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●このマニュアルで使われている記号
このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。
記号 意味

作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。
この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。注意してく
ださい。

MEMO
説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

ご注意

●● 本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
●● 本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジ
ニアリングすること、弊社に無断でホームページ、FTP●サイトに登録するなどの行為を禁止させていた
だきます。
●● このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
●● このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 /●転載することを禁止させていただきます。
●● このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
●● このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社
テクニカル・サポートまでご連絡ください。
●● 本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結
果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での（海外からの）保守、サポー
トは行っておりません。
●● 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にか
かわらず責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップす
るようにお願いいたします。
●● Microsoft、Windows は米国Microsoft●Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲
載されている商品名 / 社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中におけるⓇおよ
び TM●は省略させていただきました。
●● 本製品は、●GNU●(General●Public●License)●及び、LGPL(GNU●Lesser●General●Public●License)●に基づき許
諾されるソフトウェアが含んでいます。
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製品の保証について
製品の保証とサービス

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より 3 年間、本製品を
本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

●保証期間
保証期間はお買い上げの日より 3 年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。
詳細については個装箱に記載の保障規定をご確認ください。保証期間中のサービスにつ
いてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●保証範囲
次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

・ 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
・ 本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
・ 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機

器およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、個装箱に記載の保障規定をご確認ください。

●その他のご質問などに関して
5 ページの「サポートサービスについて」をお読みください。
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サポートサービスについて
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などを
インターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

エレコムネットワークサポート

エレコムネットワーク法人サポート　

サポート (ナビダイヤル )	 0570-070-040
月～金　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00

※ 夏期、年末年始、特定休業日を除く
※ PHS･ 一部の IP 電話からはご利用いただけません。お手数ですが NTT の固定電話
　（一般回線）や携帯電話からおかけくださいますようお願いいたします。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかね
ます。
また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages 
other than Japanese.

テクニカルサポートにお電話される前に
お問合せの前に以下の内容をご用意ください。
・ 弊社製品の型番
・ ネットワーク構成
・ ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
※ 可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。
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警告

万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコ
ンセントからいて販売店にご相談ください。

異物を入れないでください。
通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
そのまま使用すると感電や火災の原因になります。
※万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り、販売店にご相
談ください。

分解しないでください。
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解を
しないでください。感電や火災、やけどの原因になります。また、自
分で改造・分解を行った機器に関しましては、弊社では一切の保証を
いたしかねます。
※特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。

表示された電源で使用してください。
電源ケーブルは必ず AC100V のコンセントに接続してください。

電源コードを大切に。
電源コードは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してく
ださい。取扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。
「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」「折り曲げない」「加
工しない」「束ねない」「熱器具のそばで使用しない」

電源コンセントの扱いは慎重に。
電源コンセントはアース付き2ピンコンセントをご使用ください。そ
の他のコンセントを使用すると感電や火災の原因になります。
コンセントの接地極は、感電防止のために、アース線を専門の電気
技術者が施工したアース端子に接続してください。接続しないと電源
の故障時などに感電するおそれがあります。
コンセントは、活性導線（L：Line）、接地導線（N：Neutral）、接地（G：
Ground）から成ります。ご使用前に、接地導線と接地が同電位であ
ることをご確認ください。
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電源プラグの抜き差しには注意してください。
電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プ
ラグを持って行ってください。無理に電源コードを引っ張るとコードの
一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。
休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコン
セントから抜いてください。使用していないときにも通電しているた
め、万一、部品破損時には火災の原因になります。
電源プラグをコンセント抜き差しするときは、乾いた手で行ってくださ
い。濡れた手で行うと感電の原因になります。

電源プラグの接触不良やトラッキング。
電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で
過熱し、火災の原因になります。
電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込ん
でください。付着している場合は、乾いた布などで拭き取り、差し込
んでください。
グラグラしないコンセントをご使用ください。

ケースカバーは取り外さないでください。
思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因
になります。

装置の上に物を置かないでください。
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリッ
プなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の
原因になります。

揮発性液体の近くの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近く
で使わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因にな
ります。

日本国以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外
で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全
規格が定められており、この装置は適合していません。
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注意

電源コードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線
や何本も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因となります。

電源コードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使
用すると、過熱による火災の原因となります。

通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となり
ます。また、通気孔には埃が付着しないよう、定期的に点検し、清掃
してください。

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は
避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化
が厳しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加
わりやすい場所での使用・保管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。
また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイ
ズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、
湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用
しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になり
ます。

装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。
かぶったりすると窒息するおそれがあります。

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿
入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでく
ださい。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。
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ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足をひっ
かけるとケガや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデー
タが失われるおそれがあります。
ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに
配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の
原因になります。

地震対策について
地震などによる振動で装置の移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが
発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、
地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施して
ください。
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安全にお使いいただくために
本製品を安全にご利用いただくために、以下の事項を尊守いただきますようお願いいた
します。

■本製品について
本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備
や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考
慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財
産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
万一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社ではい
かなる保証もいたしかねます。
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Section 1

はじめに

このセクションでは本製品の概要とネットワーク スイッチの基本的なコン
セプトについて説明します。また、管理ページにアクセスするために必
要な基本設定についても説明します。

◆◆「イントロダクション」（P25◆ページ）

◆◆「本製品の初期設定」（P35◆ページ）
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Section◆1　はじめに
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1	 イントロダクション
本製品はレイヤー 2 スイッチの豊富な機能を実装しています。初期状態で多くの機能を使用する
ことができますが、ご使用のネットワーク環境に合わせて本製品のパフォーマンスを最大化でき
る、様々なオプションがあります。

表 1：主な機能
機能 内容

設定ファイルの保存と復元 Webブラウザ経由で設定ファイルの保存と復元を行います。

Authentication( 認証） Web-ユーザー名 /パスワード、RADIUS、TACACS+
Web-HTTPS
SNMP-v1/2c
SNMPversion3-MD5またはSHAパスワード (Password)
Port-IEEE802.1x,MACアドレスフィルタリング

基本セキュリティ プライベートVLAN
PortAuthentication
PortSecurity
DHCPSnooping
IPSourceGuard

AccessControlList(ACL) 最大で 256までのルールを設定可能

DHCP クライアント

DNS クライアントとプロキシサービス

ポート設定 スピード、二重化モード (duplexmode)、フローコントロール、
MTU、過度の衝突に対する反応、省電力モード

転送速度制限 (RateLimiting) ポートごとの転送速度制限 ( 手動設定または ACL)

ポートミラーリング 1セッション、セッション毎にソースポートから解析ポートへ

ポートトランキング 最大 5つまでのトランキングをサポート-固定またはダイナミックト
ランキング (LACP)

輻輳制御 ブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャストストームの
スロットル調整

アドレステーブル 転送テーブルへ 8KMACアドレス、1000固定 MACアドレス、1K
L2IGMPマルチキャストグループと128MVRグループ (1KL2
IGMPmulticastgroupsand128MVRgroups)

IPv4/IPv6 IPv4/IPv6、WebUI 管理、QoSをサポート

IEEE802.1Dブリッジ ダイナミックデータスイッチとアドレス学習をサポート

ストア・アンド・フォワードスイッ
チング

不正フレームを取り除いている間、ワイヤスピードでの切り替え保
証をサポート

主な機能
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機能 内容
SpanningTreeアルゴリズム 標準 STP、ラピットSpanningTreeプロトコル (RSTP)とマルチプル

SpanningTreeプロトコル (MSTP) をサポート

VLAN 最大 4K の IEEE802.1Qを使用したポートベース・プロトコルベー
スのプライベート仮想 LAN、音声仮想 LANおよびQinQトンネル

トラフィック優先順位化 イーサネットタイプにより設定されたキューモードとCoS、VLAN
ID、TCP/UDPポート ,DSCP,ToSビット ,VLANタグプライオリティ
またはポート

QoS ディフサーブ(DiffServ) および DSCPリマーキングをサポート

LinkLayerDiscovery プ ロトコ
ル (LLDP)(LinkLayerDiscovery
Protocol)

Neighbor デバイスを見つけるために使用されます。

マルチキャストフィルタリング IGMPスヌーピングおよびクエリー、MLDスヌーピング、マルチキャ
ストVLANレジストレーションをサポート

本製品は高機能を高パフォーマンスで提供します。フローコントロールは、データパケッ
トの飽和によるパケットの損失を防ぎます。ストーム制御は、ブロードキャスト・マルチキャ
ストおよび不明なユニキャストトラフィックストームがネットワークを巻き込むのを防ぎま
す。Untagged、Tagged およびプロトコルベースの VLANは、セキュリティを守ると同時
にネットワーク帯域幅の効率的な運用を提供します。CoS 優先キューは、ネットワーク上
のリアルタイムマルチメディアデータの移動を最小の遅延で実現します。同時にマルチ
キャストフィルタリングはリアルタイムネットワークアプリケーションのサポートを提供し
ます。

幾つかの管理機能について説明します。

バックアップと復元の設定

現在の設定値をWeb 経由で PCへ保存し、後から保存したファイルをアップロードして本
製品の設定値を復元することができます。

ソフトウェア機能の説明
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認証

本スイッチはWebブラウザを経由して管理者権限のアクセスの認証をします。ユーザ
名とパスワードはローカルで設定、または RADIUS や TACACS+ 等のリモート認証サー
バーで認証することができます。IEEE802.1Xプロトコルを使用したポートベースの認証
もサポートしています。このプロトコルは 802.1Xクライアントからユーザの資格をリク
エストするために LAN(EAPOL) 越しに拡張認証プロトコル (ExtensibleAuthentication
Protocol/EAP) を使用し、スイッチと認証サーバー間で EAP を使用して (RADIUS や
TACACS+ サーバー等の )認証サーバー経由でクライアントのネットワークへのアクセス権
を検証します。

その他の認証オプションに、Web 経由でのセキュアなマネージメントアクセスのための
HTTPS 接続経由でのセキュアなマネージメントアクセスのための SNMPバージョン 3、
SNMP/Webマネージメントアクセスのための IPアドレスフィルタリング、およびポートア
クセスのためのMACアドレスフィルタリングがあります。

Access Control List(ACL)

ACL は（プロトコル、TCP/UDPポートナンバーまたはフレームタイプに基づいた）IPフ
レームもしくは、(ユニキャスト、ブロードキャストまたはマルチキャストのための全ての
宛先のMACアドレスまたは仮想 LANID(VLANID) もしくは仮想 LAN(VLAN)タグプライ
オリティに基づいた )2フレームにパケットフィルタリングを提供します。ACL は不必要な
ネットワークトラフィックをブロックしてパフォーマンスを改善します。また、特定のネット
ワークリソースやプロトコルへのアクセスを制限しセキュリティコントロールを実装するの
に使用することができます。ポリシーはクライアントポート、セーバーポート、ネットワー
クポートまたはゲストポートに対し差別化したサービスに使用することができます。これ
らはまた、特定のポートのソースMACおよびソース IPとマッチする上りフレームのみを
許可することでネットワークトラフィックの厳格なコントロールに使用することができます。

