい
てキューに格納されます。DSCP 値とキューのマッピングは、[DSCP値のキューへ
のマッピング ] ページで設定できます。IP トラフィックでないトラフィックは、ベス
ト エフォート キューに格納されます。

• [CoS/802.1p-DSCP]：CoS/802.1p または DSCP のどちらか設定されたもの。

ステップ  3 着信パケットの DSCP 値を無視し、DSCP オーバーライド テーブルに従って新しい DSCP
値を使用する場合は、[入力DSCPのオーバーライド ] を選択します。[入力DSCPのオー
バーライド ] を選択した場合、この新しい DSCP 値に基づいてパケットが出力キューに格納
されます。また、パケット内の DSCP 値が新しい DSCP 値で上書きされます。

（注）パケットは、元の DSCP 値ではなく、上書きされた新しい DSCP 値に基づい
て、出力キューに格納されます。

ステップ  4 [入力DSCPのオーバーライド ] を選択した場合に、DSCP オーバーライド テーブルの内容
を変更するには、[DSCPオーバーライドテーブル ] をクリックします。[DSCPオーバーライ
ドテーブル ] ページが開きます。

[DSCP入力 ] 列には、着信パケットの DSCP 値が表示されます。これらの DSCP 値を代替 
DSCP 値に変更する必要があります。

ステップ  5 着信パケットの DSCP 値をマッピングする新しい DSCP 値を選択します。
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ステップ  6 [適用 ] をクリックします。新しい DSCP 値で実行コンフィギュレーション ファイルが更新
されます。

インターフェイスの QoS の設定

[インターフェイス設定 ] ページでは、スイッチ上の各ポートに対する QoS を設定できます。

インターフェイスに対して QoS 状態を無効にした場合：そのポートの着信トラ
フィックはすべて、ベスト エフォート キューに格納されます。トラフィックの分類処
理およびプライオリティ設定処理は実行されません。

インターフェイスに対して QoS 状態を有効にした場合：そのポートに届いたトラ
フィックは、グローバルで設定された信頼モード（CoS/802.1p 信頼モードまたは
DSCP 信頼モード）に基づいて処理されます。

各インターフェイスの QoS 情報を設定するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS基本モード ] > [インターフェイス設定 ] をクリックします。[イ
ンターフェイス設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 [ポート ] または [LAG] を選択します。

ポートまたは LAG のリストが表示されます。[QoS状態 ] 列に、各インターフェイスの 
QoS 状態（有効または無効）が表示されます。

ステップ  3 インターフェイスを選択し、[編集 ] をクリックします。[QoSインターフェイス設定の編集 ]
ページが開きます。

ステップ  4 [ポート ] または [LAG] インターフェイスを選択します。

ステップ  5 このインターフェイスに対する QoS 状態（有効または無効）を選択します。

ステップ  6 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

QoS 拡張モード

ACL と一致し、流入を許可されたパケットには、暗黙的にその ACL の名前が付与されます。
その後、拡張モード QoS の処理をフローに適用できます。
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QoS 拡張モードでは、ポリシーに基づいてフロー単位 QoS が適用されます。ポリシーとそ
の構成要素の特性および関係性は、次のとおりです。

• ポリシーは、1 つ以上のクラス マップで構成されます。

• クラス マップはフローを定義したものであり、1 つ以上の ACL で構成されています。
パケット群が、クラス マップ内の ACL ルール（ACE）のみに一致し、それらの ACL
ルールに許可（転送）アクションが関連付けられている場合、そのパケット群は同じ
フローに所属すると見なされます。また、そのパケット群に同じ QoS が適用されま
す。このように、ポリシーは 1 つ以上のフローで構成されており、各フローに対して
ユーザ定義 QoS が設定されています。

• クラス マップ（フロー）に対して設定されている QoS は、ポリサーによって適用さ
れます。ポリサーには、シングル ポリサーと集約ポリサーの 2 種類があります。各ポ
リサーは、QoS 仕様を使用して作成します。シングル ポリサーを使用した場合、ポ
リサーの QoS 仕様に基づいて、1 つのクラス マップ（フロー）にのみ QoS を適用
できます。集約ポリサーを使用した場合、1 つ以上のクラス マップ（フロー）に QoS
を適用できます。集約ポリサーは、異なるポリシーのクラス マップもサポートしてい
ます。

• フロー単位 QoS をフローに適用するには、ポリシーをポートにバインドします。ポ
リシーとそのクラス マップは、1 つ以上のポートにバインドできます。ただし、各
ポートにバインドできるポリシーは 1 つのみです。

注：

• シングル ポリサーおよび集約ポリサーを使用できるのは、スイッチがレイヤ 2 モー
ドで動作している場合です。

• ACL は、ポリシーにかかわらず、1 つ以上のクラス マップに関連付けることができ
ます。

• クラス マップは、1 つのポリシーにのみ関連付けることができます。

• シングル ポリサーを使用しているクラス マップを複数のポートにバインドしている
場合、ポートごとにシングル ポリサーのインスタンスが生成されます。そして、各イ
ンスタンスによってそれぞれのポートで、QoS がクラス マップ（フロー）に適用さ
れます。

• 集約ポリサーを使用した場合、ポリシーやポートにかかわらず、集約されたすべての
フローに QoS が適用されます。

拡張 QoS 設定情報は、次の 3 つの要素で構成されます。

• 照合するルールの定義。1 つのルール グループのみと一致するフレームは、フローで
あると見なされます。

• 各フロー内の、ルールと一致したフレームに適用するアクションの定義。

• 1 つ以上のインターフェイスへの、ルールとアクションの組み合わせのバインディ
ング。
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QoS 拡張モードを設定する手順 

QoS 拡張モードを選択する手順は、次のとおりです。

1. [QoSプロパティ ] ページで拡張モードを選択します。[グローバル設定 ] ページで信頼
モードを選択します。パケットの CoS レベルと DSCP タグが別々のキューにマッピン
グされている場合、信頼モードによってパケット格納先キューが決まります。

• 内部で設定されている DSCP 値が着信パケットの DSCP 値と異なる場合、[アウト
オブプロファイルDSCPマッピング ] ページで両者の値をマッピングします。これに
より [DSCPリマークテーブル ] ページが開きます。 

2.「ACL を作成する手順」の説明に従って ACL を作成します。

3. ACL がすでに作成されている場合は、[クラスマッピング ] ページでクラス マップを作成
して、ACL をそのクラス マップに関連付けます。

4. [ポリシーテーブル ] ページでポリシーを作成し、[ポリシークラスマップ ] ページでポリ
シーに 1 つ以上のクラス マップを関連付けます。必要に応じて QoS を指定できます。
QoS を指定するには、ポリシーにクラス マップを関連付ける際、そのクラス マップに
ポリサーを割り当てます。

• シングル ポリサーを割り当てる場合：[ポリシーテーブル ] ページおよび [クラスマッ
ピング ] ページで、シングル ポリサーを割り当てるクラス マップを関連付けるポリ
シーを作成します。次に、そのポリシー内にシングル ポリサーを作成します。

• 集約ポリサーを割り当てる場合：[集約ポリサー ] ページで、各フローに対して、一致
するすべてのパケットを同じポリサー（集約ポリサー）に送信する QoS アクション
を作成します。[ポリシーテーブル ] で、集約ポリサーを割り当てるクラス マップを
関連付ける、ポリシーを作成します。

5. [ポリシーバインディング ] ページで、そのポリシーをインターフェイスにバインドし
ます。

グローバル設定

[グローバル設定 ] ページには、スイッチの信頼モードを有効にするためのフィールドがあり
ます。QoS ドメインに入ってきたパケットは、その QoS ドメインのエッジで分類されます。

信頼設定を定義するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [グローバル設定 ] をクリックします。[グロー
バル設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 スイッチが拡張モードのときの信頼モードを選択します。パケットの CoS レベルと DSCP
タグが別々のキューにマッピングされている場合、信頼モードによってパケット格納先
キューが決まります。
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• [CoS/802.1p]：着信パケットは、そのパケット内に VLAN タグがある場合はその
中の VPT フィールド値、そのパケット内に VLAN タグがない場合はデフォルトの
ポート単位 CoS/802.1p 値にそれぞれ基づいて、キューに格納されます。VPT 
フィールド値とキューのマッピングは [CoS/802.1p値のキューへのマッピング ] 
ページで設定できます。

• [DSCP]：IP トラフィックはすべて、IP ヘッダー内の DSCP フィールド値に基づい
てキューに格納されます。DSCP 値とキューのマッピングは、[DSCP値のキューへ
のマッピング ] ページで設定できます。IP トラフィックでないトラフィックは、ベス
ト エフォート キューに格納されます。

• [CoS/802.1p-DSCP]：選択すると、非 IP トラフィックでは信頼 CoS モード、IP 
トラフィックでは信頼 DSCP モードを使用します。

ステップ  3 [デフォルトモードステータス ] フィールドでインターフェイスの拡張モードにおけるデフォ
ルトの QoS 信頼モード（信頼または非信頼）を選択します。これにより拡張 QoS 上で基本
的な QoS 機能が提供され、デフォルトで拡張 QoS 上の CoS/DSCP を信頼できます（ポリ
シーを作成する必要はありません）。

QoS 拡張モードでは、デフォルトモードステータスが非信頼に設定されている場合は、イン
ターフェイス上で設定されているデフォルト CoS 値を使用して、インターフェイスに届いた
トラフィックのプライオリティが付けられます。詳細については、[Quality of Service] >
[QoS拡張モード ] > [グローバル設定 ] ページを参照してください。

インターフェイス上にポリシーが設定されている場合、デフォルト モードは無視され、ポリ
シー設定に従って処理が行われ、合致しなかったトラフィックは破棄されます。

ステップ  4 着信パケットの DSCP 値を無視し、DSCP オーバーライド テーブルに従って新しい DSCP
値を使用する場合は、[入力DSCPのオーバーライド ] を選択します。[入力DSCPのオー
バーライド ] を選択した場合、この新しい DSCP 値に基づいてパケットが出力キューに格納
されます。また、パケット内の DSCP 値が新しい DSCP 値で上書きされます。

（注）パケットは、元の DSCP 値ではなく、上書きされた新しい DSCP 値に基づい
て、出力キューに格納されます。

ステップ  5 [入力DSCPのオーバーライド ] を選択した場合に、DSCP オーバーライド テーブルの内容
を変更するには、[DSCPオーバーライドテーブル ] をクリックします。詳細については、
[DSCPオーバーライドテーブル ] ページを参照してください。

アウト オブ プロファイル DSCP マッピングの設定

クラス マップ（フロー）にポリサーを割り当てている場合、そのフロー内のトラフィック量
が QoS 制限値を超えたときに実行されるアクションを指定できます。QoS 制限値を超える
部分のトラフィックは、アウト オブ プロファイル パケットと呼ばれます。



QoS の設定
QoS 拡張モード

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 337

19
 

超過アクションがアウト オブ プロファイル DSCP である場合、アウト オブ プロファイル
DSCP マッピング テーブルに基づいて、アウト オブ プロファイル IP パケットの元の DSCP
値が、新しい DSCP 値に再マッピングされます。この新しい DSCP 値に基づいて、これら
のパケットにリソースと出力キューが割り当てられます。また、アウト オブ プロファイル パ
ケット内の元の DSCP 値が新しい DSCP 値で上書きされます。

アウト オブ プロファイル DSCP 超過アクションを使用するには、アウト オブ プロファイル
DSCP マッピング テーブルで DSCP 値を再マッピングします。工場出荷時設定では、この
テーブル内の DSCP 値によってパケットがそれ自体に再マッピングされるため、再マッピン
グしない場合は、このアクションは無効になります。