ポート構成

マニュアルでスピードとデュプレックスモードの構成と特定のポートで使用されているフ
ローコントロールを行うことができます。または接続している装置で使用している接続設
定を検出するためにオートネゴシエーション機能を使用することができます。フローコン
トロールはネットワークが混戦している時にネットワークトラフィックのコントロールを有
効にし、ポートバッファの閾値が超えている時にパケットのロスを防ぎます。本スイッチ
は IEEE802.3x をベースにしたフローコントロールをサポートしています。

レート制限

送信または受信するトラフィックの最大レートを制限します。レート制限はネットワーク内
外のトラフィックを制限するため、ネットワークインターフェースに設定します。レートの
制限を超えないトラフィックは送信され、レート制限を超えたパケットは除外されます。
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ポートミラーリング

本製品はどのポートからのトラフィックもモニターポートへ通信を阻害することなくミラー
リングすることができるため、トラフィックの分析を実行し接続の整合性を検証するため
にポートへプロトコルアナライザーや RMONプローブを設置することができます。

ポート トランキング 

それぞれのポートはひとつの接続としてまとめることができます。
トランクは手動で設定をするか、LACPを使用して動的に構成することができます。追加
のポートによりスループットが増加し、トランク内のポートが落ちた時でも、冗長性により
安定したネットワーク運用を提供します。本製品は最大で 5トランクまでサポートしてい
ます。

ストーム コントロール

ブロードキャスト、マルチキャストおよび不明なユニキャストストーム制御はトラフィック
が過負荷状態になるのを防ぎます。ポートでストーム制御を有効にするとポートを通過す
るブロードキャストトラフィックのレベルは制限されます。ブロードキャストトラフィック
が事前に指定した閾値を超えるとレベルが閾値を下回るまで抑制されます。

固定アドレス

固定アドレスを本製品に割り当てる事ができます。固定アドレスは管理画面で設定を変更
するか、リセットボタンを長押しして初期化しない限り変更される事はありません。

IEEE802.1 D ブリッジ (IEEE 802.1D BRIDGE)

本スイッチは 802.1Dトランスペアレントブリッジをサポートしています。アドレステーブ
ルはアドレスを学習する事でデータの切り替えを容易にし、この情報を基にトラフィックの
フィルタリングや転送を行います。アドレステーブルは 16,000 のアドレスをサポートしま
す。

ストア アンド フォワード スイッチング (STORE-AND-FORWARD SWITCHING)

本スイッチはフレームを別のポートへ転送する前に、メモリーへ各フレームをコピーしま
す。これにより全てのフレームは標準イーサネットサイズを確保し、巡回冗長検査 (CRC)
により正確さを検証されます。これは不良フレームがネットワークに侵入し帯域幅を浪費
させないようにします。

混雑したポートでのフレーム欠落を避けるためにスイッチは 8MBのフレームバッファを
提供しています。
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スパニング ツリー アルゴリズム

本スイッチはスパニングツリープロトコルをサポートしています。

◆ スパニングツリープロトコル
RSTP により提供されるSTP 下位互換モードを使用する事によりサポートされています。
STP はループを検出します。セグメント間に多重物理パスが存在するとき、このプロト
コルはシングルパスを選択し、ネットワークのいかなる２つのステーションの間にも単
一のルートのみ存在する事を保証するためにその他のパスを無効とします。これにより
ネットワークループの発生を防ぎます。しかし、何らかの理由で選択されているパスが
機能しなくなった場合、接続を維持するために代替のパスが有効化されます。

◆ RapidSpanningTreeProtocol(RSTP,IEEE802.1w)-ラピッドスパニングツリープロト
コル (RSTP,IEEE802.1w)
このプロトコルは、802.1DSTPスタンダードプロトコルでは30秒以上かかっていたネッ
トワーク接続形態の変更の収束時間を3から5秒に短縮します。これは STP の完全な
後継である事を意味しますが、接続されているデバイスからSTPプロトコルを検出す
ると自動的にポートを STP 準拠モードに再構成することにより古い基準で動作している
スイッチと相互運用する事ができます。

◆ マルチプルスパニングツリープロトコル (MSTP,IEEE802.1s)
このプロトコルは RSTP の直接の拡張規格です。これは異なるVLANへ単独のスパニ
ングツリーを提供します。
これはネットワークの管理を簡素化し、それぞれのリージョンのサイズを制限し、(IEEE
802.1DSTPでしばしば発生する )VLAN のメンバーがその他のメンバーからセグメント
化されないようにすることで RSTPよりも早い収束が可能です。

VLAN

本スイッチは最大で 4096 の仮想 LAN(VLAN) をサポートします。仮想 LANはネットワー
クでの物理的なロケーションや接続ポイントに関係なく同一のコリジョンドメインを共有
するネットワークノードの集まりです。本スイッチは IEEE802.1Qスタンダードを基にした
タグ VLAN(TaggedVLAN) をサポートしています。VLANグループのメンバーは特定の
VLAN のセットに割り当てられることが可能です。これによりスイッチは既にユーザーに
割り当てられた VLANグループへのトラフィックを制限する事ができます。ネットワークを
VLANにセグメント化する事で以下の事が可能になります。

◆フラットなネットワークで大幅にパフォーマンスが劣化したブロードキャストストームを
除外します。

◆マニュアルでネットワーク接続を変更する事無く、ノードの変更や移動をどのポートか
らもリモートで VLANメンバーを構成する事によるネットワークマネージメントを簡素
化します。
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◆発信元の VLANへのトラフィックを制限する事によりデータのセキュリティを提供しま
す。

◆データポートとアップリンクポートの間だけを通過するためにプライベートVLANを制
限されたトラフィックに使用し、それにより同じVLANで隣接したポートが隔離され *、
構築する必要のあるVLANの総数を制限する事ができます。
*同じVLANでも、独立するような調整が働きます。

◆プロトコルのタイプによってトラフィックを制限するのにプロトコル VLANを使用するこ
とができます。

IEEE 802.1Q トンネリング (Q-in-Q)

この機能は独自ネッワーク内の複数の顧客に対しトラフィックを実行するサービスプロ
バイダーのためにデザインされています。Q-in-Qトンネリングは、別の顧客が同じ内部
VLANID を使用した時も顧客の特別な VLANとレイヤー 2プロトコル設定を維持するた
めに使用されます。
これは顧客がサービスプロバイターのネットワークに入った時にサービスプロバイダー
VLAN(SPVLAN)タグを顧客フレームに書き込む事によって実現し、フレームがネットワー
クを離れた時にタグが取り除かれます。

トラフィックの優先順位化

本スイッチは、厳格な加重ラウンドロビン (WeightedRoundRobin) キューイングを持つ
4つのプライオリティキューを使用して要求されたサービスのレベルに基づきそれぞれの
パケットの優先順位を決めています。これは終端のアプリケーションの入力に基づく進入
トラフィック(incomingtraffic) の優先順位を付けるために 802.1pと802.1Qタグを使用
します。この機能は遅延センシティブデータ(delay-sensitivedata)やベストエフォートデー
タに独立した優先順位を提供する事に使う事ができます。

本スイッチはアプリケーションの要求に合うようにレイヤー 3/4トラフィックの優先順位付
けにいくつかの共通の方法もサポートしています。トラフィックは IPフレームのサービス
タイプ (ToS)オクテット内のプライオリティビットまたは TCP/UDPポートの数を基に優先
順位付けされます。これらのサービスが有効になるとスイッチにより優先順位がサービス
クラス (QoS) の値にマップされ、トラフィックは対応する出力キューへ送られます。
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QoS (Quality of Service)

ディフサーブ(DiffServ)は、パーホップベースの特別なトラフィックタイプの要求に答える
ためにネットワークリソースの優先順位付けに使われるマネージメントメカニズムを提供
します。それぞれのパケットは入力時にアクセスリストとDSCP バリュー、VLANリストに
基づいたネットワークに分類されます。アクセスリストを使用するとそれぞれのパケットに
含まれているレイヤー 2、レイヤー 3、レイヤー 4の情報に基づくトラフィックの選別がで
きるようになります。ネットワークポリシーを基にしたトラフィックは、異なる種類のトラ
フィック転送の印にする事ができます。

マルチキャストフィルタリング

特定のマルチキャストトラフィックは、通常のネットワークトラフィックを妨害せずに、指
定された VLANへリアルタイムでの配信を保証するために、自身の VLANへ割り当てられ
ます。本製品は IPv4トラフィックのマルチキャストグループ登録を管理するために IGMP
スヌーピングとクエリーを、IPv6トラフィックのためにMLDスヌーピングを使用していま
す。また、ホストが存在する他の標準またはプライベートVLANグループと共有されてい
る単一ネットワークワイドの VLAN全体に送信されるテレビチャンネルのような一般的な
マルチキャストトラフィックを許可するマルチキャストVLANレジストレーション (MVR) も
サポートする一方で、ノーマルトラフィックに対しセキュリティとデータアイソレーション
を保持しています。
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スイッチをデフォルト値に戻すには「工場集荷時に戻す (RestoringFactoryDefaults)
をご参照下さい。

以下の表は基本的なシステムデフォルト値のリストです。

表 2：システム	デフォルト
機能 パラメーター デフォルト値

認証 ユーザー名 “admin”

パスワード “admin”

RADIUS 認証 無効

TACACS+認証 無効

802.1Xポート認証 無効

HTTPS 有効

ポートセキュリティ 無効

IPフィルタリング 無効

WebManagement HTTPサーバー 有効

HTTP ポートナンバー 80

HTTPセキュアサーバー 無効

HTTPセキュアサーバーリダイレクト 無効

SNMP SNMPエージェント 無効

CommunityStrings “public”(readonly)
“private”(read/write)

トラップ Global：無効
Authenticationtraps：有効
Link-up-downevents：有効

SNMPV3 View:default_view
Group:default_rw_group

ポート構成 AdminStatus 有効

Auto-Negotiation 有効

FlowControl 無効

レート制限 Inputandoutputlimits 無効

ポートトランキング StaticTrunks None

LACP 無効

システム デフォルト
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機能 パラメーター デフォルト値
ストームプロテクション ステータス ブロードキャスト(Broadcast)：有効

(1kpps)
マルチキャスト(Multicast)：無効
不明なユニキャスト(Unknown
unicast)：無効

スパニングツリーアルゴ
リズム

ステータス 有効 ,RSTP
( デフォルト：RSTPスタンダード )

エッジポート 有効

アドレステーブル
(AddressTable)

エージングタイム (Agingtime) 300 秒

仮想 LAN デフォルトVLAN 1

PVID 1

許容フレームタイプ All

イングレスフィルタリング 無効

スイッチポートモード アクセス

トラフィックの優先順位化 イングレスポートプライオリティ 0

キューモード Strict

加重ラウンドロビン キュー：01234567
ウェイト(Weight):StrictModeでは
無効

イーサネットタイプ 無効

VLANID 無効

VLANプライオリティタグ 無効

ToSプライオリティ 無効

IPDSCPプライオリティ 無効

TCP/UDPポートプライオリティ 無効

LLDP ステータス (Status) 有効

IP 設定 管理VLAN VLAN1

IPアドレス 192.168.3.254

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0

DHCP クライアント：無効
スヌーピング：無効

DNS プロキシサービス：無効

マルチキャストフィルタリ
ング

IGMPスヌーピング スヌーピング：無効
クエリー：無効 (Querier)

MLDスヌーピング 無効

マルチキャストVLANレジストレー
ション

無効
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機能 パラメーター デフォルト値
システムログ
（コンソールのみ）

ステータス 無効

すべてのイベント

NTP クロック同期 無効
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2	 本製品の初期設定
この章では本製品への接続と基本的な設定手順について説明します。

本製品の管理機能を活用するために、はじめに製品が設置されているネットワークと互
換する IPアドレスと共にスイッチの設定をしておく必要があります。

手順は以下のとおりになります。

1.	 本製品の設定に使用するパソコンの近くに本製品を置きます。パソコンで設定を行い
ながら製品のフロントパネルを確認します。

2.	パソコンのイーサネットポートと本製品のフロントパネルにあるポートを接続します。
本製品に電源コードを接続し電源を入れます。フロントパネルでパソコンとリンクされ
ていることを確認します。

3.	パソコンが本製品と同じサブネットマスク上の IPアドレスを持っていることを確認
します。本製品のデフォルトの IPアドレスは 192.168.3.254、サブネットマスクは
255.255.255.0となります。パソコンのアドレスが 192.168.3.xx で始まっていればサブ
ネット上にあります。( 最後の xxの部分は 254を除く1から253の任意の数字を使用
します )

4.	ブラウザを開き、http://192.168.3.254と入力します。パソコンの IPアドレスが適切に
設定されているとスイッチの設定画面のログインページが表示されます。ログインペー
ジが表示されない場合、手順 3を確認し正しく設定を行って下さい。

5.	ユーザー名とパスワードに ’admin’と入力し ’ログイン ’ ボタンをクリックしてください。

6.	メニューから [ 基本設定 ]>[ システム ]>[IP]とクリックします。ローカルの DHCP
サーバーからアドレスをリクエストするには [DHCPクライアント] のチェックボックスに
チェックを入れて下さい。スイッチに固定アドレスを設定するには新しい IPアドレス、
IP マスクおよびその他のオプションのパラメーターを入力し、[ 保存 ]ボタンをクリック
します。

IPv6アドレスの設定をする場合は、[システム ]メニューから[IPv6] を選択し、[自動
設定 ] のチェックボックスにチェックを入れローカルDHCPv6 サーバーからリクエスト
を送信するか、アドレス、Prefix、ルーターの各パラメーターを入力し固定のアドレス
を設定します。
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この段階ではその他の設定の変更は要求されませんが、ログアウトする前に管理者パス
ワードの変更をしておくことをお勧めします。パスワードを変更するには、[ 詳細設定 ]>
[ セキュリティ]>[ スイッチ ]>[ ユーザ設定 ]と選択します。[ユーザ設定 ]から[admin]
を選択し、パスワードフィールドに値を入力し[ 保存 ]をクリックします。
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Section 2

WebUI 設定

このセクションではWebブラウザ経由で各機能を設定する方法の詳しい
解説とともにスイッチの基本機能について説明します。

このセクションは以下の章から構成されています。

◆◆「Webインターフェースを使用する」（P39◆ページ）

◆◆「ネットワークスイッチの構成」（P51◆ページ）

◆◆「モニタリング」（P245◆ページ）

◆◆「Ping 送信」（P301◆ページ）

◆◆「メンテナンス」（P303◆ページ）
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3	 Webインターフェースを使用する
本スイッチは組み込みのHTTPウェブ管理画面を提供します。ブラウザ経由でスイッチを
設定しネットワークステータスを監視するために統計を見ることができます。ウェブ管理
画面には同じネットワーク内のどのコンピューターからも標準的なWebブラウザーを使用
してアクセスすることができます。(ブラウザはInternetExplorer8.0以降のバージョンで
ある必要があります )

Webブラウザインターフェースにアクセスするには、はじめにユーザー名とパスワードを
入力する必要があります。アドミニストレーターは全ての設定パラメーターと統計値に読
込 /書き込み権限でアクセスする事ができます。デフォルトのユーザー名とパスワードは
共に「admin」となります。

ホーム

ブラウザから本スイッチのWeb 管理画面にアクセスをすると以下のようなホーム画面が
表示されます。ホーム画面にはスクリーンの左側にメインメニューが表示されフロントパ
ネルのイメージが右側に表示されます。メインメニューのリンクは他のメニューへ移動に
使用し、設定パラメーターと統計値を表示します。

図 1：ホーム画面

Web ブラウザ インターフェース を使用する
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設定オプション

設定可能なパラメーターはダイアログボックスまたはドロップダウンリストが表示されま
す。ページ内で設定を変更したら新しい設定を反映するために「保存」ボタンをクリック
してください。以下の表はWebページの設定ボタンを要約しています。

表 3：Webページ設定ボタン
ボタン アクション

保存 システムに特定の値を設定します。

リセット
設定した値をキャンセルし現在の値を「保存」ボタンを押す前の値
に戻します。

パネル表示

Web 管理画面は本製品のポートのイメージを表示します。自動更新はデフォルトでは無
効となっています。「自動更新」をクリックすると画面に表示されているデータを約 5秒に
1回リフレッシュします。「リフレッシュ」をクリックすると現在表示されている画面がリフレッ
シュされます。ポートのイメージをクリックすると（248 ページ「ポートステータス」）に記載
されている統計の詳細ページが開きます。

メインメニュー

オンボードのWeb管理画面を使用するとシステムのパラメーターの定義、本製品の全て
のポートを管理・制御、ネットワーク状態のモニターをすることができます。以下の表は
本プログラムから実行可能な選択肢について簡単に説明しています。

表 4：メイン	メニュー (Main	Menu)
メニュー 詳細 ページ
基本設定 ※ EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PLでは基本設定はありま

せん
51

システム 51

情報 システムの接続先、名前、ロケーションを設定します。 51

IP IPv4 及び SNTP の設定を行います。 52

IPv6 IPv6 及び SNTP の設定を行います。 54

NTP NTPを有効にしNTP サーバーのリストを設定します。 57

タイムゾーン タイムゾーンとサマータイムの設定をします。 58

ログ リモートロギングプロセスへのメッセージのロギングの設
定、リモートログサーバーの指定、送信されるシステムロ
グメッセージのタイプの制限を行います。

60

ポート ポートの接続設定を行います。 67
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メニュー 詳細 ページ
Aggregation 138

スタティック情報 ポートをスタティックトランクのグループに指定します。 139

LACP ポートがトランクへ動的に参加するのを許可します。 142

SpanningTree 147

ブリッジ設定 STP、RSTP およびMSTP のグローバルブリッジ設定を行
います。また、BPDUフィルター、BPDUガード、ポート
エラーリカバリーのためにエッジポートの設定も行います。

156

MSTI マッピング VLANを特定のMSTPインスタンスにマップします。 160

MSTI 優先度設定 CISTと各MISTI の優先順位を設定します。 160

CIST ポート STA のインターフェース設定を行います。 160

MSTI ポート MSTインスタンスのインターフェース設定を行います。 160

MACテーブル アドレスエージング、MACテーブル学習、固定MACテー
ブルの設定を行います。

197

VLAN 仮想 LAN(VirtualLAN) 199

VLANメンバーシップ VLANグループを設定します。 201

ポート デフォルトの PVIDとVLAN属性を指定します。 200

ミラーリング&RSPAN ローカルまたはリモートミラーリングのためにソースポート
とターゲットポートを設定します。

240

詳細設定 ※ EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PLでは ” 設定 ”という名
称となります

システム

システム情報 システムの接続先、名前、ロケーションを設定します。 51

IP IPv4 及び SNTP の設定を行います。 52

IPv6 IPv6 及び SNTP の設定を行います。 54

NTP NTPを有効にし、NTP サーバーのリストを設定します。 57

タイムゾーン タイムゾーンとサマータイムの設定をします。 58

ログ リモートロギングプロセスへのメッセージのロギングの設
定、リモートログサーバーの指定、送信されるシステムロ
グメッセージのタイプの制限を行います。

60

省電力設定 63

LED LEDON/OFFタイマーの設定を行います。 62

EEE 指定のキューに対し省電力イーサネット(EnergyEfficient
Ethernet) の設定を行い、キューの長さに関わらず最大
レイテンシーが失効した後にデータを転送すべき緊急の
キューを指定します。

63

熱保護設定 温度と優先度を設定します。
*EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PL のみの機能

65

ポート ポートの接続設定を行います。 67

セキュリティ 69

スイッチ 81
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メニュー 詳細 ページ
ユーザ設定 ユーザー名、パスワード、アクセスレベルを設定します。 87

権限レベル 特定の機能に対し権限レベルを設定します。 85

認証方式 RADIUSまたは TACACS+、ローカルデータベースを経由
してマネージメントアクセスへの認証方法を設定します。

85

HTTPS セキュアなHTTP 設定を構築します。 85

アクセス管理 HTTP/HTTPS、SNMPを経由してマネージメントアクセス
を許可されたクライアントの IPアドレスを設定します。

91

SNMP シンプルネットワークマネージメントプロトコル 91

システム SNMPv1/v2c の読み取り専用 (read-only)、リード /ライト
(read/write) コミュニティ、SMNP のエンジン ID、トラップ
パラメーター設定します。

91

コミュニティ コミュニティストリングスを設定します。 90

ユーザー スイッチの SNMPv3 ユーザーを設定します。 87

グループ SNMPv3グループを設定します。 88

ビュー SNMPv3　ビューを設定します。 90

アクセス SNMPグループにセキュリティモデル、セキュリティレベル、
リード /ライトビューを割り当てます。

91

リモートモニタ リモートモニタリング 92

統計 物理インターフェースの統計値の収集を有効にします。 92

履歴 物理インターフェースの周期的なサンプル統計値 93

アラーム モニターされている変数の閾値の範囲を設定します。 95

イベント アラームのレスポンスを作成します。 97

ネットワーク設定

コントロール制限 セキュアなアドレスエージングを含むポートセキュリティ制
限のコントロール、最大許可Macアドレス数を含むポー
トごとのセキュリティとセキュリティ違反に対するレスポン
スを設定します。

98

ネットワークアクセス
サーバ

IEEE802.1X のグローバル設定とポート設定をします。 101

アクセスコントロール
リスト

アクセスコントロールリスト(AccessControlLists) 112

ポート ポートに ACL、レートリミッターおよび他のパラメーター
を割り当てます。

112

レート制限 レート制限のポリシーを設定します。 114

アクセスコントロー
ルリスト(Access
ControlList)

フレームタイプ、目的のMACタイプ、VLANID、VLANプ
ライオリティタグを元にしてACL の設定をし、合致したパ
ケットに対してのアクションを設定します。

116

DHCP ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル

スヌーピング
(Snooping)