この機能によって、QoS 信頼ドメイン間で交換される受信トラフィックの DSCP 値が変更
されます。ドメインで使用されている DSCP 値を、別のドメインで使用されている DSCP
値に変更することにより、同じタイプのトラフィックとして識別されるようになります。

この設定が有効なのは、システムが QoS 基本モードで動作しており、グローバルでアクティ
ブ化されている場合です。

たとえば、シルバー、ゴールド、プラチナという 3 レベルのサービスが提供されており、こ
れらのレベルを表すために、パケット内でそれぞれ 10、20、30 という DSCP 値が使用さ
れているとします。このトラフィックが、同じ 3 レベルのサービスを提供している別のサー
ビス プロバイダーに転送されたが、そのサービス プロバイダーでは DSCP 値として 16、
24、48 を使用している場合、アウト オブ プロファイル DSCP マッピングによって、入力
パケットの DSCP 値が変更されます。

DSCP 値をマッピングするには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [アウトオブプロファイルDSCPマッピング ] を
クリックします。[アウトオブプロファイルDSCPマッピング ] ページが開きます。このペー
ジでは、スイッチに流入するトラフィックおよびスイッチから送出されるトラフィックの
change-the-DSCP-value の値を設定できます。

[DSCP入力 ] 列には、着信パケットの DSCP 値が表示されます。これらの DSCP 値を代替 
DSCP 値に変更する必要があります。

ステップ  2 [DSCP出力 ] 列で、着信パケットの DSCP 値をマッピングする値を選択します。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。新しい DSCP マッピング テーブルで実行コンフィギュレーショ
ン ファイルが更新されます。



QoS の設定
QoS 拡張モード

Cisco Small Business 300 1.1 シリーズ マネージド スイッチ アドミニストレーション ガイド 338

19
 

クラス マップの定義

クラス マップはトラフィック フローを定義したものであり、1 つ以上の ACL で構成されて
います。クラス マップは、MAC ACL、IP ACL、および IPv6 ACL を組み合わせて作成し
ます。パケット一致基準として、全一致または部分一致を選択できます。パケットは第一適
合方式で処理されます。つまり、最初に一致したクラス マップに関連付けられているアクショ
ンが実行されます。同じクラス マップと一致する各パケットは、同じフローに属していると
見なされます。

（注） クラス マップを定義しただけでは、QoS には影響しません。後で、定義したクラス マップ
を使用できるようにする作業を実行します。

より複雑なルールを設定する必要がある場合は、複数のクラス マップをグループ化し、「ポリ
シー」というスーパーグループを作成します。詳細については、「ポリシーの設定」を参照し
てください。

[クラスマッピング ] ページには、定義済みのクラス マップおよび各クラス マップを構成する
ACL のリストが表示されます。また、クラス マップを追加および削除できます。

クラス マップを定義するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [クラスマッピング ] をクリックします。[クラ
スマッピング ] ページが開きます。

このページには、定義済みのクラス マップのリストが表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[クラスマッピングの追加 ] ページが開きます。

クラス マップを新規に追加するには、ACL を 1 個または 2 個選択し、クラス マップ名を入
力します。クラス マップに ACL を 2 個関連付ける場合、パケットの一致条件（両方の 
ACL と一致している必要があるか、それとも、少なくともいずれか一方の ACL と一致して
いる必要があるか）を指定できます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [クラスマップ名 ]：新規に追加するクラス マップの名前を入力します。

• [一致ACLタイプ ]：パケットが、クラス マップで定義されているフローに属してい
ると見なされるために必要な基準を選択します。次のオプションがあります。

- [IP]：パケットは、このクラス マップ内の IP ベース ACL のいずれかと一致して
いる必要があります。

- [MAC]：パケットは、このクラス マップ内の MAC ベース ACL と一致している
必要があります。

- [IPおよびMAC]：パケットは、このクラス マップ内の IP ベース ACL および 
MAC ベース ACL の両方と一致している必要があります。
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- [IPまたはMAC]：パケットは、このクラス マップ内の IP ベース ACL または 
MAC ベース ACL と一致している必要があります。

• [IP]：このクラス マップに関連付ける IPv4 ベース ACL または IPv6 ベース ACL を
選択します。

• [MAC]：このクラス マップに関連付ける MAC ベース ACL を選択します。

• [優先ACL]：パケットを最初に照合する ACL（IP ベース ACL または MAC ベース 
ACL）を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

QoS ポリサー

定義済みルールと一致するトラフィックのレートを測定したり、ポートでのファイル転送ト
ラフィックのレートの上限値などの制限値を適用したりすることができます。

これを実行するには、クラス マップ内の ACL を使用してトラフィックを照合し、また、ポ
リサーを使用して、ACL と一致するトラフィックに QoS を適用します。

（注） スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、QoS ポリサーは使用できません。

各ポリサーは、QoS 仕様を使用して作成します。ポリサーには次の 2 種類があります。

• シングル（通常）ポリサー：シングル ポリサーを使用した場合、ポリサーの QoS 仕
様に基づいて、1 つのクラス マップ（フロー）にのみ QoS を適用できます。シング
ル ポリサーを使用しているクラス マップを複数のポートにバインドしている場合、
ポートごとにシングル ポリサーのインスタンスが生成されます。そして、各インスタ
ンスによってそれぞれのポートで、QoS がクラス マップ（フロー）に適用されます。
シングル ポリサーを作成するには、[ポリシーテーブル ] ページを使用します。

• 集約ポリサー：集約ポリサーを使用した場合、1 つ以上のクラス マップまたはフロー
に QoS を適用できます。これらのクラス マップは、互いに異なるポリシーに関連付
けられていてもかまいません。集約ポリサーを使用した場合、ポリシーやポートにか
かわらず、集約されたすべてのフローに QoS が適用されます。集約ポリサーを作成
するには、[集約ポリサー ] ページを使用します。

集約ポリサーを作成するのは、複数のクラス マップ間でポリサーを共有する場合です。
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各ポリサーは、QoS 仕様を使用して定義します。QoS 仕様は、次の各値を組み合わせたも
のです。

• 認定情報レート（CIR）と呼ばれる、入力インターフェイスで受信できるデータ量。
単位は kbps です。

• 認定バースト サイズ（CBS）。単位はバイトです。これは、定義された最大レートを
超えた場合でも、CIR を一時的に超えて受信できるトラフィック量です。

• 制限値を超えた分のトラフィック（アウト オブ プロファイル トラフィック）に適用
するアクション。アクションの例としては、トラフィックをそのまま通過させる、ト
ラフィックをドロップする、トラフィックを通過させる、などがあります。トラフィッ
クを通過させる場合、よりプライオリティの低い新しい DSCP 値に再マッピングさ
れ、後続のトラフィックはこの低いプライオリティで処理されます。

クラス マップにポリサーを割り当てるのは、そのクラス マップをポリシーに関連付けるとき
です。集約ポリサーは、[集約ポリサー ] ページで作成します。

集約ポリサーの定義

集約ポリサーを使用した場合、1 つ以上のクラス マップ、つまりフローに QoS を適用でき
ます。集約ポリサーは、互いに異なるポリシーに関連付けられている複数のクラス マップに
割り当てることができます。また、集約ポリサーを使用した場合、ポリシーやポートにかか
わらず、集約されたすべてのフローに QoS が適用されます。

（注） シングル ポリサーおよび集約ポリサーを使用できるのは、このスイッチがレイヤ 2 モードで
動作している場合だけです。

集約ポリサーを定義するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [集約ポリサー ] をクリックします。 [集約ポリ
サー ] ページが開きます。

このページには、定義済みの集約ポリサーが一覧表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[集約ポリサーの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [集約ポリサー名 ]：集約ポリサーの名前を入力します。

• [入力認定情報レート (CIR)]：最大帯域幅（単位：bps）を入力します。詳細につい
ては、[帯域幅 ] ページの説明を参照してください。

• [入力認定バーストサイズ (CBS)]：最大バースト サイズ（単位：バイト）を入力しま
す。これは、CIR を一時的に超えて受信できるデータ量です。詳細については、[帯
域幅 ] ページの説明を参照してください。
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• [超過アクション ]：CIR を超えた分の着信パケットに対して実行するアクションを選
択します。選択項目は次のとおりです。

- [転送 ]：CIR を超えた分のパケットも転送されます。

- [ドロップ ]：CIR を超えた分のパケットは破棄されます。

- [アウトオブプロファイルDSCP]：CIR を超えた分のパケットの DSCP 値が、ア
ウト オブ プロファイル DSCP マッピング テーブルに基づいて、新しい値に再
マッピングされます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。

ポリシーの設定

[ポリシーテーブル ] ページには、このシステム上で定義されている拡張 QoS ポリシーのリ
ストが表示されます。 このページでは、ポリシーを作成および削除することもできます。イン
ターフェイスにバインドされているポリシーのみがアクティブ化されます。詳細については、
[ポリシーバインディング ] ページを参照してください。

各ポリシーの構成要素は次のとおりです。

• 1 つ以上のクラス マップ。各クラス マップは、トラフィック フローを定義した 1 つ
以上の ACL で構成されています。

• 1 つ以上の集約情報。この情報に基づいて、QoS がトラフィック フローに適用され
ます。

ポリシーを追加した後、[ポリシーテーブル ] ページでそのポリシーにクラス マップを関連付
けることができます。

QoS ポリシーを追加するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [ポリシーテーブル ] をクリックします。[ポリ
シーテーブル ] ページが開きます。

このページには、定義済みのポリシーのリストが表示されます。

ステップ  2 [ポリシークラスマップテーブル ] をクリックして [ポリシークラスマップ ] ページを開きます。
または
[追加 ] をクリックして [ポリシーテーブルの追加 ] ページを開きます。

ステップ  3 [新規ポリシー名 ] フィールドに、新規に追加するポリシーの名前を入力します。
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ステップ  4 [適用 ] をクリックします。QoS ポリシー プロファイルが追加され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

ポリシー内のクラス マップ

1 つ以上のクラス マップをポリシーに関連付けることができます。クラス マップとは、同じ
トラフィック フローに属すると見なされるパケットのタイプを定義したものです。

（注） スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、クラス マップにポリサーを割り当てること
はできません。ポリサーを使用できるのは、このスイッチがレイヤ 2 モードで動作している
場合だけです。

クラス マップをポリシーに関連付けるには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [ポリシークラスマップ ] をクリックします。[ポ
リシークラスマップ ] ページが開きます。

ステップ  2 フィルタでポリシーを選択し、[実行 ] をクリックします。このポリシー内のクラス マップが
一覧表示されます。

ステップ  3 クラス マップを新規に追加するには、[追加 ] をクリックします。[ポリシークラスマップの
追加 ] ページが開きます。

ステップ  4 パラメータを指定します。

• [ポリシー名 ]：クラス マップを関連付けるポリシーが表示されます。

• [クラス マップ名 ]：このポリシーに関連付ける既存のクラス マップを選択します。
クラス マップを作成するには、[クラス マッピング ] ページを使用します。

• [アクションタイプ ]：ACL と一致したすべての着信パケットの CoS/802.1p 値また
は DSCP 値に関するアクションを選択します。

- [デフォルトの信頼モードを使用 ]：着信パケットの CoS/802.1p 値または DSCP 
値は無視されます。一致したパケットは、ベスト エフォートで送信されます。

- [常に信頼 ]：このオプションを選択すると、スイッチは一致したパケットの 
CoS/802.1p および DSCP を信頼します。パケットが IP パケットの場合は、パ
ケットの DSCP 値および DSCP 値のキューへのマッピング テーブルに基づい
て、パケット格納先出力キューが決まります。パケットが IP パケットでない場合
は、パケットの CoS/802.1p 値および CoS/802.1p 値のキューへのマッピング 
テーブルに基づいて、パケット格納先出力キューが決まります。