グローバルにDHCPスヌーピングを有効にして各ポートに
トラストモードを設定します。

124
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メニュー 詳細 ページ
リレー (Relay) DHCPリレーインフォメーションステータスとポリシーを設

定します。
127

IPソースガード
(IPSourceguard)

IPソースガードテーブルの固定エントリーまたは DHCP
スヌーピングテーブルのダイナミックエントリーを基に IP
トラフィックをフィルターします。

129

コンフィギュ
レーション
(Configuration)

IPソースガードを有効にし動的に学習することができるク
ライアントの最大数を設定します。

129

固定テーブル
(StaticTable)

ソースガードバインディングテーブルに固定アドレスを追
加します。

131

ARPInspection アドレスリソリューションプロトコルインスペクション
(AddressResolutionProtocolInspection)

133

コンフィギュ
レーション
(Configuration)

インスペクションをグローバルおよびポートごとに有効に
します。

134

固定テーブル(Static
Table)

ポート、VLANIDとMACアドレス、ARPリクエストパケッ
トの中の IPアドレスに基づいて固定エントリーを追加しま
す。

135

AAA RADIUS認証サーバー、RADIUSアカウントサーバー、
TACACS+認証サーバーの設定を行います。

136

Aggregation2 138

スタティック(Static) ポートをスタティックトランクのグループに指定します。 139

LACP ポートがトランクへ動的に参加するのを許可します。 142

スパニングツリー2

(SpanningTree2)
147

ブリッジ設定 (Bridge
Settings)

STP、RSTP およびMSTP のグローバルブリッジ設定を行
います。また、BPDUフィルタリング、BPDUガード、ポー
トエラーリカバリーのためにエッジポートの設定も行いま
す。

156

MSTI マッピング (MSTI
Mapping)

VLANを特定のMSTPインスタンスにマップします。 157

MSTIプライオリティ
(MSTIPriorities)

CISTと各MISTI の優先順位を設定します。 157

CIST ポート(CIST
Ports)

STA のインターフェース設定を行います。 157

MSTIポート(MSTI
Ports)

MSTインスタンスのインターフェース設定を行います。 157

MVR グローバルスターテス、MVRVLAN、ポートモードおよ
び immediateleave を含むマルチキャストVLANレジスト
レーションを設定します。

161

IMPC IPマルチキャスト

IGMPスヌーピング インターネットグループマネージメントプロトコルスヌー
ピング (InternetGroupManagementProtocolSnooping)

168
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メニュー 詳細 ページ
基本設定 マルチキャストフィルタリングのためにグローバル設定と

ポート設定をします。
168

VLAN 設定 VLANインターフェース毎に IMPスヌーピングを設定しま
す。

173

ポートグループフィル
タリング

指定のポートでフィルターされるマルチキャストグループ
を設定します。

175

MLDスヌーピング マルチキャストリスナーディスカバリースヌーピング
(MulticastListenerDiscoverySnooping)
※EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PLにはこの機能はありません。

176

基本設定 マルチキャストフィルタリングのためにグローバル設定と
ポート設定をします。

177

VLAN 設定 VLANインターフェース毎に IMPスヌーピングを設定しま
す。

180

ポートグループフィル
タリング

指定のポートでフィルターされるマルチキャストグループ
を設定します。

183

LLDP リンクレイヤーディスカバリープロトコル (LinkLayer
DiscoveryProtocol)

184

LLDP グローバル LLDPタイミングのパラメーターと指定ポート
の TLV 属性を設定します。

184

LLDP-MED デバイスロケーションとエマージェンシーコール、ネット
ワークポリシーディスカバリーを含む LLDP-MED 属性を
設定します。

187

MacTable アドレスエージング、MACテーブル学習、固定MACテー
ブルの設定を行います。

197

VLAN 仮想 LAN(VirtualLAN) 199

VLANメンバーシップ VLANグループを設定します。 200

ポート デフォルトの PVIDとVLAN属性を指定します。 201

プライベートVLAN 204

PVLANメンバーシップ PVLANグループを設定します。 209

ポートアイソレーション 同じプライベートVLAN内の指定ポート間のコミュニケー
ションを防ぎます。

210

POE3 それぞれのポートにパワーオーバーイーサネットの設定を
行います。

206

VCL VLANコントロールリスト

MACベースVLAN 特定のソースMACアドレスと共にトラフィックをVLAN へ
マップします。

207

Protocol ベース VLAN 208

ProtocoltoGroup サポートしているプロトコルを特定しプロトコルグループ
を作成します。

209

グループ VLAN プロトコルグループを指定されたポートの VLAN にマッピ
ングします。

210
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メニュー 詳細 ページ
IP サブネットベース
VLAN

指定された IP サブネットのトラフィックをVLAN にマッピ
ングします。

212

VoiceVLAN 213

VoiceVLAN 設定 ステータス、VoiceVLANID、VLANエージング時間および
トラフィックの優先度を含むグローバル設定を行います。
また、ポートが VoiceVLAN に追加された場合と非 VoIP
アドレスをブロックした場合も含めポートの設定を行いま
す。

214

QUI 進入パケットのソースMACアドレス内のQUIを VoIPデバ
イスの製造業者へマッピングします。

216

QoS 217

QoS ポート分類設定 デフォルトのトラフィッククラスとドロッププライオリティ、
ドロップ　エリジブルインジケーター、タグフレームの分
類モードおよびDSCP ベースのQoS 分類設定を行います。

218

ポートポリシー 指定したポートの進入レートを入力しフレームに提供され
た帯域幅を設定します。
※ EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PL にはこの機能はありま
せん。

221

ポートスケジュール キューモードと重要度を含む QoS 送信ポートスケジュー
ルの設定状況が一覧できます。また送信キューモードと
キューシェーピング ( 超過帯域幅へのレートとアクセス）、
ポートシェーパーの設定をします。

222

ポートシェーピング 各キューとポートへのレートを含むQoS 送信ポートシェー
ピングの設定状況が一覧できます。また送信キューモード
とキューシェーピング ( 超過帯域幅へのレートとアクセス）、
ポートシェーパーの設定をします。

225

タグポート QoS 送信ポートタグ設定の設定状況が一覧できます。ま
たタグモード(分類したPCP/DEI値を使用/初期設定/マッ
ピング設定値で制御 ) の設定をします。

226

DSCP ポート 受信の変換と分類および送信の DSCP 値書き換えの設定
を行います。

230

DSCP ベースQoS DSCP ベースの受信分類設定を行います。 231

DSCP 変換 受信トラフィックの DSCP 変換または送信トラフィックの
DSCP 再マッピングの設定を行います。

232

DSCP分類設定 DSCP の値をQoSクラスにマッピングし優先レベルを下げ
ます。

234

QoSコントロールリスト ハンドリングしている受信パケットのQoS ポリシーをイー
サネットタイプ ,VLANID、TCP/UDP ポート、ToSまたは
VLANプライオリティタグを基に設定します。

235

Stormコントロール ユニキャストフレーム、ブロードキャストフレーム、マル
チキャストフレームのトラフィック制限を設定します。

239

ミラーリング&RSPAN2 ローカルまたはリモードでのミラーリングのためにソース
とターゲットのポートを設定します。

240
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メニュー 詳細 ページ
UPnP UPnP の有効にしタイムアウトの値を定義します。 242

sFlow 指定したオーナー ( 受信者）へのトラフィックフローと転送
データ

243

モニタリング 245

システム 245

システム情報 システムの基本情報とスイッチのMacアドレス、時間ソフ
トウェアのバージョンを表示します。

245

CPU負荷 CPU利用状況がグラフィックスケールで表示されます。 245

ログ レベルに基づいてログのメッセージを表示します。 246

システムログ詳細 それぞれのログに記録された詳細な情報を表示します。 247

熱保護 現在のチップセットの温度を表示します。
※ EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PLのみの機能

248

ポートステータス 実際に動作しているポートの接続状態を示したフロントパ
ネルのグラフィックイメージが表示されます。

248

トラフィック統計 イーサネットポートの基本統計が表示されます。 249

QoS 統計 ( キューカウン
タ )

送信キューへの受信と送信パケット数を表示します。 250

QCLステータス (QoSコ
ントロールリストステータ
ス）

QoSコントロールリストへエントリーされているステータス
を表示します。

251

統計データ詳細 イーサネットポートの詳細な統計が表示されます。 252

セキュリティ 254

アクセス管理統計 HTTP、HTTPS、SNMPを経由してスイッチが管理したパケッ
トの数を表示します。

254

ネットワーク

ポートセキュリティ

スイッチ ソフトウェアモジュールがリクエストしているポートセキュ
リティサービス、サービスのステータス、現在学習してい
るアドレスの数、許可されているセキュアアドレスの最大
数を含む各ポートが学習しているMACアドレスの情報を
表示します。

254

ポート ポートセキュリティサービスにより認証された、MACアド
レス、VLANID、サーピスステータス、MACアドレス追加
時間、エージング /ホールドのエントリーを表示します。

256

ネットワークアスセス
サーバー設定

IEEE802.1X のグローバルとポートの設定を表示します。

スイッチ 802.1X セキュリティステータス、認証のためのラストソー
スのアドレス、ラスト IDを含む認証サービスのポートス
テータスを表示します。

257

ポート 選択されたポートの802.1Xプロトコルかリモート認証サー
バーの認証統計を認証方法に応じて表示します。

258
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メニュー 詳細 ページ
アクセスコントロールリ
ストステータス

ACLを使用している異なるセキュリティモジュールの受信
ポート・フレームタイプ・転送アクションを含むステータ
スを表示します。

258

DHCP ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル

Snooping統計 (DHCP
Snoopingポート統
計 )

多様なタイプのDHCPプロトコルパケットの統計を表示し
ます。

259

リレー統計 (DHCPリ
レー統計 )

サーバーとクライアントのリレーインフォメーションポリ
シーに基づいたパケットの統計を表示します。

261

ARP 監視 (ダイナミック
ARP監視テーブル )

ポート、VLANID、MACアドレス、IPアドレスの順にソー
トしたダイナミックARP 監視テーブルのエントリーを表示
します。

262

IPソースガード (ダイナ
ミックIPソースガード
テーブル )

ポート、VLANID、MACアドレス、IPアドレスの順にソー
トしたダイナミックIPソースガードテーブルのエントリー
を表示します。

263

AAA 認証、許可、アカウンティング 263

RADIUS設定情報 設定済みの RADIUS 認証サーバのステータスを表示しま
す。

263

RADIUS 詳細 設定済みの各 RADIUS サーバに関連するトラフィックとス
テータスを表示します。

264

スイッチ

RMON リモートモニタ 267

リモートモニタ統計 統計グループの各エントリーのサンプルデータを表示しま
す。

267

履歴 履歴グループの各エントリーのサンプルデータを表示しま
す。

268

アラーム 設定されている全てのアラームを表示します。 269

イベント ログに記録された全てのイベントを表示します。 270

LACP LinkAggregationControlProtocol 270

システムステータス 各パートナーのアドミンストレーションキーと関連するロー
カルポートを表示します。

270

ポートステータス 各ローカルポートのアドミンストレーションキー、
AggregationID(LAGID)、パートナーシステム ID(partner
ID)、パートナーポートを表示します。