- [設定 ]：このフィールドを選択した場合、[新しい値 ] フィールドに入力した値に基
づいて、ACL と一致したパケットの格納先出力キューが決まります。
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[新しい値 ] フィールドに入力した値（0 ～ 7）が CoS/802.1p 値である
場合、この値および CoS/802.1p 値のキューへのマッピング テーブルに
基づいて、ACL と一致するすべてのパケットの格納先出力キューが決ま
ります。

[新しい値 ] フィールドに入力した値（0 ～ 63）が DSCP 値である場合、
この値および DSCP 値のキューへのマッピング テーブルに基づいて、
ACL と一致するすべての IP パケットの格納先出力キューが決まります。

それ以外の場合は、[新しい値 ] フィールドに入力した値（1 ～ 4）が、
ACL と一致するすべてのパケットの格納先出力キュー番号として使用さ
れます。

• [ポリシングタイプ ]：レイヤ 2 モードの場合のみ指定できます。このポリシーに対す
るポリサー タイプを選択します。次のオプションがあります。

- [なし ]：ポリシーを使用しません。

- [シングル ]：このポリシーに対するポリサーはシングル ポリサーです。

- [集約 ]：このポリシーに対するポリサーは集約ポリサーです。

• [集約ポリサー ]：レイヤ 2 モードの場合のみ指定できます。[ポリシングタイプ ] で 
[集約 ] を選択した場合、[集約ポリサー ] ページで定義した既存の集約ポリサーを選
択します。

[ポリシングタイプ ] フィールドで [シングル ] を選択した場合、次の QoS パラメータを指定
します。

• [入力認定情報レート (CIR)]：CIR（単位：kbps）を入力します。詳細については、
[帯域幅 ] ページの説明を参照してください。

• [入力認定バーストサイズ (CBS)]：CBS（単位：バイト）を入力します。詳細につ
いては、[帯域幅 ] ページの説明を参照してください。

• [超過アクション ]：CIR を超えた分の着信パケットに対して実行するアクションを選
択します。次のオプションがあります。

- [なし ]：アクションは実行されません。

- [ドロップ ]：CIR を超えた分のパケットは破棄されます。

- [アウトオブプロファイルDSCP]：CIR を超えた分の IP パケットの DSCP 値が、
アウト オブ プロファイル DSCP マッピング テーブルから取得された新しい 
DSCP 値で上書きされた後、これらのパケットが転送されます。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。
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ポリシーのバインディング

[ポリシーバインディング ] ページには、ポリシーとポートのバインド関係が表示されます。
ポリシーを特定のポートにバインドすると、そのポリシーがそのポート上で有効になります。
1 つのポートにバインドできるポリシーは 1 つのみです。一方、1 つのポリシーを複数のポー
トにバインドできます。

ポリシーをポートにバインドした場合、フィルタリングが実行され、このポリシーで定義さ
れたフローに属する受信トラフィックに QoS が適用されます。このポリシーは、同じポート
から送出されるトラフィックには適用されません。

ポリシーを編集するには、まず、そのポリシーをすべてのポートからアンバインドする必要
があります。

ポリシーのバインディングを定義するには

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS拡張モード ] > [ポリシーバインディング ] をクリックします。
[ポリシーバインディング ] ページが開きます。

ステップ  2 ポリシー名を選択します。

ステップ  3 このポリシーをバインドするインターフェイス タイプを選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。QoS ポリシー バインディングが定義され、実行コンフィギュレー
ション ファイルが更新されます。

QoS 統計情報の管理

このページでは、シングル ポリサーおよび集約ポリサーを管理したり、キュー統計情報を表
示したりすることができます。

ポリサー統計情報の表示

シングル ポリサーは、1 つのポリシー内の 1 つのクラス マップに割り当てられます。集約ポ
リサーは、1 つ以上のポリシー内の 1 つ以上のクラス マップに割り当てられます。
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シングル ポリサー統計情報の表示 

[シングルポリサー統計 ] ページには、ポリシー内のクラス マップで定義されている条件と一
致するインターフェイスで受信された、プロファイル内パケットおよびアウト オブ プロファ
イル パケットのバイト数が表示されます。

（注） スイッチがレイヤ 3 モードで動作している場合、このページは表示されません。

ポリサーの統計情報を表示するには 

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS統計情報 ] > [シングルポリサー統計 ] をクリックします。 [シン
グルポリサー統計 ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [インターフェイス ]：このインターフェイスに関する統計情報が表示されます。

• [ポリシー ]：このポリシーに関する統計情報が表示されます。

• [クラスマップ ]：このクラス マップに関する統計情報が表示されます。

• [プロファイル内バイト ]：受信されたプロファイル内パケットのバイト数が表示され
ます。

• [アウトオブプロファイルバイト ]：受信されたアウト オブ プロファイル パケットの
バイト数が表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[シングルポリサー統計の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [インターフェイス ]：統計情報を蓄積するインターフェイスを選択します。

• [ポリシー名 ]：ポリシー名を選択します。

• [クラスマップ名 ]：クラス マップ名を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。統計情報要求が追加作成され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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集約ポリサー統計情報の表示 

集約ポリサーの統計情報を表示するには 

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS統計情報 ] > [集約ポリサー統計 ] をクリックします。[集約ポ
リサー統計 ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [集約ポリサー名 ]：統計情報の表示対象であるポリサー。

• [プロファイル内バイト ]：受信されたプロファイル内パケットのバイト数。

• [アウトオブプロファイルバイト ]：受信されたアウト オブ プロファイル パケットの
バイト数。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[集約ポリサー統計の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 統計情報の表示対象にする、既存の集約ポリサー名を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。統計情報要求が追加作成され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。

キュー統計情報の表示

[キュー統計情報 ] ページには、転送されたパケットや破棄されたパケットなどのキューに関
する統計情報が、インターフェイスごと、キューごと、およびドロップ優先順位ごとに表示
されます。

（注） QoS 統計情報が表示されるのは、スイッチが QoS 拡張モードで動作している場合のみです。
QoS モードを変更するには、[全般 ] > [QoS プロパティ ] をクリックします。

キュー統計情報を表示するには 

ステップ 1 [Quality of Service] > [QoS統計情報 ] > [キュー統計情報 ] をクリックします。[キュー統
計情報 ] ページが開きます。

このページには次のフィールドが表示されます。

• [リフレッシュレート ]：インターフェイス イーサネット統計情報がリフレッシュされ
るまでの時間を選択します。オプションは次のとおりです。

- [リフレッシュなし ]：統計情報はリフレッシュされません。

- [15秒 ]：統計情報は 15 秒ごとにリフレッシュされます。
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- [30秒 ]：統計情報は 30 秒ごとにリフレッシュされます。

- [60秒 ]：統計情報は 60 秒ごとにリフレッシュされます。

• [カウンタセット ]：次のオプションがあります。

- [セット1]：セット 1 に関する統計情報が表示されます。セット 1 とは、Drop 
Precedence（DP; ドロップ優先順位）が高いインターフェイスおよびキューの
ことです。

- [セット2]：セット 2 に関する統計情報が表示されます。セット 2 とは、DP が低
いインターフェイスおよびキューのことです。

• [インターフェイス ]：このインターフェイスに関するキュー統計情報が表示されます。

• [キュー ]：パケットが転送またはテール ドロップされたキュー。

• [ドロップ優先順位 ]：ドロップ優先順位が最も低い場合、パケットがドロップされる
可能性が最も低くなります。

• [合計パケット ]：転送またはテール ドロップされたパケットの数。

• [テールドロップパケット ]：テール ドロップされたパケットの割合。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[キュー統計情報の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [カウンタセット ]：カウンタ セットを選択します。

- [セット1]：セット 1 に関する統計情報が表示されます。セット 1 とは、DP が高
いインターフェイスおよびキューのことです。

- [セット2]：セット 2 に関する統計情報が表示されます。セット 2 とは、DP が低
いインターフェイスおよびキューのことです。

• [インターフェイス ]：統計情報を表示するポートを選択します。次のオプションがあ
ります。

- [ポート ]：選択した番号のポートに関する統計情報が表示されます。

- [すべてのポート ]：すべてのポートに関する統計情報が表示されます。

• [キュー ]：統計情報を表示するキューを選択します。

• [ドロップ優先順位 ]：パケットがドロップされる可能性を表す、ドロップ優先順位を
入力します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。キュー統計カウンタが追加され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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SNMP の設定 

ここでは、ネットワーク デバイスを管理するための手段である Simple Network
Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）について説明します。

具体的な内容は、次のとおりです。

• 「SNMP のバージョンと作業手順」

• 「各機種の OID」

• 「SNMP ビューの定義」

• 「SNMP ユーザの管理」

• 「SNMP グループの作成」

• 「SNMP コミュニティの定義」

• 「通知受信者」

• 「SNMP 通知フィルタ」

SNMP のバージョンと作業手順

このスイッチは SNMP エージェントとして動作し、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 の各
バージョンに対応しています。また、サポートされている Management Information Base
（MIB; 管理情報ベース）で定義されているトラップを使用して、トラップ受信デバイスにシ
ステム イベントを通知します。
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SNMPv1 および SNMPv2

SNMPv1 および SNMPv2

このシステムへのアクセスを制御するには、コミュニティ エントリのリストを定義します。
各コミュニティ エントリは、コミュニティ ストリングとそのアクセス権限で構成されていま
す。システムは、適切な権限と適切な動作が設定されたコミュニティを指定する SNMP メッ
セージにのみ応答します。

SNMP エージェントには、そのデバイスの管理に使用される変数のリストが保持されていま
す。これらの変数は、MIB 内で定義されています。

（注） 他のバージョンにはセキュリティ上の脆弱性があるため、SNMPv3 の使用を推奨します。

SNMPv3

SNMPv3 

SNMPv3 には、SNMPv1 および SNMPv2 の機能に加え、アクセス コントロール機構と新
しいトラップ機構が備わっています。また、User Security Model（USM）も規定されて
います。USM は次の要素で構成されています。

• 認証：データの完全性が確保されます。また、データ送信元を認証できます。

• 暗号化：メッセージの内容を不正に傍受されないようにすることができます。暗号化
には Cipher Block-Chaining（CBC-DES; 暗号ブロック連鎖）が使用されます。
SNMP メッセージでは、認証のみを有効にすることも、または、認証と暗号化の両方
を有効にすることもできます。認証を有効にせずに暗号化のみを有効にすることはで
きません。

• 適時性：メッセージ遅延攻撃やメッセージ再生攻撃を防ぐことができます。SNMP
エージェントでは、受信メッセージのタイム スタンプと受信日時が比較されます。

• キー管理：キーの生成、更新、および使用について定義できます。このスイッチでは、
Object ID（OID）に基づく SNMP 通知フィルタを使用できます。OID は、デバイ
スの機能を管理する目的で使用されます。

SNMP に関する作業の手順

（注）セキュリティ上の理由から、SNMP はデフォルトで無効になっています。
SNMP 経由でスイッチを管理する前に、[セキュリティ ] > [TCP/UDPサービス ] 
ページで SNMP を有効にしておく必要があります。

SNMP を設定する際の推奨作業を次に示します。
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SNMPv1 または SNMPv2 を使用する場合

ステップ 1 [SNMP] > [コミュニティ ] ページに移動し、[追加 ] をクリックします。基本モードの場合は、
コミュニティにアクセス権限とビューを割り当てることができます。拡張モードの場合は、コ
ミュニティをグループに所属させることができます。コミュニティのアクセス権限は次の 2
つの方法で定義できます。

• 基本モード：コミュニティに割り当て可能なアクセス権限は、読み取り専用、読み書
き、および SNMP 管理です。また、[ビュー ] ページで定義されるビューを選択すれ
ば、コミュニティからアクセスできる MIB オブジェクトを制限できます。