271

ポート統計 (LACP 統計 ) LACPプロトコルメッセージの統計を表示します。 272

ループ防止設定 ( ループ防
止ステータス )

設定と現在のステータス、最後にループを検出した時間を
表示します。

273

SpanningTree 274

ブリッジステータス (STP
ブリッジ )

STP のグローバルブリッジとポート設定を表示します。 274

ポートステータス (STP
ポートステータス )

各ポートの STAの役割 (CIST 役割 )、状態 (CIST 状態 )、アッ
プ時間を表示します。

276
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メニュー 詳細 ページ
ポート統計 (STP 統計 ) RSTP、STP、TCNプロトコルパケットの統計を表示します。 277

MVR マルチキャストVLANレジストレーション 278

MVR 統計 MVRを使用した IGMPプロトコルメッセージの統計を表
示します。

278

MVRChannelGroups 279

MVRグループチャンネル MVRVLAN に割り当てられたマルチキャストグループに関
するインターフェースの情報を表示します。

279

MVRSFM情報 グループ、フィルタリングモード（含めるまたは除外する）、
ソースアドレス、タイプ（許可もしくは拒否）のMVRソー
スでフィルタリングされたマルチキャストインフォメーショ
ンを表示します。

280

IPMC IPマルチキャスト

IGMPSnooping 281

ステータス アップストリームの IGMPクリエへ通過、またはダウンスト
リームのマルチキャストクライアントへ通過した IGMP パ
ケットの統計を表示します。

281

グループ情報 アクティブな IGMPグループの情報を表示します。 282

IPv4SFM情報 グループ、フィルタリングモード（含めるまたは除外する）、
ソースアドレス、タイプ（許可もしくは拒否）の IGMPソー
スでフィルタリングされたマルチキャストインフォメーショ
ンを表示します。

283

MLDSnooping MulticastListenerDiscoverySnooping
※EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PLにはこの機能はありません。

284

IPMCMLDSNPステー
タス (MLDスヌーピング
ステータス )

MLDクリエのステータスとプロトコル統計を表示します。 284

グループ情報 アクティブなMLDグループを表示します。 285

IPv6SFM情報 MVRSFM情報グループ、フィルタリングモード（含めるま
たは除外する）、ソースアドレス、タイプ（許可もしくは拒
否）のMLDソースでフィルタリングされたマルチキャスト
情報を表示します。

286

LLDP LinkLayerDiscoveryProtocol 287

LLDPNeighbors
(LLDPNeighbor情報 )

本製品のポートに接続されたリモートデバイスの LLDP 情
報を表示します。

288

LLDP-MED
Neighbors(LLDP-MED
Neighbor情報 )

本製品のポートに接続された advertisingLLDP-MEDTLV
のリモートデバイスのネットワーク接続デバイス、終端デ
バイス、キャパビリティ、アプリケーションタイプ、ポリシー
を含む情報を表示します。

288

PoE3 電力タイプ (PSEまたは PD)、電力源、電力優先度、最大
電力を含む全てのステータスを表示します。

289

EEE(LLDPEEE 情報 ) LLDPメッセージを経由した省電力イーサネット(Energy
EfficientEthernet) の情報を表示します。

290
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メニュー 詳細 ページ
ポート統計 接続されている全てのリモートデバイスの統計と各ポート

を交差しているLLDPプロトコルパケットを表示します。
291

PoE3(PowerOver
Ethernet(PoE)ステータス )

全ての PoE ポートの PDクラス、電力リクエスト、電力割
り振り、消費電力・消費電流、PoE 優先度を含むステー
タスを表示します。

292

MACテーブル (MACアドレ
ステーブル )

CPUと各ポートに関連するダイナミックアドレスエントリー
と固定アドレスエントリーを表示します。

293

VLAN 仮想 LAN(VirtualLAN) 294

VLANメンバーシップ 選択したソフトウェアモジュールで設定された全てのVLAN
の現在のポートメンバーを表示します。

294

VLAN ポート(VLAN ポー
トステータス )

VLAN マネージメントで使用している選択したソフトウェア
モジュールで設定されたポートメンバーの全ての VLANの
VLAN属性を表示します。

295

VCL VLANコントロールリスト(VLANControlList)

MAC ベースVLAN VLANマッピングエントリーにMACアドレスを表示します。 297

sFlow サンプルトラフィックのオーナー、受信 IPアドレス、残存
サンプリングタイム、UDPコントロールパケットとサンプル
トラフィックの統計の情報を表示します。

298

Ping 送信 301

Ping(IPv4) IPv4pingを使用して指定のパスをテストします。 301

Ping(IPv6) IPv6pingを使用して指定のパスをテストします。 301

メンテナンス 303

再起動 (デバイス再起動 ) スイッチを再起動します。 303

工場出荷設定(初期化設定) 工場出荷時の状態に戻します。 303

ファームウェア 304

ファームウェアアップデー
ト

マネージメントステーション (managementstation) にあ
る指定のファイルを使用してスイッチのファームウェアを
アップデートします。

304

設定ファイル 305

保存 マネージメントステーション (ManagementStation) にあ
るファイルに設定情報を保存します。

305

復元 マネージメントステーション (ManagementStation)ファイ
ルから設定情報を復元します。

305

1.基本設定メニューの内容は詳細設定に全て含まれています。そのため次章以降は詳細設定メ
ニューで構成されています。

2.これらのメニューは基本設定フォルダーから反復されます。
3.これらのメニューは PoEスイッチにのみ提供されます。
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4	 ネットワークスイッチの構成
この章では、基本的な設定作業全般について説明します。

システム情報設定画面から、システムコンタクト先、システム名、システムロケーション
を設定し、システムを登録します。

パス
基本／詳細設定-システム-システム情報

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆システムコンタクト先―システムの管理者（最大長：255 文字）

◆システム名―スイッチに割り当てられている名称（最大長：255 文字　0-9,a-z の文
字のみ使用できます。アルファベットを含む必要があります。）

◆システムロケーション―スイッチの場所を指定（最大長：255 文字）

Webインターフェース
システム情報を設定します。

1.	設定-システム-システム情報の順にクリックします。

2.	システムコンタクト先、システム名、およびシステムロケーションを指定し、保存をクリッ
クします。

システム情報の設定
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図２：システム情報設定画面

この章では、管理のための IPインターフェースをネットワーク上の本製品に設定する方
法について説明します。本製品では IPv4、IPv6をともにサポートしており、いずれのバー
ジョンのアドレスタイプも同時に処理可能です。特定の IPv4、IPv6アドレスを手入力で
設定するか、または DHCP サーバー起動時にDCHP サーバーから IPv4アドレスを取得
するよう設定することが可能です。IPv6アドレスについては、手入力設定、ダイナミック
な生成のいずれも可能です。

IPv4アドレスの設定

IP 設定画面より、本製品に割り当てるための IPv4アドレスを設定します。IP はデフォルト
でDHCP から取得されます。マニュアルでアドレスを設定するには、スイッチのデフォル
ト設定からご使用のネットワークに適した値へ変更する必要があります。

MEMO
本スイッチの IPv4アドレスはデフォルトで 192.168.3.254です。

特定の IPアドレスを指定したり、DHCP サーバーからアドレスを受け取るよう設定するこ
とができます。有効な IPv4アドレスは、0から255までの範囲の十進数が４つ並んでお
りそれぞれカンマで区切られています。

パス
基本設定 /詳細設定-システム-IP

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

IPアドレスの設定
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IP 設定

◆DHCPクライアント―IP 機能をDynamicHostConfigurationProtocol(DHCP) 経由で
有効とするかどうかを指定します。DHCPを有効にした場合、サーバーからの応答が
あるまでは IP が機能しません。本製品からの IPアドレスのリクエストは一定間隔でブ
ロードキャストされます。DHCP からの値には、IPアドレス、サブネットマスク、デフォ
ルトゲートウェイが含まれます。（初期値：無効）

◆IPアドレス―VLANIDフィールドにて指定されているVLANアドレスを指定します。
有効な IPアドレスは、0から255までの範囲の十進数が４つ並んでおりそれぞれカン
マで区切られています。
（初期値：192.168.3.254）

◆IPマスク―本マスクにより、特定のサブネットへのルーティングに使用するホストアド
レスビットを指定します。（初期値：255.255.255.0）

◆IPルーター―別々のネットワークセグメントに存在する本製品との間にあるゲートウェ
イルーターの IPアドレスを指定します。

◆VLAN	ID―構成された VLANの IDを指定します。デフォルトでは、スイッチのすべて
のポートが VLAN1 のメンバーですが、IPアドレスをもつ他の VLANのポートへ割り当
てることが可能です。（範囲：1-4095；初期値：1）

◆DNSサーバー―ホストネームとIPアドレスのマッピングに関するクライアントからの
リクエストが転送されるドメインネームサーバーです。

IPDNSプロキシ設定

◆DNSプロキシ―有効とした場合、スイッチは、所属する各クライアントを代表して転
送したDNSクエリに対する直近のレスポンスをローカルデータベースから取得して使
用します。必要な情報がローカルデータベース内にない場合、スイッチからDNS サー
バーへDNSクエリを転送し、取得したレスポンスを次回の参照用としてローカルキャッ
シュへ保存したあと、クライアントへレスポンスを送り返します。

Webインターフェース
IPアドレスを設定します。

1.	 設定　＞　システム　＞　IP の順にクリックします。

2.	 IPv4 の設定情報を入力し、必要な場合はDNSプロキシサービスを有効にします。

3.	 保存をクリックします。
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図３：IP 設定画面

IPv6アドレスの設定

IPv6 設定画面より、IPv6アドレスを本製品へ設定します。

IPv6 にはリンクローカルユニキャストとグローバルユニキャストという２つの異なるアド
レスタイプが含まれています。リンクローカルアドレスは、同じローカルサブネット内の
すべてのデバイスに対して本製品からの IPv6 によるアクセスを可能にします。リンクロー
カルアドレスは構成が容易であり、小さな規模のネットワークや簡単なトラブルシュート
などに向いていますが、複数のセグメントをもつより大きな規模のネットワークに接続す
る場合は、グローバルユニキャストアドレスでスイッチを構成する必要があります。リン
クローカルアドレスは手入力での設定となりますが、グローバルユニキャストアドレスの
場合は、手入力での設定、またはダイナミックな割り当ての両方が可能です。

パス
基本設定 /詳細設定-システム-IPv6

使用ガイドライン
◆すべての IPv6アドレスは RFC2373 の “IPv6AddressingArchitecture”（８つのコロン
で区切られた 16ビット長の 16 進数の値を使用する）に準拠している必要があります。
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◆リンクローカルアドレスを設定する際、プレフィックス長は 64ビット固定で、デフォル
トアドレスのホスト部はインターフェース識別子（例：ＭＡＣアドレス）のmodified
EUI-64(ExtendedUniversalIdentifier) のフォーマットが使用されます。ネットワークプ
レフィックスの FE80 からはじまる完全なアドレスを入力することで、リンクローカルア
ドレスを手入力で設定することが可能です。