• 拡張モード：コミュニティに割り当てるアクセス権限は、[グループ ] ページで定義さ
れるグループによって定義されます。グループを設定する際、特定のセキュリティ 
モデルを選択できます。グループのアクセス権限は、読み取り、書き込み、および通
知です。

ステップ  2 SNMP 管理ステーションを 1 つのアドレスに制限するのか、それともすべてのアドレスから
SNMP 管理を許可するのかを選択します。SNMP 管理を 1 つのアドレスに制限する場合は、
[IPアドレス ] フィールドに SNMP 管理 PC のアドレスを入力します。

ステップ  3 [コミュニティストリング ] フィールドに一意のコミュニティ ストリングを入力します。

ステップ  4（任意）[トラップ設定 ] ページでトラップを有効にします。

ステップ  5（任意）[通知フィルタ ] ページで通知フィルタを定義します。

ステップ  6 [通知受信者SNMPv1、2] ページで通知受信者を設定します。

SNMPv3 を使用する場合

ステップ 1 [エンジン ID] ページで SNMP エンジンを定義します。一意のエンジン ID を作成するか、ま
たはデフォルトのエンジン ID を使用します。エンジン ID 設定を適用すると、SNMP データ
ベースがクリアされます。

ステップ  2（任意）[ビュー ] ページで SNMP ビューを定義します。コミュニティまたはグループに利用
できる OID の範囲が制限されます。

ステップ  3 [グループ ] ページでグループを定義します。

ステップ  4 SNMP の [ユーザ ] ページでユーザを定義します。このページで、ユーザをグループに所属
させることもできます。SNMP エンジン ID が設定されていない場合、ユーザが作成されな
い可能性があります。

ステップ  5（任意）[トラップ設定 ] ページでトラップを有効または無効にします。
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ステップ  6（任意）[通知フィルタ ] ページで通知フィルタを定義します。

ステップ  7 [通知受信者SNMPv3] ページで通知受信者を定義します。

サポートされている MIB

サポートされているプライベート MIB は次のとおりです。

• CISCO-CDP-MIB.mib

• CISCO-SMI.mib

• CISCO-TC.mib

• CISCO-VTP-MIB.mib

サポートされている標準 MIB は次のとおりです。

• CISCOSBTcpSession.mib

• dcb-raj-DCBX-MIB-1108.mib 

• diffserv-dscp-tc-rfc3289.mib 

• env_mib.mib

• diffserv.mib

• draft-ietf-bridge-8021x.mib

• draft-ietf-bridge-04.x.mib

• draft-ietf-entmib-sensor-mib.mib

• draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00.mib

• draft-ietf-syslog-device-mib.mib

• ianaaddrfamnumbers.mib

• ianaifty.mib

• ianaprot.mib

• inet-address-mib.mib

• ip-forward-mib.mib

• ip-mib.mib

• lldp.mib
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• lldpextdot1.mib

• lldpextdot3.mib

• lldpextmed.mib

• p-bridge-mib.mib

• q-bridge-mib.mib

• rfc1213.mib

• rfc1389.mib

• rfc1493.mib

• rfc1155.mib

• rfc1215.mib

• rfc1215-trap.mib

• rfc1611.mib

• rfc1612.mib

• rfc1757.mib

• rfc1850.mib

• rfc1907.mib

• rfc2011.mib

• rfc2012.mib

• rfc2013.mib

• rfc2233.mib

• rfc2571.mib

• rfc2572.mib

• rfc2573.mib

• rfc2574.mib

• rfc2575.mib

• rfc2576.mib

• rfc2613.mib
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• rfc2665.mib

• rfc2668.mib

• rfc2674.mib

• rfc2737.mib

• rfc2925.mib

• rfc3621.mib

• rfc4668.mib

• rfc4670.mib

• rmon.mib

• rmon2.mib

• SNMPv2-CONF.mib

• SNMPv2-SMI.mib

• SNMPv2-TC.mib

• SNMPv2-TM.mib

• trunk.mib

• tunnel.mib

• udp-mib.mib
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各機種の OID

スイッチの各機種の Object ID（OID; オブジェクト ID）は次のとおりです。

オブジェクト ID は、enterprises(1).cisco(9).otherEnterprises(6).ciscosb(1) の下に配置
されています。

MIB ルートは 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101 です。

モデル名 説明 オブジェクト ID

SG300-10 GE ポート x 8、特別目的コンボ ポート（GE/
SFP）x 2

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP GE ポート x 8、特別目的コンボ ポート（GE/
SFP）x 2

9.6.1.83.10.3

SG300-10P GE ポート x 8、特別目的コンボ ポート（GE/
SFP）x 2

9.6.1.83.10.2

SG300-20 GE ポート x 16、特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.83.20.1

SG300-28 GE ポート x 24、特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.83.28.1

SG300-28P GE ポート x 24、特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.83.28.2

SG300-52 GE ポート x 48、特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.83.52.1

SF300-08 FE ポート x 8 9.6.1.82.08.4

SF302-08 FE ポート x 8、GE ポート x 2 9.6.1.82.08.1

SF302-08MP FE ポート x 8、GE ポート x 2 9.6.1.82.08.3

SF302-08P FE ポート x 8、GE ポート x 2 9.6.1.82.08.2

SF300-24 FE ポート x 24、GE 特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.82.24.1

SF300-24P FE ポート x 24、GE 特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.82.24.2

SF300-48 FE ポート x 48、GE 特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.82.48.1

SF300-48P FE ポート x 48、GE 特別目的ポート x 4（アッ
プリンク ポート x 2 とコンボ ポート x 2）

9.6.1.82.48.2
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SNMP エンジン ID

エンジン ID は、SNMPv3 エンティティで使用される、エンティティを一意に識別するため
の情報です。SNMP エージェントは、正規の SNMP エンジンであると見なされます。つま
り、エージェントは受信メッセージ（Get、GetNext、GetBulk、Set）に応答し、また、ト
ラップ メッセージをマネージャに送信します。エージェントのローカル情報は、メッセージ
内のフィールドにカプセル化されて送信されます。

各 SNMP エージェント内には、SNMPv3 のメッセージ交換において使用されるローカル情
報が保持されます。デフォルトの SNMP エンジン ID は、企業番号とデフォルトの MAC ア
ドレスで構成されます。このエンジン ID は、管理ドメイン内で一意である必要があります。
つまり、1 つのネットワーク上には、同じエンジン ID を持つデバイスは複数台存在しません。

ローカル情報は、読み取り専用の 4 個の MIB 変数（snmpEngineId、snmpEngineBoots、
snmpEngineTime、および snmpEngineMaxMessageSize）に格納されています。

!
注意 エンジン ID を変更すると、設定されていたユーザとグループはすべて消去されます。

SNMP エンジン ID を定義するには

ステップ 1 [SNMP] > [エンジン ID] をクリックします。[エンジン ID] ページが開きます。

ステップ  2 [ローカルエンジン ID] に使用するエンジン ID を選択します。

• [デフォルトを使用 ]：スイッチによって自動生成されたエンジン ID を使用する場合、
このフィールドを選択します。デフォルトのエンジン ID は、スイッチの MAC アド
レスを基にして生成されます。その内容は次のとおりです。

- 第 1 ～ 4 オクテット：第 1 ビットは「1」、第 2 ～ 4 ビットは IANA 企業番号
です。

- 第 5 オクテット：3 に設定されます。これは、続くオクテットが MAC アドレス
であることを意味します。

- 第 6 ～ 11 オクテット：スイッチの MAC アドレスです。

• [なし ]：エンジン ID を使用しません。

• [ユーザ定義 ]：このデバイスのエンジン ID を入力します。16 進数文字列で入力しま
す。入力可能な値は 10 ～ 64 の範囲です。各バイトは 2 桁の 16 進数で表されます。

ステップ  3 [適用 ] をクリックします。実行コンフィギュレーション ファイルが更新されます。
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SNMP ビューの定義

ビューとは、MIB サブツリーの集合を表すユーザ定義ラベルのことです。各サブツリー ID に
は、そのサブツリーのルート ノードのオブジェクト ID（OID）が使用されます。定義する
ビューに包含またはビューから除外するサブツリーのルート ノードを指定するには、リスト
で既知の名前を選択するか、または、OID（「各機種の OID」を参照）を直接入力します。

各サブツリーをビューに含めるかビューから除外するかを定義します。

[ビュー ] ページでは、SNMP ビューを作成および修正できます。なお、デフォルトのビュー
（Default および DefaultSuper）を修正することはできません。

ビューをグループに割り当てるには、[グループ ] ページを使用します。基本アクセス モード
を使用するコミュニティに割り当てるには、[コミュニティ ] ページを使用します。

SNMP ビューを定義するには

ステップ 1 [SNMP] > [ビュー ] をクリックします。[ビュー ] ページが開きます。

ステップ  2 ビューを新規に追加するため、[追加 ] をクリックします。[ビューの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [ビュー名 ]：0 ～ 30 文字でビューの名前を入力します。

• [オブジェクト IDサブツリー ]：このビューに含めるか、またはこのビューから除外
する MIB ツリー内のノードを指定します。ノードの指定方法には次の 2 とおりがあ
ります。

- [リストから選択 ]：MIB ツリー内を探索して選択します。選択されているノード
の親または兄弟ノードに移動するには、上矢印ボタンを押します。選択されてい
るノードの子ノードに移動するには、下矢印ボタンを押します。ノードからその
兄弟ノードに移動するには、リストでそのノードをクリックします。目的の兄弟
ノードが表示されていない場合は、スクロールバーを使用して探します。

- [ユーザ定義 ]：目的の OID が [リストから選択 ] のリストにない場合はOID を入力
します。

ステップ  4 [ビューに含める ] フィールドを選択または選択解除します。選択した場合、選択された MIB
がビューに含まれます。選択しなかった場合は、除外されます。

ステップ  5 [適用 ] をクリックします。

ステップ  6 ビューの設定を確認するために、[フィルタ ] の [ビュー名 ] リストでユーザ定義ビューを選択
します。デフォルトで定義されているビューは次のとおりです。

• [Default]：読み取りビューおよび読み書きビュー用のデフォルトの SNMP ビュー。

• [DefaultSuper]：管理ビュー用のデフォルトの SNMP ビュー。
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その他のビューを追加することもできます。

• [オブジェクト IDサブツリー ]：SNMP ビューに含めるか除外するサブツリーが一覧
表示されます。

• [オブジェクト IDサブツリービュー ]：選択した SNMP ビューで、定義したサブツ
リーを含めるか除外するかが表示されます。

SNMP グループの作成 

SNMPv1 および SNMPv2 では、SNMP フレームにコミュニティ ストリングが格納されて
送信されます。コミュニティ ストリングは、SNMP エージェントへのアクセス権限を取得す
るためのパスワードの役割を果たします。ただし、フレームもコミュニティ ストリングも暗
号化されません。つまり、SNMPv1 および SNMPv2 は安全ではありません。

一方、SNMPv3 には次のセキュリティ機構を設定できます。

• 認証：SNMP ユーザが正規のシステム管理者であるかどうかを検査できます。この
検査は、フレームごとに実行されます。

• プライバシー：SNMP フレームを暗号化して送信することができます。

つまり、SNMPv3 のセキュリティ レベルは、次の 3 段階になります。

• セキュリティなし（認証なし、プライバシーなし）

• 認証（認証あり、プライバシーなし）

• 認証あり、プライバシーあり

SNMPv3 では、各ユーザが読み書きできる内容およびユーザが受け取る通知を制御する方
法が提供されます。グループは、読み書き権限およびセキュリティ レベルを定義します。グ
ループが機能するのは、そのグループに SNMP ユーザまたはコミュニティが所属している
場合です。

（注） グループにデフォルトでないビューを関連付けるには、先に [ビュー ] ページでビューを作成
します。
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SNMP グループを作成するには

ステップ 1 [SNMP] > [グループ ] をクリックします。[グループ ] ページが開きます。

このページには、既存の SNMP グループが一覧表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[グループの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [グループ名 ]：新規に作成するグループ名を入力します。

• [セキュリティモデル ]：このグループに割り当てる SNMP バージョン（SNMPv1、
SNMPv2、または SNMPv3）を選択します。

• [セキュリティレベル ]：このグループに割り当てるセキュリティ レベルを選択しま
す。SNMPv1 と SNMPv2 は、認証とプライバシーのどちらもサポートしません。
SNMPv3 を選択した場合は、次のいずれかを選択します。

- [認証なし ]：グループに対して、認証処理も暗号化も行われません。

- [認証 ]：SNMP メッセージに対する認証処理は行われますが、暗号化は行われま
せん。

- [プライバシー ]：SNMP メッセージが暗号化されます。

• [ビュー ]：ビューにグループの読み取り、書き込み、および通知アクセス権限を関連
付けることにより、グループが読み取り、書き込み、および通知アクセスを持つ 
MIB ツリーの範囲が制限されます。

- [読み取り ]：このグループに、選択したビューに対する読み取りアクセス権限を
割り当てます。ビューを選択しない場合、このグループに所属するユーザまたは
コミュニティは、SNMP 自体を制御する MIB 情報を除くすべての MIB 情報を読
み取ることができます。

- [書き込み ]：このグループに、選択したビューに対する書き込みアクセス権限を
割り当てます。ビューを選択しない場合、このグループに所属するユーザまたは
コミュニティは、SNMP 自体を制御する MIB 情報を除くすべての MIB 情報を書
き込むことができます。

- [通知 ]：利用可能なトラップの内容を、選択したビューに含まれるものだけに制
限します。ビューを選択しない場合、トラップに含まれる情報に制限はありませ
ん。このフィールドは、SNMPv3 の場合のみ選択できます。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SNMP グループが定義され、実行コンフィギュレーション ファ
イルが更新されます。
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SNMP ユーザの管理

SNMP ユーザを作成するには、ログイン資格情報（ユーザ名、パスワード、および認証方
式）、および、コンテキストとスコープを設定します。このコンテキストとスコープの中で、
ユーザはグループに所属し、エンジン ID が割り当てられます。

設定されたユーザには、そのグループの属性が設定され、所属するビュー内のアクセス権限
が設定されます。

グループを使用した場合、アクセス権限を、1 人のユーザではなくユーザのグループに割り
当てることができます。

ユーザは、1 つのグループにしか所属できません。

SNMPv3 ユーザを作成するには、次の条件が満たされている必要があります。

• このスイッチ上でエンジン ID が設定されていること。この作業は [エンジン ID] ペー
ジで行います。

• SNMPv3 グループが使用可能になっていること。SNMPv3 グループを定義するに
は、[グループ ] ページを使用します。

セキュリティ上の理由により、SNMP ユーザはコンフィギュレーション ファイルに保存され
ません。SNMP ユーザがプロビジョニングされている状態でコンフィギュレーションを保存
しても、SNMP ユーザは保持されません。ユーザ情報が消去された場合は、手動で再入力す
る必要があります。

SNMP ユーザを表示および新規作成するには

ステップ 1 [SNMP] > [ユーザ ] をクリックします。[ユーザ ] ページが開きます。

このページには、既存のユーザが一覧表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[ユーザの追加 ] ページが開きます。

このページでは、SNMP アクセス コントロール権限を SNMP ユーザに割り当てるために
必要な情報を指定します。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [ユーザ名 ]：ユーザの名前を入力します。

• [エンジン ID]：このユーザが接続する SNMP エンティティが、ローカルとリモート
のどちらであるかを選択します。ローカル SNMP エンジン ID を変更または削除す
ると、SNMPv3 ユーザ データベースが削除されます。情報メッセージを受信して
情報を要求するには、ローカル ユーザとリモート ユーザの両方を作成する必要があ
ります。
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- [ローカル ]：ユーザはローカル スイッチに接続されます。

- [リモート ]：ユーザはローカル スイッチ以外に別の SNMP エンティティに接続
されます。リモート エンジン ID が作成されている場合、リモート デバイスは情
報メッセージを受信しますが、情報を要求することはできません。

リモート エンジン ID を入力します。

• [グループ名 ]：この SNMP ユーザを所属させる SNMP グループを選択します。
SNMP グループを定義するには、[グループの追加 ] ページを使用します。

（注）削除されたグループに所属するユーザはそのまま残りますが、非アクティブに
なります。

• [認証方式 ]：認証方式を選択します。割り当てられたグループ名に応じて、利用可能
な認証方式が変わります。グループが認証を要求しない場合、ユーザには、いずれの
認証も設定することはできません。次のオプションがあります。

- [なし ]：ユーザ認証を行いません。

- [MD5パスワード ]：ユーザは、パスワードを入力する必要があります。このパス
ワードは、Message Digest 5（MD5）で暗号化されます。

- [SHAパスワード ]：ユーザは、パスワードを入力する必要があります。このパス
ワードは、Secure Hash Algorithm（SHA）で暗号化されます。

- [MD5キー ]：ユーザは、有効な MD5 キーを使用して認証されます。

- [SHAキー ]：ユーザは、有効な SHA キーを使用して認証されます。

• [認証パスワード ]：MD5 パスワードまたは SHA パスワードを使用して認証を行う
場合は、ローカル ユーザ パスワードを入力します。ローカル ユーザ パスワードは、
ローカル データベース上のパスワードと照合されます。ASCII 文字 32 字以内で入力
します。

• [認証キー ]：認証方式が MD5 キーである場合は MD5 認証キー、認証方式が SHA 
キーである場合は SHA 認証キーをそれぞれ入力します。

• [プライバシーキー ]：16 バイトの文字列を入力します（DES 暗号キー）。この
フィールドは、正確に 32 桁の 16 進数にする必要があります。

（注）セキュリティ レベルが authNoPriv の場合も、[プライバシーキー ] に 32 桁の 
16 進数を入力する必要があります。ただし、このキーは使用されません。

ステップ  4 [適用 ] をクリックして、設定を保存します。
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SNMP コミュニティの定義

SNMPv1 および SNMPv2 におけるアクセス権限を管理するには、[コミュニティ ] ページ
でコミュニティを作成します。コミュニティ名は、SNMP 管理ステーションとデバイスの間
で共有されるパスワードのようなものです。コミュニティ名は、SNMP 管理ステーションを
認証する目的で使用されます。

コミュニティを作成するのは、SNMPv1 と SNMPv2 の場合のみです。SNMPv3 では、コ
ミュニティの代わりにユーザを使用します。ユーザはグループに所属し、そのグループにア
クセス権限が割り当てられます。

[コミュニティ ] ページでは、2 とおりの方法でコミュニティにアクセス権限を割り当てるこ
とができます。1 つ目は直接割り当てる方法（基本モード）、2 つ目はグループを介して割り
当てる方法（拡張モード）です。

• 基本モード：コミュニティに割り当て可能なアクセス権限は、読み取り専用、読み書
き、および SNMP 管理です。また、SNMP の [ビュー ] ページで定義されるビュー
を選択すれば、コミュニティからアクセスできる MIB オブジェクトを制限できます。

• 拡張モード：コミュニティに割り当てるアクセス権限は、[グループ ] ページで定義さ
れるグループによって定義されます。グループを設定する際、特定のセキュリティ 
モデルを選択できます。グループのアクセス権限は、読み取り、書き込み、および通
知です。

SNMP コミュニティを定義するには

ステップ 1 [SNMP] > [コミュニティ ] をクリックします。[コミュニティ ] ページが開きます。

このページには、設定された SNMP コミュニティとそのプロパティに関する表が表示され
ます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[SNMPコミュニティの追加 ] ページが開きます。

このページでは、SNMP コミュニティを作成できます。

ステップ  3 [SNMP管理ステーション ]：SNMP コミュニティにアクセスできる管理ステーションを設
定するには、[ユーザ定義 ] をクリックし、管理ステーションの IP アドレスを入力します。ど
の IP デバイスもこの SNMP コミュニティにアクセスできるようにするには、[すべて ] をク
リックします。

• [IPバージョン ]：IPv4 または IPv6 を選択します。
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• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、サポートされている IPv6 アドレス 
タイプを選択します。次のオプションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルの場
合、VLAN と ISATAP のどちらから IPv6 アドレスを受け取るかを選択します。

• [IPアドレス ]：SNMP 管理ステーションの IP アドレスを入力します。

• [コミュニティストリング ]：管理ステーションの認証に使用するコミュニティ名を入
力します。

• [基本 ]：選択したコミュニティに対してこのモードを選択します。このモードの場
合、このコミュニティはどのグループにも所属していません。指定できるのは、コ
ミュニティに割り当てるアクセス権限（読み取り、読み書き、または SNMP 管理）、
および、アクセスできるビューです。ビューの指定は任意です。デフォルトでは、
MIB 全体に適用されます。[基本 ] を選択した場合、次の各フィールドの値を指定し
ます。

- [アクセスモード ]：このコミュニティに割り当てるアクセス権限を選択します。
次のオプションがあります。

[読み取り専用 ]：実行できる管理アクセス操作は読み取りのみです。コミュニ
ティを修正することはできません。

[読み取りと書き込み ]：読み取り操作と書き込み操作を実行できます。デバイス 
コンフィギュレーションは修正できますが、コミュニティは修正できません。

[SNMP Admin]：すべてのデバイス コンフィギュレーションを利用できます。
また、コミュニティを修正できます。SNMP Admin 権限は読み書き権限に似て
いますが、SNMP MIB を修正できる点で異なります。SNMP Admin 権限は、
SNMP MIB にアクセスする際に必要です。

- [ビュー名 ]：SNMP ビュー（アクセスが許可されている MIB サブツリーの集合）
を選択します。

• [拡張 ]：選択したコミュニティに対してこのモードを選択します。

- [グループ名 ]：SNMP グループを選択します。このグループによってアクセス権
限が決まります。
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ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SNMP コミュニティが定義され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

トラップ設定の定義

[トラップ設定 ] ページでは、スイッチから SNMP 通知を送信するかどうか、および、いつ
通知を送信するかを設定できます。SNMP 通知の受信者を設定するには、[通知受信者
SNMPv1、2] ページまたは [通知受信者SNMPv3] ページを使用します。

トラップを設定するには

ステップ 1 [SNMP] > [トラップ設定 ] をクリックします。[トラップ設定 ] ページが開きます。

ステップ  2 このスイッチから SNMP 通知を送信できるようにするには、[SNMP通知 ] で [有効 ] を選択
します。

ステップ  3 SNMP 認証失敗時に通知を送信するには、[認証通知 ] で [有効 ] を選択します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SNMP トラップ設定が定義され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

通知受信者

RFC 1215 で規定されているように、トラップ メッセージは、システム イベントを通知する
目的で生成されます。このシステムでは、内部の MIB で定義されているトラップを生成でき
ます。

トラップ受信者（別名：通知受信者）は、スイッチからトラップ メッセージが送信される
ネットワーク ノードです。通知受信者のリストは、トラップ メッセージの宛先として定義
されます。

トラップ受信者エントリは、ノードの IP アドレス、および、トラップ メッセージに格納され
るバージョンに対応する SNMP 資格情報で構成されています。トラップ メッセージの送信
が必要なイベントが発生した場合、通知受信者テーブル内のすべてのノードにトラップ メッ
セージが送信されます。
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[通知受信者SNMPv1、2] ページおよび [通知受信者SNMPv3] ページでは、SNMP 通知の
宛先、および、各宛先に送信する SNMP 通知の種類（トラップまたは情報）を設定できま
す。[追加 ] ポップアップ ウィンドウおよび [編集 ] ポップアップ ウィンドウでは、通知の属
性を設定できます。