◆複数のサブネットをもつより大規模なネットワークへ接続する場合は、グローバルユニ
キャストアドレス設定する必要があります。このアドレスタイプを設定するにはいくつ
かの方法があります。

nn ローカルインターフェースにて検出されたルーターからネットワークプレフィックス
を取得し、インターフェース識別子のmodifiedEUI-64フォーマットを使ってアドレ
スのホスト部を自動生成することにより、グローバルユニキャストアドレスを自動的
に設定することが可能です。自動設定を有効にすることでこのオプションを選択する
ことができます。

nn 完全なアドレスとプレフィックス長を入力することにより、グローバルユニキャストア
ドレスを手入力で設定することも可能です。

◆ IPv6アドレスが割り当てられているmanagementVLAN は、IP 設定画面での設定が
必要です。52 ページの「IPv4アドレスの設定」を参照します。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆自動設定―IPv6 のステートレスな自動設定、および IPv6 の機能をインターフェース
上で有効化します。アドレスのネットワーク部は IPv6 ルーターからのメッセージを受信
したプレフィックスにもとづいて構成され、ホスト部は、スイッチのMACアドレスなと
のインターフェース識別子のmodifiedEUI-64フォーマットを使用して自動生成されま
す。（初期値：無効）

◆アドレス―完全なアドレスとネットワークのプレフィックス長を指定し、グローバルユ
ニキャストアドレスを手入力で設定します。
（初期値：：192.168.3.254）

◆プレフィックス―アドレスの（左端から数えて）いくつ分の隣接ビットがプレフィックス
（例：ネットワーク部など）を構成しているかを示す 10 進数の値を使用し、プレフィッ
クス長を定義します。（初期値：96ビット）

デフォルトのプレフィックス長である96ビットは、コロンで区切られた最初の 6つの値
がアドレスのネットワーク部を構成していることを示します。
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◆ルーター―デフォルトのネクストホップルーターの IPv6アドレスを設定します。

Managementstation が別の IPv6 セグメントに設置されている場合、IPv6デフォルト
ゲートウェイを設定する必要があります。

IPv6デフォルトゲートウェイを正しく設定するためには、ゲートウェイへ直接接続して
いるネットワークインターフェースがスイッチに設定されていることが必要です。

Webインターフェース
IPv6アドレスを設定します。

1.	 設定-システム-IPv6 の順にクリックします。

2.	 IPv6 の各種設定を行います。以下の図では、IPv6アドレスを手入力で設定する方法
を示しています。

3.	 保存をクリックします。

図 4：IPv6	設定
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NTP 設定画面を使用し、現在時間を問い合わせするためのネットワークタイムプロトコ
ル（NTP）サーバーを指定します。NTP により、NTPタイムサーバーからの定期的なアッ
プデートを基に、スイッチの内部クロックを設定することができます。正確な時刻を維持
することにより、スイッチのシステムログが記録する日付、時刻を意味あるものにします。
もしクロックが設定されていなければ、スイッチは最後のブートアップ時に使用した工場
出荷時の設定をそのまま使用して記録します。

NTPクライアントが有効になっている場合、設定されたタイムサーバーに対してタイムアッ
プデートのリクエストを定期的に送信します。最大 5台までのタイムサーバー IPアドレス
が設定可能です。各サーバーに対し、設定された順番で問い合わせを行います。

パス
基本設定 /詳細設定-システム-NTP

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆モード―NTPクライアントリクエストの有効／無効を設定します。

◆サーバー―最大 5台までのタイムサーバーに対し、IPv4または IPv6 のアドレスを設
定します。スイッチはまず 1つ目のサーバーからのアップデート取得を試み、失敗し
た場合は次の順位のサーバーに対して試みます。問い合わせ間隔は固定で、15 分間
隔です。

Webインターフェース
NTP サーバーを設定します。

1.	設定-システム-NTP の順にクリックします。

2.	最大台までのタイムサーバーの IPアドレスを入力します。

3.	保存をクリックします。

NTPサービスの設定
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図 5：NTP 設定画面

タイムゾーン、サマータイムの設定画面から、タイムゾーン、サマータイムを設定します。

タイムゾーン―NTP/SNTPでは、英国のグリニッジを通過する地球の経度 0度の子午線
を基準にしたグリニッジ標準時を使用します。ご使用環境のローカル時間を表示させる
ためには、UTCを基準として、ご使用環境が東西いずれの方向に何時間何分ずれている
のかを指定する必要があります。既定の 80 種類のタイムゾーンから選択するか、または
パラメーターを手入力で設定することでご使用環境のローカル時間を指定します。

サマータイム―いくつかの国や地域では、午後に日照時間を長く、午前中の日照時間を
短くするために、夏の間、時計の調整を行います。通常は、春のはじめに 1時間時計を
進め、秋になると1時間時計を遅らせる（もとに戻す）調整を行います。

※EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PL にはタイムゾーン、サマータイムの設定項目はありません。
 EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PL の場合は、設定 - システム - システム情報のシステムタイ
ムゾーン（時差）に時差を分単位で入力してください。

　日本の場合には、540 を入力してください。

パス
基本設定 /詳細設定-システム-タイムゾーン

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

タイムゾーン、サマータイムの設定
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タイムゾーンの設定

◆タイムゾーン―ドロップダウンボックスにある80 種類の既定のタイムゾーンから設定
します。各タイムゾーンは、UTCとの時差、およびそのタイムゾーンがカバーする１
つ以上の主要都市や場所のリストを含んでいます。

◆タイムゾーン名―タイムゾーン名を設定します。（範囲：半角英数字 16 文字分。’-‘,’_’,
’.’ の記号も含めて使用可。）

サマータイム設定

◆モード―以下のうちから１つモードを選択します。

nn 無効―サマータイムを使用しません。

nn 自動更新―サマータイムの開始、終了、時差をスイッチに設定することで、自動更
新を実行します。このモードを設定する場合、現在設定されているタイムゾーンを
基準としたサマータイムゾーンが設定されます。

nn 開始―サマータイムの開始日時

nn 終了―サマータイムの終了日時

nn 時差―サマータイム期間中に加算する分数（範囲：1-1440）

nn 手動更新―サマータイムの開始、終了、時差をスイッチに設定し、1回だけ実行
します。

nn 開始時間設定―サマータイムの開始日時

nn 終了時間設定―サマータイムの終了日時

nn 時間補正設定―サマータイム期間中に加算する分数（範囲：1-1440）

Webインターフェース
タイムゾーン、サマータイムを設定します。

1.	設定-システム-タイムゾーンの順にクリックします。

2.	既定のタイムゾーンからひとつ選択します。

3.	サマータイムモードを選択し、開始、終了、補正時間を設定します。

4.	保存をクリックします。
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図 6：	タイムゾーン、サマータイム設定画面

システムログ設定画面を使用し、syslog サーバーまたは他のネットワーク機器へログメッ
セージを送信するよう設定します。送信されるイベントメッセージを特定の種類のものに
制限することも可能です。

パス
基本設定 /詳細設定-システム-ログ

リモートログメッセージの設定
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機能の使用方法
リモートロギングが有効になっている場合、システムログメッセージは指定されたサー
バーへ送信されます。Syslogプロトコルは UDPをベースとするため、UDP ポート514
番にて受け取ります。UDP は一方向のプロトコルであり、確認応答を送信しません。た
とえSyslog サーバーが存在していない場合であっても、Syslog パケットが常に送られま
す。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆サーバーモード―デバッグのロギング、またはリモートロギングプロセスへのエラー
メッセージ送信の有効／無効を設定します。

◆サーバーアドレス―syslogメッセージを送信するためのリモートサーバーの IPv4アド
レス、またはサーバー名を指定します。

◆Syslogレベル（Syslog	Level）―リモートsyslog サーバーへ送信されるログメッセー
ジを特定の種類のものに制限します。以下のようなメッセージの種類があります。

nn 情報（Info）―情報、警告、エラーを送信します。

nn 警告（Warning）―警告、エラーを送信します。

nn エラー（Error）―エラーを送信します。

Webインターフェース
リモートサーバーへ送信するエラーメッセージのロギング（logging）を設定します。

1.	設定　＞　システム　＞　ログの順にクリックします。

2.	リモートロギングを有効にし、リモートサーバーのアドレスを入力し、送信するsyslog
メッセージの種類を指定します。

3.	保存をクリックします。

図 7：	エラーメッセージのリモートロギングのための設定
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LED の ON/OFF をスケジュールに合わせて制御することが出来ます。利用する時間帯の
み LEDを表示させ、利用しない時間帯はOFF にすることで消費電力を抑えることができ
ます。

パス
基本設定 /詳細設定–省電力設定–LED

パラメータ
以下のパラメータが表示されます。

◆消去選択―選択した LEDタイマーを消去します。

◆時間―LEDをONまたはOFF にする時間を設定します。

◆ON/OFF―指定した時間に LEDをONまたはOFF にします。

◆リンク状態変更後の点灯時間―リンク状態が変更した後、LEDが点灯をする時間を設
定します。

Webインターフェース
LED の ON/OFFスケジュールを設定します。

1.	設定>省電力設定>LEDの順にクリックします。

2.	時間を選択し、ON/OFFを指定します。

3.	追加で時間指定を行う場合、追加ボタンをクリックします。

4.	リンク状態変更後の点灯時間を変更する場合、時間を指定します。

5.	保存をクリックします。

LED	ON/OFF 設定
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図 8：LED	ON/OFF 設定

未使用状態のポートへの電力供給停止など、パワーセーブのための方法を提供します。

未使用キューの電力セーブ

EEE 設定画面を使用し、特定のキューに対してEnergyEfficientEthernet(EEE) を設定し、
キューの長さに関係なく、最大待ち時間経過後に転送したい緊急キューを指定します。

パス
詳細設定-省電力設定-EEE

機能の使用方法
◆トラフィックがない場合、EEE は電源供給を停止します。転送すべきデータをポートが
受け取ると、関連するすべてのポートへ電源が供給されます。デフォルトのウェイクアッ
プ時間は、1Gbpsリンクの場合 17ミリ秒、その他のリンク速度の場合は 30ミリ秒で
す。トラフィックが転送される際に受信側、送信側両方のデバイスのすべてのポートが
電源供給されている状態にするため、すべての EEEデバイスのウェイクアップ時間が
一致していることが必要です。LLDPプロトコルを使用して、デバイスのウェイクアップ
時間に関する情報をデバイス間でやりとりすることが可能です。

パワーセーブの設定
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パワーセーブの効果を最大化するため、ポートからのデータ転送の準備ができた状態
であってもサーキットにはすぐに電流が供給されず、3000 バイトのデータがポートに
キューされるまで電源供給を待機します。キューのデータ量が 3000 バイト未満の場合
に大きな遅延が発生するのを防ぐ目的で、48ミリ秒経過後には常にデータを転送する
ため、最大待ち時間としては 48ミリ秒＋ウェイクアップ時間となります。