SNMP 通知は、スイッチから SNMP 管理ステーションに送信されるメッセージであり、リ
ンク アップ、リンク ダウンなど、何らかのイベントが発生したことを意味します。

特定の通知をフィルタリングすることもできます。フィルタリングするには、[通知フィルタ ]
ページでフィルタを作成し、SNMP 通知受信者に適用します。通知フィルタを作成した場合、
SNMP 通知の OID に基づいて、管理ステーションに送信する SNMP 通知をフィルタリング
できます。

SNMPv1、v2 通知受信者の定義

SNMPv1、v2 の通知受信者を定義するには

ステップ 1 [SNMP] > [通知受信者SNMPv1、2] をクリックします。[通知受信者SNMPv1、2] ページ
が開きます。

このページには、SNMPv1、v2 の通知受信者が一覧表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[SNMP通知受信者の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [IPバージョン ]：IPv4 または IPv6 を選択します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：[リンクローカル ] または [グローバル ] を選択します。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルの場
合、VLAN と ISATAP のどちらから IPv6 アドレスを受け取るかを選択します。

• [受信者 IPアドレス ]：トラップの送信先 IP アドレスを入力します。

• [UDPポート ]：受信デバイス側で通知の受信に使用される UDP ポートを入力します。
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• [通知タイプ ]：トラップと情報のどちらを送信するかを選択します。両方とも送信す
る必要がある場合は、受信者を 2 つ作成します。

• [タイムアウト ]：デバイスが情報を再送信するまでの待機時間を秒数で入力します。

• [リトライ回数 ]：デバイスが情報要求を再送信する回数を入力します。

• [コミュニティストリング ]：ドロップダウン リストからトラップ マネージャのコ
ミュニティ ストリングを選択します。コミュニティ ストリング名は、[コミュニティ ] 
ページにリストされた名前から生成されます。

• [通知バージョン ]：トラップの SNMP バージョンを選択します。
SNMPv1 と SNMPv2 のどちらのバージョンも使用できますが、同時に両方のバー
ジョンを有効にすることはできません。

• [通知フィルタ ]：管理ステーションに送信する SNMP 通知をフィルタリングする場
合、このフィールドを選択します。フィルタを作成するには、[通知フィルタ ] ペー
ジを使用します。

• [フィルタ名 ]：トラップに含める情報を定義した SNMP フィルタを選択します。
SNMP フィルタを定義するには、[通知フィルタ ] ページを使用します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SNMP 通知受信者設定が定義され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

SNMPv3 通知受信者の定義

SNMPv3 の通知受信者を定義するには

ステップ 1 [SNMP] > [通知受信者SNMPv3] をクリックします。[通知受信者SNMPv3] ページが開き
ます。

このページには、SNMPv3 における通知受信者が一覧表示されます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[SNMP通知受信者の追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [IPバージョン ]：IPv4 または IPv6 を選択します。

• [IPv6アドレスタイプ ]：IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレス タイプを選択します。
次のオプションがあります。

- [リンクローカル ]：IPv6 アドレスによって、同一ネットワーク リンク上のホスト
が一意に識別されます。リンク ローカル アドレスのプレフィクス部は FE80 で
す。このタイプのアドレスはルーティング不能であり、ローカル ネットワーク内
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で通信する場合にのみ使用できます。リンク ローカル アドレスは 1 つだけサ
ポートされます。リンク ローカル アドレスがインターフェイス上に存在している
場合、この入力値が、コンフィギュレーション内のアドレスと置き換わります。

- [グローバル ]：IPv6 アドレスは、他のネットワークからも認識かつアクセス可能
なグローバル ユニキャスト IPv6 タイプになります。

• [リンクローカルインターフェイス ]：ドロップダウン リストからリンク ローカル イ
ンターフェイス（IPv6 アドレス タイプとしてリンク ローカルが選択されている場
合）を選択します。

• [受信者 IPアドレス ]：トラップの送信先 IP アドレスを入力します。

• [UDPポート ]：受信デバイス側で通知の受信に使用される UDP ポートを入力します。

• [通知タイプ ]：トラップと情報のどちらを送信するかを選択します。両方とも送信す
る必要がある場合は、受信者を 2 つ作成します。

• [タイムアウト ]：デバイスが情報またはトラップを再送信するまでの待機時間を秒数
で入力します。1 ～ 300 の範囲で入力します。デフォルト値は 15 です。

• [リトライ回数 ]：デバイスが情報要求を再送信する回数を入力します。1 ～ 255 の範
囲で入力します。デフォルト値は 3 です。

• [ユーザ名 ]：ドロップダウン リストから SNMP 通知送信先ユーザを選択します。通
知を受け取るには、このユーザが SNMP の [ユーザ ] ページで定義されていて、エン
ジン ID がリモートである必要があります。

• [セキュリティレベル ]：パケットに適用するセキュリティを選択します。

（注）このセキュリティ レベルは、選択したユーザ名によって異なります。こ
のユーザ名が認証なしとして設定された場合、[セキュリティレベル ] の選択肢
は [認証なし ] のみです。ただし、[ユーザ ] ページでこのユーザ名に認証および
プライバシーが割り当てられた場合、この画面の [セキュリティレベル ] の選択
肢は [認証なし ]、[認証 ] のみ、または [認証 ] と [プライバシー ] のいずれかに
なります。

次のオプションがあります。

- [認証なし ]：パケットに対して認証処理も暗号化処理も実行されません。

- [認証 ]：パケットに対して認証処理は実行されますが、暗号化処理は実行されま
せん。

- [プライバシー ]：パケットに対して認証処理と暗号化処理の両方が実行されます。

• [通知フィルタ ]：管理ステーションに送信する SNMP 通知をフィルタリングする場
合、このフィールドを選択します。フィルタを作成するには、[通知フィルタ ] ペー
ジを使用します。
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• [フィルタ名 ]：トラップに含める情報を定義した SNMP フィルタを選択します。
SNMP フィルタを定義するには、[通知フィルタ ] ページを使用します。

ステップ  4 [適用 ] をクリックします。SNMP 通知受信者設定が定義され、実行コンフィギュレーション
ファイルが更新されます。

SNMP 通知フィルタ

[通知フィルタ ] ページでは、SNMP 通知フィルタ、および、検査される OID を設定できま
す。作成した通知フィルタを通知受信者に割り当てるには、[通知受信者SNMPv1、2] ペー
ジまたは [通知受信者SNMPv3] ページを使用します。

通知フィルタを作成した場合、SNMP 通知の OID に基づいて、管理ステーションに送信す
る SNMP 通知をフィルタリングできます。

通知フィルタを定義するには

ステップ 1 [SNMP] > [通知フィルタ ] をクリックします。[通知フィルタ ] ページが開きます。

[通知フィルタ ] ページには、各フィルタに対する通知情報が表示されます。[フィルタ名 ] リ
ストを使用して、このテーブル内の通知エントリをフィルタリングすることができます。

ステップ  2 [追加 ] をクリックします。[通知フィルタの追加 ] ページが開きます。

ステップ  3 パラメータを指定します。

• [フィルタ名 ]：0 ～ 30 文字で名前を入力します。

• [オブジェクト IDサブツリー ]：この SNMP フィルタに含めるか、またはこの 
SNMP フィルタから除外する、MIB ツリー内のノードを選択します。ノードの指定
方法には次の 2 とおりがあります。

- [リストから選択 ]：MIB ツリー内を探索して選択します。選択されているノード
の親または兄弟ノードに移動するには、上矢印ボタンを押します。選択されてい
るノードの子ノードに移動するには、下矢印ボタンを押します。ノードからその
兄弟ノードに移動するには、リストでそのノードをクリックします。目的の兄弟
ノードが表示されていない場合は、スクロールバーを使用して探します。

- [オブジェクト ID] を選択した場合、[フィルタに含める ] オプションが選択されて
いると、入力した OID がビューに含まれます。

ステップ  4 [フィルタに含める ] を選択または選択解除します。選択した場合、選択された MIB がフィル
タに含まれます。選択しなかった場合は、除外されます。
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ステップ  5 [適用 ] をクリックします。SNMP ビューが定義され、実行コンフィギュレーション ファイ
ルが更新されます。
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コンソール メニュー インターフェイス

スイッチには、スイッチの基本設定を行うためのメニュー方式のコンソール インターフェイ
スが用意されています。コンソール インターフェイスは、「スイッチに IP アドレスが定義さ
れていない」、「IP アドレスが未知である」、「シリアル ケーブルの直接接続でしかスイッチと
通信できない」といった条件で、スイッチを設定する場合に役立ちます。

スイッチと PC 間の接続は、シリアル ケーブル、Telnet セッション、またはターミナル エ
ミュレーション アプリケーションによって確立できます。

ここで説明する内容は次のとおりです。

• 「ターミナル エミュレーション アプリケーションによる接続」

• 「Telnet を使用した接続」

• 「コンソール コンフィギュレーション メニューのナビゲーション」

• 「コンソール インターフェイスのメイン メニュー」

ターミナル エミュレーション アプリケーションによる接続

ターミナル エミュレーション アプリケーションを使用してコンソール インターフェイスに
接続するには（ここでは例として Windows XP の Microsoft ハイパーターミナルを使用し
ています）、次のようにアプリケーションを設定します。

ステップ 1 PC デスクトップで [スタート ] ボタンをクリックします。

ステップ  2 [すべてのプログラム ] > [アクセサリ ] > [通信 ] > [ハイパーターミナル ] の順にクリックしま
す。[ハイパーターミナル ] の [接続の設定 ] ウィンドウが表示されます。

ステップ  3 この接続の名前を入力し、任意で、作成されたアプリケーション ショートカットのアイコン
を選択します。

ステップ  4 [OK] をクリックします。[接続先 ] ウィンドウが表示されます。
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ステップ  5 シリアル ケーブルでスイッチに接続している場合は、[接続 ] ドロップダウン リストから、ス
イッチにリンクする PC の COM ポートを選択します。それ以外の場合は、[TCP/IP] を選択
します。

ステップ  6「シリアル ケーブル接続を使用した通信」または「TCP/IP 接続を使用した通信」に進んでく
ださい。

シリアル ケーブル接続を使用した通信

ここでは、例として COM 1 が使用されています。実際のシステム状況によりパラメータは
異なる場合があります。

コンソール メニューを表示するには

ステップ 1 [COM1 のプロパティ ] > [ポートの設定 ] を次の接続パラメータで設定します。

• ビット /秒 = 115,200

• データ ビット = 8

• パリティ = なし

• ストップ ビット = 1

• フロー制御 = なし

ステップ  2 [OK] をクリックします。[ハイパーターミナル ] ウィンドウが表示されます。

ステップ  3 [ハイパーターミナル ] ウィンドウで、ログイン メニューが表示されるまで、Enter キーを 1、
2 回押します。メニュー CLI のログイン画面を更新する場合、または別のウィンドウからメ
ニュー CLI のログイン画面に移動する場合は、Ctrl キーを押してから R キーを押します。

ステップ  4 ユーザ名として cisco（デフォルト）を入力します。

ステップ  5 パスワードとして cisco（デフォルト）を入力します。

ステップ  6 Enter キーを押します。

（注） 初めてログインする場合、またはスイッチが工場出荷時の設定でリブートされている場合は、
パスワードの変更を求めるメッセージが表示されます （新しいパスワードを作成し、保存す
る方法については、「[Username & Password Settings]」を参照してください）。

ステップ  7 コマンド デバッグモードに移動し、Enter キーを押して、コマンド メニューに移動します。
ログイン画面が表示されます。メニュー CLI のログイン画面を更新する場合、または別のウィ
ンドウからメニュー CLI のログイン画面に移動する場合は、Ctrl キーを押してから R キーを
押します。
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ステップ  8「コンソール インターフェイスのメイン メニュー」に進んでください。

TCP/IP 接続を使用した通信

ターミナル エミュレーション アプリケーションで TCP/IP を選択した場合の説明です。

（注） スイッチで Telnet が有効になっていることが必要です。

コンソール メニューを表示するには

ステップ 1 [ホスト アドレス ] フィールドにスイッチの IP アドレスを入力します。

ステップ  2 [OK] をクリックします。ターミナル エミュレーションが表示されます。

ステップ  3 コマンド デバッグモードに移動し、Enter キーを押して、コマンド メニューに移動します。
ログイン画面が表示されます。メニュー CLI のログイン画面を更新する場合、または別のウィ
ンドウからメニュー CLI のログイン画面に移動する場合は、Ctrl キーを押してから R キーを
押します。

ステップ  4 [Edit] を選択して、パラメータの変更を可能にします。

ステップ  5 ユーザ名として cisco（デフォルト）を入力します。

ステップ  6 パスワードとして cisco（デフォルト）を入力します。

ステップ  7 Enter キーを押します。

（注） 初めてログインする場合、またはスイッチが工場出荷時の状態にリセットされている場合は、
パスワードの変更を求めるメッセージが表示されます [Change User Password] 画面が表
示されます。これらのオプションを使用して、新しいパスワードを作成し保存します。593
ページの「[Change User Password]」を参照してください。

[Switch Main Menu] が表示されます。

ステップ  8「コンソール インターフェイスのメイン メニュー」に進んでください。
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Telnet を使用した接続

Telnet はデフォルトで無効になっています。Telnet はWeb ベースのスイッチ設定ユーティ
リティまたはコンソール インターフェイスとシリアル ケーブル接続を使用して有効にする
必要があります。コンソール インターフェイスを使用して Telnet を有効にする手順の説明に
ついては、「[Telnet Configuration]」を参照してください。

Windows コマンドラインで Telnet を実行してコンソール インターフェイスを開くには

ステップ 1 [スタート ] > [ファイル名を指定して実行 ] の順にクリックします。

ステップ  2 [名前 ] フィールドに「CMD」と入力し、Enter キーを押します。

ステップ  3 telnet、スペース、スイッチの IP アドレスの順に入力します。次に例を示します。 

c:\>telnet 192.168.1.114

ステップ  4 Enter キーを押します。

ステップ  5 ユーザ名とパスワードを入力します。デフォルトのユーザ名とパスワードは cisco/cisco
です。

ステップ  6 コマンド デバッグモードに移動し、Enter キーを押して、コマンド メニューに移動します。
ログイン画面が表示されます。メニュー CLI のログイン画面を更新する場合、または別のウィ
ンドウからメニュー CLI のログイン画面に移動する場合は、Ctrl キーを押してから R キーを
押します。

（注） 初めてログインする場合、またはスイッチが工場出荷時の状態にリセットされている場合は、
パスワードの変更を求めるメッセージが表示されます [Change User Password] 画面が表
示されます。これらのオプションを使用して、新しいパスワードを作成し保存します。

それ以外の場合、[Switch Main Menu] が表示されます。

ステップ  7「コンソール インターフェイスのメイン メニュー」に進んでください。
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コンソール コンフィギュレーション メニューのナビゲーション

コンソール インターフェイスは、オプション リストとアクション リストの 2 つのパートで
構成されています。オプション リストを使用してコンフィギュレーション パラメータ間を移
動できます。アクション リストを使用して実行コンフィギュレーションを管理します。たと
えば、パラメータ値を変更する手順は次のようになります。

1. 適切なオプション リストに移動します。

2. 矢印キーを使用して移動しアクションを強調して [Edit] を選択し、Enter キーを押しま
す （そのシステム管理者によって変更できるパラメータがない場合、アクション リスト
は表示されません）。

3. 矢印キーを使用して、正しいフィールドに移動します。

4. パラメータ値を入力するか、スペース バーを使用して値を切り替えます。

5. Esc キーを押してアクション リストに戻ります。

6. 矢印キーを使用してアクションに移動し、強調することにより、[Save] を選択します。

7. Enter キーを押します。パラメータ値が実行コンフィギュレーションに保存されます。

リスト間を移動するには

• 上（↑）または下（↓）の矢印キーを使用して、リストを上または下に移動します。
目的のオプション番号を入力するという方法もあります。

• リスト内を左または右に移動するには、左（←）または右（→）の矢印キーを使用します。

• Enter キーを押して、メニュー オプションを選択します。

• Esc キーを押して、オプション リストからアクション リストに移動します。

使用可能なアクションは、各画面の下部に表示されます。

変更を保存せずに [Quit] を選択すると、このセッションで行ったパラメータ値の変更は無視
されます。
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コンソール インターフェイスのメイン メニュー

各コンソール インターフェイス メニューには、番号付きのオプション リストが表示されます。

[Switch Main Menu] には、次のオプションが含まれています。

• [System Configuration Menu]

• [Port Status]

• [Port Configuration]

• [System Mode]

• [Help]

• [Logout]

[System Configuration Menu]

[System Configuration Menu] を使用して、次のいずれかのオプションを選択します。

• [System Information]

• [Management Settings]

• [Username & Password Settings]

• [Security Settings]

• [VLAN Management]

• [IP Configuration]

• [File Management]

• [Delete Startup Configuration]

• [Reboot to Factory Defaults]

• [Reboot System]
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[System Information]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [System Information]

[System Information] メニューを使用して、スイッチ ファームウェアのバージョンと一般
的なシステム情報を表示します。ホスト名または場所の説明も変更できます。

• [Versions]

• [General System Information]

[Versions]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [System Information] >
[Versions]

[Versions] には、ソフトウェア、ブート、およびハードウェアのファームウェアのバージョ
ンが表示されます。

[General System Information]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [System Information] >
[General System Information]

[General System Information] には、スイッチの一般情報が表示されます。システム担当
者、ホスト名、システム場所についての情報を変更できます。

[Management Settings]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings]

[Management Settings] メニューには、次のオプションがあります。

• [Serial Port Configuration]

• [Telnet Configuration]

• [SSH Configuration]

• [SNMP Configuration]

[Serial Port Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings]
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[Serial Port Configuration] を使用して、コンフィギュレーション ポートのボー レートを表
示または変更できます。Windows ハイパーターミナル アプリケーションを使用していると
きに、ボー レート パラメータ値を変更する場合、アプリケーションをログオフし、セッショ
ンをリセットして値を合わせる必要があります。

[Telnet Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings]

[Telnet Configuration] には、Telnet 接続のタイムアウト値と Telnet サービスのステータ
スが表示されます。Telnet サービスを有効または無効にしたり、タイムアウト値を分単位で
設定できます。Telnet セッションにタイムアウトを発生させない場合は、0分と入力します。

[SSH Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings]

[SSH Configuration] メニューを使用して、次のオプションを表示または設定できます。

• [SSH Server Configuration]

• [SSH Server Status]

• [SSH Crypto Key Generation]

• [SSH Keys Fingerprints]

[SSH Server Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings] >
[SSH Configuration]

[SSH Server Configuration] を使用して SSH サーバを有効または無効にします。ポート値
を入力することにより、SSH サーバ ポートを変更できます。

[SSH Server Status]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings] >
[SSH Server Status]

[SSH Server Status] を使用して、SSH サーバ ステータス、RSA および DSA のキー ス
テータス、および開いている SSH セッションを表示できます。

[Refresh] を選択して画面を更新します。
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[SSH Crypto Key Generation]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings] >
[SSH Configuration] > [SSH Crypto Key Generation]

[SSH Crypto Key Generation] を使用して、SSH 公開キー長を表示したり、SSH 暗号キー
を生成することができます。

SSH 暗号キーを生成するには

ステップ 1 [Edit] を選択します。

ステップ  2 スペース バーを使用して、RSA オプションと DSA オプションを切り替えます。

ステップ  3 Esc キーを押してアクション リストに戻ります。

ステップ  4 [Execute] を選択して、Enter キーを押します。キーの生成が完了すると、動作が完了したこ
とを示すメッセージが表示されます 

ステップ  5 上矢印（↑）キーを使用して、アクション リストに移動します。

[SSH Keys Fingerprints]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings] >
[SSH Configuration] > [SSH Keys Fingerprints]

[SSH Keys Fingerprints] には RSA キーと DSA キーが表示されます（これらのキーが生
成された場合）。

[Refresh] を選択して画面を更新します。

[SNMP Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Management Settings]

[SNMP Configuration] を使用して、スイッチで SNMP を有効または無効にできます。

[Username & Password Settings]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Username & Password
Settings]

[Username & Password Settings] を使用して、スイッチにアクセスするユーザのユーザ
名とパスワードを設定します。追加できるユーザ数は 5 人までです。工場出荷時のデフォル
ト ユーザ名は cisco です。工場出荷時のデフォルト パスワードは cisco です。
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[Security Settings]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu]

[Security Settings] を使用して、スイッチのセキュリティを設定したり、SSL 証明書を生
成および表示したりできます。

[SSL Certificate Generation]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Security Settings]

[SSL Certificate Generation] を使用して、デバイスにより生成された SSL 証明書を作成
します。

• [Public Key Length]：SSL RSA キー長を指定します （範囲：512 ～ 2048）。

• [Organization Name]：組織名を指定します （1 ～ 64 文字）。

• [Locality or City Name]：場所または市町村名を指定します （1 ～ 64 文字）。

• [State or Province Name]：都道府県名を指定します （1 ～ 64 文字）。

• [Country Name]：国名を指定します （2 文字コードを使用）。

• [Validity Term]：認証が有効である日数を指定します （範囲：30 ～ 3650）。

[SSL - Show Certificate]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Security Settings]

[SSL - Show Certificate] を使用して、内部 SSL 証明書を表示できます。

[Disable Active Management Access Profile]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Security Settings]

このオプションを使用して、管理アクセス プロファイルを無効にします。

このオプションを選択した場合、確定を求めるメッセージが表示されます。確定する場合は
「Y」と入力します。

[VLAN Management]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu]

[VLAN Management] メニューを使用して、デフォルトの VLAN を設定できます。変更し
たデフォルトの VLAN は、スイッチのリブート後に有効になります。
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[Default VLAN Setup] を選択し、[Default VLAN Setup] を表示します。

[IP Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration]

[IP Configuration] メニューを使用して、次のオプションを設定できます。

• [IPv4 Address Configuration]

• [IPv6 Address Configuration]

• [HTTP Configuration]

• [HTTPS Configuration]

• [Network Configuration]

• [IPv4 Default Route]（レイヤ 3 デバイスのみ）

[IPv4 Address Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration]

[IPv4 Address Configuration] メニューを使用して、スイッチの IPv4 アドレスを設定します。

[IPv4 Address Settings]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration]

[IP Address - Add]/[IP Address Settings] を使用して、スイッチの IPv4 アドレスを追加
したり、変更したりできます。

• [IPv4 Address]：スイッチが DHCP クライアントになっていない場合に、スイッチ
に割り当てる IPv4 アドレスを入力します。IP アドレスがネットワーク上の別のデバ
イスと競合していないことを確認してください。

• [Subnet Mask]：スイッチに割り当てるサブネット マスクを入力します。

• [Default Gateway]：スイッチのデフォルト ゲートウェイ アドレスを入力します
（[IPv4 Address Settings）。

• [Management VLAN]：管理 VLAN ID を入力します（[IPv4 Address Settings]）。

• [DHCP Client]：スペース バーを使用して、DHCP クライアントを有効または無効に
します。
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• [Interface Type]：インターフェイス タイプ、LAG、VLAN、または GE を選択し
ます（IPv4 アドレスの追加）。

• [Interface Number]：インターフェイス番号を入力します（IPv4 アドレスの追加）。

[IPv4 Address Table]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration]