◆もし必要な場合は、特定のフレームを特定のキューにマッピングすることで、特定のフ
レームの待ち時間を最小化することが可能です。緊急キューが転送すべきデータを受
け取ると、サーキットがただちに電源供給され、待ち時間がウェイクアップ時間だけに
短縮されます。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート識別子

◆EEE 有効―特定のポートに対してEEEを有効／無効にします。

◆EEE 緊急キュー―キューの長さに関係なく、最大待ち時間経過後に転送したいデータ
を指定します。

Webインターフェース
未使用状態のキューに対するパワーセーブを設定します。

1.	 設定　＞　省電力設定　＞　EEE の順にクリックします。

2.	EEE を使用するサーキットを選択します。

3.	必要な場合は、待機データが発生し、かつデフォルトのウェイクアップ時間が経過した
場合に電源供給される緊急キューを指定します。

4.	保存をクリックします。
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図 9：EEE の設定

温度を監視します。設定した温度まで達した場合、ポートを無効にすることで消費電力を
低下させます。

パス
設定–ThermalProtection

◆優先度―グループの優先度です。

◆温度―各グループの温度を設定します。

熱保護設定　※EHB-SG2A08	/	EHB-SG2A08-PL のみの機能です。
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◆ポート―ポート番号です。

優先度–各ポートに優先度を設定します。優先度で設定した温度に達した場合、ポート
が無効になります。

Webインターフェース
1.	設定>熱保護設定の順にクリックします。

2.	各グループの優先度に応じて温度を設定します。

3.	各ポートの優先度を設定します。

4.	保存をクリックします。

図 10：熱保護設定
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ポート接続設定画面（PortConfigurationpage）を使用し、各ポートへの接続パラメー
ターを設定します。本画面には、オートネゴシエーション（auto-negotiation）の有効化、
速度やデュプレックスモード（duplexmode）の手動設定、フローコントロール（flow
control）の有効化、最大フレームサイズの設定、excessivecollisionsへの対応方法の指定、
パワーセーブモード（powersavingmode）に関するオプションが含まれます。

パス
基本設定 /詳細設定-ポート

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆Port―ポートの番号を示します。

◆Link―リンクの状態（アップ／ダウン）を示します。

◆速度―オートネゴシエーションまたは手動選択を使用し、ポート速度と通信規格を設
定します。以下のオプションが利用できます。

nn 無効（Disabled）―インターフェースを無効化します。異常なイベント（例：
excessivecollisions）が起きた場合にインターフェースを無効化し、問題が解決し
た後に再び有効化することができます。セキュリティ上の理由でインターフェースを
無効化することも可能です。（ポート1、2は対象外）

nn オート（Auto）―オートネゴシエーションを有効にします。オートネゴシエーション
の使用中は、リンクパートナー間で、各々の規格にもとづいた最適な設定が行われ
ます。

nn 1Gbps	FDX―1Gbps全二重通信をサポートします。

nn 100Mbps	FDX―100Mbps 全二重通信をサポートします。

nn 100Mbps	HDX―100Mbps半二重通信をサポートします。

nn 10Mbps	FDX―10Mbps 全二重通信をサポートします。

nn 10Mbps	HDX―10Mbps 半二重通信をサポートします。

（初期値：オートネゴシエーション―有効）

MEMO
1000BASE-T 規格は強制モードをサポートしていません。1000BASE-T のポートまたはトランクに対する接
続を構築する場合は、常にオートネゴシエーションを使用します。使用しない場合、他のタイプのスイッ
チへ接続する際にリンクプロセスの成功が保証されません。

ポート接続の設定
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◆フローコントロール―フローコントロールにより、スイッチのバッファがあふれそう
になった際にスイッチに直接接続されているネットワーク機器やセグメントからのトラ
フィックを ”ブロック”してフレームロスをなくすことができます。有効にした場合、半
二重通信にバックプレッシャーが使用され、全二重通信に IEEE802.3-2005( 正式名は
IEEE802.3x) が使用されます。（初期値：有効）

オートネゴシエーションの使用時、本パラメーターはリンクパートナーに提供されたフ
ローコントロールの値を示します。速度およびデュプレックスモードが手動で設定され
た場合、CurrentRxフィールドには、PAUSEフレームがこのポートによってobeyされ
ているかどうかが示され、CurrentTxフィールドには、PAUSEフレームがこのポート
から転送されたものかどうかが示されます。

何らかの問題を解決するための必要に迫られたものでない限り、ハブに接続されてい
るポートに対してフローコントロールを使用することは避けます。使用している場合、
バックプレッシャージャミング信号（backpressurejammingsignals）によって、ハブ
が属しているセグメントのパフォーマンス全体が低下してしまう可能性があります。

◆最大フレームサイズ―スイッチを通過する最大転送単位を設定します。最大フレーム
サイズを超えるパケットは破棄されます。（範囲：9600-1518 バイト；初期値：9600
バイト）

◆過剰衝突モード―過剰な転送コリジョンがポートで検出された場合の対処方法を設定
します。

nn 拒否―16 回のコリジョン後、フレームを破棄します（初期値）。

nn リスタート―16 回のコリジョン後、バックオフアルゴリズムを再起動します。

◆電力コントロール―他のデバイスへの接続に使用されているケーブルの長さによって、
ポートへ供給される電力を調整します。接続を維持するために必要な最小限の電力が
使用されます。

IEEE802.3 では、イーサネット規格、および、100メートルのケーブルを使用する接続
を想定した必要電力要件が規定されています。パワーセーブモードを有効にすること
で、20メートル以下の長さのケーブルを使用する場合の電力を大幅に低減しながら、
信号の完全性を担保することが可能です。

以下のオプションが選択可能です。

nn 無効―すべてのパワーセーブ機能を無効にします（初期値）。

nn 有効化―リンクアップ時、ダウン時の両方でパワーセーブを有効にします。

nn リンクダウン時有効ーリンクダウン時のパワーセーブを有効にします。

nn リンクアップ時有効	―	リンクアップ時のパワーセーブを有効にします。
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Webインターフェース
ポート接続の設定を行います。

1.	 設定-ポートの順にクリックします。

2.	接続設定に関する必要な変更を行います。

3.	保存をクリックします。

図 11：ポート設定

システムへログインできるユーザを選択したり、データポートへのクライアントアクセスを
制御するための設定を行なうことができます。

スイッチに保存されているユーザ名とパスワードによるローカル認証や、RADIUSまたは
TACASS+ サーバー経由によるユーザのリモート認証を使うことで、アクセスを制御するこ
とができます。追加認証方式として、SecureHypertextTransferProtocol(HTTPS)クライ
アントアドレスのスタティックな設定、SNMPがあります。
各ポートへ接続されたクライアントへのトラフィックを制御するための複数の方法、およ
び、認証されたクライアントだけがネットワークへのアクセスを取得することを保証するた
めの複数の方法をサポートしています。これらの目的のためには、プライベートVLAN、
および IEEE802.1Xを使用するポートベースの認証が一般的に使用されます。これ以外に

セキュリティの設定
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も、クライアントのセキュリティを実現するための様々な方法を提供しています。ポート
へアクセスするユーザの数を制限する方法もそのひとつです。DHCPクライアントに割り
当てられたアドレスについても、DHCPスヌーピングやIPソースガード機能のスタティック、
ダイナミックなバインディングを使用したきめ細かい制御が可能です。

ユーザアカウントの設定

ユーザ設定画面を使用して、手動にて設定されたユーザ名およびパスワードにもとづく
制御を行います。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-ユーザ設定

機能の使用方法
◆デフォルトの管理者名は ”admin”、パスワードは ”admin” です。

◆管理者は、すべてのパラメーターに対する書き込みアクセス権限をもっています。そ
のため、出来るだけ早めにあらたな管理者パスワードを割り当て、安全な場所へ保管
しておくことをお勧めします。

◆管理者は権限レベル 15をもっており、すべてのプロセスグループに対するアクセス、
およびデバイスに対するフルコントロールが可能です。グループへのアクセスを可能
にするために、ユーザの特権はグループの権限レベルと同等またはそれより大きなも
のであることが必要です。デフォルトでは、ほとんどのグループ権限レベルは読み込み
専用アクセスのレベル 5と、読み込み／書き込みアクセスが可能なレベル 10 が設定
されています。システムメンテナンス（ソフトウェアのアップロード、工場出荷時状態
へのリセットなど）を行うには、ユーザの権限レベルを15 に設定することをおすすめ
します。一般に、権限レベル 15 は管理者アカウント用、権限レベル 10 は通常ユーザ
アカウント用、権限レベル 5はゲストアカウント用として使用します。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ユーザ名―ユーザの名前です。
（最大長：8文字；最大ユーザ数：16）

◆パスワード―ユーザのパスワードを指定します。
（範囲：0-8 文字の平文、大文字小文字を区別します）

◆確認用パスワード―エラーとならないよう、ひとつ前のフィールドで入力された文字
列を再び入力します。これら２つのフィールドの内容が一致しない場合、スイッチはパ
スワードの変更を行いません。



71



◆権限レベル―ユーザのレベルを指定します。（範囲：1-15）

特定の機能へのアクセスは権限レベル設定画面（72ページ参照）から制御します。デフォ
ルトの設定では、４つのアクセスレベルを提供しています。

nn 1―ポートのステータスと統計情報に対する読み込み専用アクセス

nn 5―メンテナンスとデバッグを除く、システムのすべての機能に対する読み込み専
用アクセス

nn 10―メンテナンスとデバッグを除く、システムのすべての機能に対する読み込み／
書き込みアクセス

nn 15―メンテナンスとデバッグを含む、システムのすべての機能に対する読み込み
／書き込みアクセス

Webインターフェース
以下の手順でユーザアカウントを表示します。

図 12：ユーザアカウントの表示

以下の手順でユーザアカウントを設定します。

1.	 詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　ユーザ設定の順にクリックします。

2.	ユーザーの追加をクリックします。

3.	ユーザ名、パスワード、権限レベルを入力します。

4.	保存をクリックします。
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図 13：ユーザアカウント設定

ユーザ権限レベルの設定

権限レベル画面から、特定のソフトウェアモジュールやシステム設定情報を参照または設
定するために必要な権限レベルを設定します。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-権限レベル

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆グループ名―特権グループの名前です。ほとんどの場合、特権グループにはシングル
モジュールが含まれますが、いくつかのグループでは複数のモジュールを含んでいま
す。以下では、複数モジュールや複数のシステム設定へのアクセスを含むグループに
ついて説明します。

nn System：コンタクト、名前、場所、タイムゾーン、ログ

nn Security：認証、システムアクセス管理、ポート（Dot1x ポート、MACベースと
MACアドレス制限を含む）、ACL、HTTPS、ARPインスペクション、IPソースガード

nn IP：pingを除くすべて

nn Port：すべてのポート

nn Maintenance：CLI―システムリブート、システム初期化、システムパスワード、設
定内容の保存、設定の読み込み、ファームウェアアップデート。ウェブ―ユーザ、
権限レベル、その他メンテナンスのすべての設定

nn デバッグ：CLI のみに存在
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◆権限レベル―次のモジュールまたはシステム設定情報へのアクセスについては、すべ
ての権限レベルグループに設定することが可能です。：設定―読み込み専用、設定―
実行・読み込み書き込み、ステータス／統計情報―読み込み専用、ステータス／統
計情報―読み込み専用（例：統計情報の削除）