[IP Address Table] には、レイヤ 3 の IPv4 アドレスが表示されます。

• [Delete]/[Keep]：スペース バーを使用して [Delete] と [Keep] を切り替えます。ア
クションが実行されると、このエントリは選択内容に基づいて処理されます。

[IPv6 Address Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration]

[IPv6 Address Configuration] メニューを使用して、スイッチの IPv6 アドレスを設定します。

[IPv6 Interface Enable]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration] > [IPv6 Interface Enable] 

[IPv6 Interface Enable] を使用して、IPv6 インターフェイスを選択します。

[IPv6 Address Settings]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration]

[IPv6 Address Settings] オプションを使用して、スイッチの各インターフェイスに対して
IPv6 アドレスを設定できます。

• [IPv6 Address]：デバイスは IPv6 インターフェイスを 1 つサポートします。デ
フォルトのリンク ローカル アドレスおよびマルチキャスト アドレスに加え、スイッ
チは、受信するルータ アドバタイズメントに基づいて、インターフェイスにグロー
バル アドレスを自動的に追加します。1 つのインターフェイスに割り当て可能なアド
レスは最大 128 個です。各アドレスは、16 ビット値をコロンで区切った 16 進表記
で入力する必要があります。

• [Prefix Length]：グローバル IPv6 プレフィクス部の長さ。0 ～ 128 の範囲の値を 
10 進表記で入力します。この値は、プレフィクス（アドレスのネットワーク部）を
構成する、アドレスの上位ビットの数を意味します。
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• [Interface Type]：IPv6 アドレス、インターフェイス タイプ（VLAN、LAG、FE、
GE）

[IPv6 Address Table]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration] > [IPv6 Address Table]

[IPv6 Address Table] には、各インターフェイスの IPv6 アドレスが表示されます。

IPv6 の [ISATAP Tunnel]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration] > [IPv6 ISATAP Enable]

[ISATAP Tunnel] オプションを使用して、IPv6 ISATAP トンネル パラメータを有効にし、設
定できます。詳細については、「IP 情報の設定」の「IPv6 インターフェイス情報の設定」を
参照してください。

[IPv6 ISATAP Interface Show]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration] > [IPv6 ISATAP Interface Show]

[ISATAP Interface Show] オプションには、アクティブな ISATAP トンネル情報が表示され
ます。

[IPv6 Default Gateway]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv6 Address Configuration] > [IPv6 Default Gateway]

[IPv6 Default Gateway] オプションを使用して、IPv6 デフォルト ゲートウェイになるイン
ターフェイスを有効または無効にしたり、指定することができます。

[HTTP Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[HTTP Configuration]

[HTTP Configuration] オプションを使用して、HTTP サーバを有効または無効にしたり、
HTTP サーバ ポート番号を設定することができます。
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[HTTPS Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[HTTPS Configuration]

[HTTPS Configuration] オプションを使用して、HTTPS サーバを有効または無効にした
り、HTTPS サーバ ポート番号を設定したり、HTTPS 証明書のステータスを確認すること
ができます。

[Network Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration]

[Network Configuration Menu] を使用して、次のオプションを設定できます。

• [Ping <IPv4>]

• [Ping <IPv6>]

• [TraceRoute IPv4]

• [TraceRoute IPv6]

• [Telnet Session]

[Ping <IPv4>]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[Network Configuration] > [Ping <IPv4>]

[Ping <IPv4>] オプションを使用して、テストする IPv4 アドレスを入力します。

[Execute] を選択し、テストを開始します。[Status] および [Statistics] フィールドに ping
結果が表示されます。

[Ping <IPv6>]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[Network Configuration] > [Ping <IPv6>]

[Ping <IPv6>] オプションを使用して、テストする IPv6 アドレス、インターフェイス タイ
プ（VLAN、LAG、FE、GE）、およびインターフェイス ID 番号を入力します。

[Execute] を選択し、テストを開始します。[Status] および [Statistics] フィールドに ping
結果が表示されます。
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[TraceRoute IPv4]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[Network Configuration] > [TraceRoute IPv4]

[TraceRoute IPv4] オプションを使用して、追跡するネットワーク ルートの IPv4 アドレス
を入力します。

[Execute] を選択し、テストを開始します。[Status] フィールドに結果が表示されます。

トレースルートのテストが完了すると、トレースルートのテストの IP アドレス、ステータス、
および統計情報が表示されます。

[TraceRoute IPv6]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[Network Configuration] > [TraceRoute IPv6]

[TraceRoute IPv6] オプションを使用して、追跡するネットワーク ルートの IPv6 アドレス
を入力します。

[Execute] を選択し、テストを開始します。[Status] および [Results] フィールドに、トレー
スルートのテストの IP アドレス、ステータス、および統計情報が表示されます。

[Telnet Session]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[Network Configuration] > [Telnet Session]

[Telnet Session Configuration] を使用して、Telnet 接続でアクセスする場所の IP アドレ
スを入力します。

[IPv4 Default Route]（レイヤ 3 デバイスのみ）

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [IP Configuration] >
[IPv4 Default Route]

[IPv4 Default Route] を使用して、スイッチのネクストホップ IP アドレスを設定します。
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[File Management]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [File Management]

[File Management Menu] を使用して、ファイルをアップロードまたはダウンロードした
り、アクティブ イメージを変更することができます。

• [Upgrade/Backup <IPv4>]

• [Upgrade/Backup <IPv6>]

• [Active Image]

スイッチ上には、Image1 と Image2 の 2 つのファームウェア イメージが保存されます。1
つはアクティブ イメージとして識別され、もう 1 つは非アクティブ イメージとして識別され
ます。スイッチは、アクティブ イメージとして設定したイメージから起動します。

ファームウェアをアップグレードすると、新しいイメージは、常に非アクティブ イメージと
して識別されるイメージに置き換わります。スイッチに新しいファームウェアがアップロー
ドされても、新しいイメージのステータスがアクティブ イメージに変更されるまで、スイッ
チはアクティブ イメージ（旧バージョン）を使用して起動し続けます。非アクティブ イメー
ジとして識別されるイメージは、「[Active Image]」で説明する手順により、アクティブ イ
メージに変更できます。

[Upgrade / Backup <IPv4>]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [File Management] >
[Upgrade/Backup <IPv4>]

[Upgrade/Backup <IPv4>] を使用して、TFTP サーバ経由で、スタートアップ コンフィ
ギュレーション、ブート、イメージ ファイルなどのファイルをアップロードしたりダウンロー
ドすることができます。

[Upgrade / Backup <IPv6>]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [File Management] >
[Upgrade/Backup <IPv6>]

[Upgrade/Backup <IPv6>] を使用して、TFTP サーバ経由で、スタートアップ コンフィ
ギュレーション、ブート、イメージ ファイルなどのファイルをアップロードしたりダウンロー
ドすることができます。

新しいブートおよびイメージをダウンロードするには、次の操作を行います。

ステップ 1 必要に応じて、新しいブート コードをダウンロードします。デバイスは決してリブートしな
いでください。ソース ファイルを TFTP に、ターゲット ファイルを boot に設定します。値
の切り替えを行うにはスペース バーを使用します。[File Name] は、ダウンロードするブー
ト ファイル名です。[IP Address] は TFTP サーバの IP アドレスです。
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ステップ  2 必要に応じて、新しいファームウェア イメージをダウンロードします。ソース ファイルを
TFTP に、ターゲット ファイルを image に設定します。値の切り替えを行うにはスペース
バーを使用します。[File Name] は、ダウンロードするイメージ ファイル名です。[IP
Address] は TFTP サーバの IP アドレスです。

ステップ  3 [Active Image] メニューを使用して、アクティブ イメージを変更します。

ステップ  4 スイッチをリブートします。

[Active Image]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [File Management] >
[Active Image]

[Active Image] 画面には、アクティブなイメージ（Image 1 または Image 2）およびイメー
ジに関連付けられているファームウェア バージョンが表示されます。ここで、設定すること
もできます。

[Delete Startup Configuration]

スタートアップ コンフィギュレーションを削除します。

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Delete Startup
Configuration]

スイッチがリブートされると、工場出荷時設定にリセットされます。コンフィギュレーショ
ンを削除する場合は「Y」を、キャンセルする場合は「N」を入力します。

[Reboot to Factory Defaults]

[Reboot to Factory Defaults] を選択すると、スタートアップ コンフィギュレーションが削
除され、スイッチがリブートします。このアクションが選択されると、ファイルに保存され
ていないすべての設定が失われます。

TFTP サーバにコンフィギュレーションがある場合、スイッチはこのコンフィギュレーショ
ンをダウンロードします。

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Reboot to Factory
Defaults]

工場出荷時設定にスイッチを復元するには、[Reboot to Factory Defaults] を選択し、Enter
キーを押します。続行するかどうか尋ねるメッセージが表示されます。スイッチをデフォル
ト設定に復元する場合は「Y」と、キャンセルする場合は「N」と入力します。
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[Reboot System]

パス：[Switch Main Menu] > [System Configuration Menu] > [Reboot System]

スイッチを再起動する場合は、[Reboot System] を選択し、Enter キーを押します。続行す
るかどうか尋ねるメッセージが表示されます。スイッチをリブートする場合は「Y」を、キャ
ンセルする場合は「N」を入力します。

[Port Status]

パス：[Switch Main Menu] > [Port Status]

[Switch Main Menu] から [Port Status] オプションを選択すると、PoE 非対応のスイッチ
のポート ステータスが表示されます。PoE 対応スイッチで [Switch Main Menu] から [Port
Status] オプションを選択すると、[Port Status] オプションと [PoE Status] オプションを含
む [Port Status Menu] が表示されます。ポートのコンフィギュレーションを変更するには、
[Port Configuration] と [PoE Configuration] を使用します。

[Port Status]

パス：[Switch Main Menu] > [Port Status] > [Port Status Menu] > [Port Status]

[Port Status] には、非 PoE ポートのポート番号、イネーブル ステータス、リンク ステータ
ス、速度、およびフロー制御ステータス（パケット転送フロー）が表示されます。一度に 12
ポート表示されます。矢印キーを使用して、リストの上または下にスクロールできます。

[PoE Status]

パス：[Switch Main Menu] > [Port Status] > [PoE Status]

[PoE Status] には、PoE ポートのステータスが表示されます。

[Port Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [Port Configuration]

[Port Configuration Menu] を使用して、ポート コンフィギュレーションと PoE コンフィ
ギュレーションを変更できます。
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[Port Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [Port Configuration Menu] > [Port Configuration]

[Port Configuration] オプションを使用して、非 PoE ポートのパラメータを変更できます。
ポートを有効または無効にしたり、自動ネゴシエーションを有効または無効にしたり、速度
およびデュプレックス（自動、10H、100H、10F、100F、1000F）を設定したり、フロー
制御（オン、オフ、自動）を設定できます。 一度に 12 ポート表示されます。矢印キーを使用
して、リストの上または下にスクロールできます。

[PoE Configuration]

パス：[Switch Main Menu] > [Port Configuration Menu] > [PoE Configuration]

[PoE Configuration] を使用して、PoE ポートの PoE パラメータを変更できます。ポートの
プライオリティ（低、高、重要）を設定したり、PoE を有効または無効にしたり、電力割り
当て（mW）を設定できます。

[System Mode]

パス：[Switch Main Menu] > [System Mode]

[System Mode] を使用して、スイッチをレイヤ 2 またはレイヤ 3 に設定します。

[Help]

パス：[Switch Main Menu] > [Help]

[Help] を選択すると、コンソール インターフェイス上でオプション間を移動する方法につい
ての情報が表示されます。

[Logout]

パス：[Switch Main Menu] > [Logout]

現在のコンソール セッションを終了する場合は、[Logout] を選択します。
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