初期設定では、４つのアクセスレベルを提供しています。

nn 1―ポートのステータスと統計情報に対する読み込み専用アクセス

nn 5―メンテナンスとデバッグを除く、システムのすべての機能に対する読み込み専
用アクセス

nn 10―メンテナンスとデバッグを除く、システムのすべての機能に対する読み込み／
書き込みアクセス

nn 15―メンテナンスとデバッグを含む、システムのすべての機能に対する読み込み
／書き込みアクセス

Webインターフェース
権限レベルを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-スイッチ-権限レベルの順にクリックします。

2.	あらゆるソフトウェアモジュール、機能グループに必要な特権グループを設定します。

3.	保存をクリックします。
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図 14：権限レベル設定
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認証方式の設定

認証方法設定ページを使用して、コンソール、HTTP/HTTPS 経由のアクセス制御のため
の認証方法を指定します。スイッチで設定された（ローカル）ユーザ名とパスワードを使っ
て、あるいは、RADIUSまたは TACACS+リモートアクセス認証サーバーを使ってアクセ
スすることが可能です。IEEE802.1X ポート認証のためのクライアントアクセスを認証する
ための RADIUS サーバーの設定についてもこの画面にて行います（101 ページ参照）。

RemoteAuthenticationDial-inUserService(RADIUS、ダイヤルアップ接続ユーザ認証
システム)、およびTerminalAccessControllerAccessControlSystemPlus(TACACS+)は、
ネットワーク上にあるRADIUSクライアントまたは TACACS+クライアントへのアクセスを
制御するためのセントラルサーバー上で動作するソフトウェアを操作するためのログオン
認証プロトコルです。認証サーバーには、複数のユーザ名／パスワードのペアと、アクセ
スが必要な各ユーザのための権限レベルが格納されたデータベースが含まれています。

図 15：認証サーバーの運用

ウェブ（Web）

RADIUS/
TACACS+
サーバー

１． クライアントからアクセスを試みる。
２． スイッチから認証サーバーへコンタクトする。
３． 認証サーバーはクライアントへ認証情報を要求する。
４． 正しいパスワードまたはキーをクライアントより応答する。
５． 認証サーバーがアクセスを承認する。
６． アクセスを許可する。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-認証方式

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

使用ガイドライン
◆本スイッチでは、以下の認証サービスをサポートしています。

nn ウェブまたは本製品へアクセスするユーザの認可

nn ウェブまたは本製品へアクセスするユーザのアカウンティング

nn IEEE802.1X 認証ユーザのアカウンティングは、レポートや監査の提供、ユーザがア
クセスしたサービスに対する要求を表示するために使用することができます。
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◆デフォルトでは、ローカルスイッチ内に保管されている認証データベースに対して常に
チェックを行います。リモート認証サーバーが使用される場合、ネットワークアクセス
サーバー設定画面を使用し、認証方法、およびリモート認証プロトコルに対応するパ
ラメーターを指定する必要があります。Webブラウザー、コンソールインターフェース
経由での制御するため、ローカル、およびリモートログオン認証が使用可能です。

◆ RADIUS、または TACACS+ログオン認証を使用するには、認証サーバー上でユーザ名、
パスワードを設定しておく必要があります。また、認証プロセスのための暗号化方式
が設定されているか、認証サーバーとログオンクライアント間で取り決められている必
要があります。本スイッチでは、MD5、TLSまたは TTLS にて暗号化されたクライアン
ト―サーバー間の認証メッセージの転送が可能です。

MEMO
本ガイドでは、RADIUS および TACACS+ サーバーが AAAをサポートするための設定がすでに完了してい
ることを前提にしています。RADIUS および TACACS+ サーバーのソフトウェアの設定方法については、本
ガイドの範囲外の内容となるため、RADIUS および TACACS+ サーバーのソフトウェアのドキュメントを参
照してください。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆クライアント―管理者がウェブブラウザー経由でスイッチへログインする際の方法を指
定します。

◆認証方式―認証方法を選択します。（オプション：none、local、RADIUS、
TACACS+；初期値：local）

「none」を選択した場合、アクセスを無効にします。

◆フォールバック―設定された認証サーバーのすべてが応答なしの場合、ローカルユー
ザデータベースを使用して認証を行うよう設定します。

Webインターフェース
Webへの認証を設定します。

1.	 詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　認証方式の順にクリックします。

2.	管理クライアントタイプごとの認証方法を設定し、リモート認証サーバーがダウンして
いる場合にローカル認証へフォールバックさせるかどうかを指定します。

3.	保存をクリックします。
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図 16：	management	access のための認証方法

HTTPS の設定

HTTPS 設定画面を使用し、SecureHypertextTransferProtocol(HTTPS) を有効にします。
HTTPSでは、スイッチのWebインターフェースへのセキュアーなアクセスを提供します。

パス
詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　HTTPS

使用ガイドライン
◆HTTPSを有効にする場合、ご使用のブラウザーにて指定するURL 内にHTTPSを指定
する必要があります。

◆HTTPS の開始時、以下の順序で接続が行われます。

nn クライアントは、サーバーのデジタル証明書を使ってサーバーを認証します。

nn クライアントとサーバーは、接続に使用するセキュリティプロトコルに関して取り決
めを行います。

nn クライアントとサーバーは、データの暗号・復号のためのセッション鍵を生成します。

nn クライアントとサーバーは、暗号化されたセキュアーな接続を構築します。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆モード―スイッチでのHTTPS サービスを有効化／無効化します。（初期値：有効）

◆オートマチックリダイレクト―HTTPSリダイレクトモード運用を設定します。有効にした
場合、スイッチへのHTTPWebインターフェースへのアクセスは自動的にHTTPS へリ
ダイレクトされます。（初期値：無効）
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Webインターフェース
HTTPSを設定します。

1.	詳細設定　＞　HTTPS の順にクリックします。

2.	必要な場合はHTTPSを有効にし、オートマチックリダイレクトモードを設定します。

3.	保存をクリックします。

図 17：HTTPS 設定

IPアドレスフィルタリング

アクセス管理設定画面を使用し、Webインターフェース、SNMPからのスイッチへのアク
セスが可能な最大 16 個までの IPアドレスのリストや IPアドレスグループを作成します。

管理インターフェースはデフォルトですべての IPアドレスからのアクセスが可能です。フィ
ルターリストにエントリーを追加すると、指定された IPアドレスからのインターフェース
へのアクセスが制限されます。不正なアドレスからのアクセスを試みた場合、その接続を
拒否します。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-アクセス管理

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆モード―設定された IPアドレスにもとづくフィルタリングを有効／無効にします。（初
期値：無効）

◆開始 IPアドレス―アドレス範囲の開始 IPアドレス

◆終了 IPアドレス―アドレス範囲の終了 IPアドレス
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◆HTTP/HTTPS―標準の HTTP、またはHTTPSを使用して、Webインターフェースへア
クセスする IPアドレスをフィルターします。

◆SNMP―SNMP 経由でアクセスする IPアドレスをフィルターします。

Webインターフェース
スイッチの管理画面へのアクセスを許可する IPアドレスを設定します。

1.	詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　アクセス管理の順にクリックします。

2.	モードを有効にします。

3.	追加をクリックします。

4.	アドレス範囲の開始、終了を入力します。

5.	特定のアドレス範囲にもとづいた制限を設けるためのプロトコルを指定します。以
下の例では、特定のアドレス範囲について、すべてのプロトコルでのmanagement
access を制限する方法を示しています。

6.	保存をクリックします。

図 18：アクセス管理設定
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SNMPの使用

SimpleNetworkManagementProtocol(SNMP) は、特にネットワーク上のデバイスを管
理する目的で設計されたコミュニケーションプロトコルです。SNMP によって管理される
主な機器として、スイッチ、ルーター、ホストコンピューターなどがあります。SNMPは通常、
これらのデバイスがネットワーク環境にて適切に動作するよう設定を行ったり、また、そ
れらデバイスをモニターしてパフォーマンスを評価したり、潜在的な問題を検出するため
に使用されます。

SNMPをサポートする管理対象デバイスには、ローカルデバイス内で動作し、エージェン
トとして参照されるソフトウェアが含まれています。管理対象オブジェクトと呼ばれる既定
の様々な変数が SNMPエージェントによって保持され、デバイスを管理するために使用
されます。これらのオブジェクトは、エージェントによって制御される情報の基盤部分を
提供するMIB 内で定義されています。SNMP は、ネットワーク越しにMIB の情報へアク
セスする際に使用するMIB 仕様のフォーマット、およびプロトコルの両方を定義していま
す。

本スイッチには、SNMPのバージョン1、2cおよび3をサポートする機能が含まれています。
このエージェントはスイッチハードウェアの状態、およびポートを通過するトラフィックを
継続的にモニターします。SNMPv1、v2cを使用したクライアントからオンボードエージェ
ントへのアクセスはコミュニティストリングにより制御されます。本製品と通信するために、
管理ステーションは認証のための正しいコミュニティストリングをはじめに送信する必要
があります。
SNMPv3を使用したクライアントからスイッチへのアクセスは、メッセージ完全性、認証、
暗号化をはじめ、MIBツリーの特定のエリアへのユーザクセス制御までを含む追加セキュ
リティ機能を提供します。

SNMPv3 のセキュリティ構造は、それぞれ固有のセキュリティレベルをもつセキュリティ
モデル群で構成されています。SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 の３つのセキュリティモ
デルが定義されています。各ユーザはセキュリティモデルと特定のセキュリティレベルに
よって定義された「グループ」に割り当てられます。各グループもまた「ビュー」と呼ば
れる読込書き込みのためのMIBオブジェクトのセットに対する既定のセキュリティアクセ
スをもっています。スイッチはデフォルトビュー（すべてのMIBオブジェクト）、およびセキュ
リティモデル v1、v2c 用に定義されたデフォルトグループをもっています。以下の表では、
使用可能なセキュリティモデルとセキュリティレベル、およびシステムのデフォルト設定を
示しています。

表 5：	SNMPセキュリティモデルおよびセキュリティレベル

モデル レベル コミュニティス
トリング グループ 読み込み

ビュー
書き込み
ビュー セキュリティ

v1 認証なし
特権なし

public default_ro_group default_view なし コミュニティストリング
のみ

v1 認証なし
特権なし

private default_rw_group default_view default_view コミュニティストリング
のみ
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モデル レベル コミュニティス
トリング グループ 読み込み

ビュー
書き込み
ビュー セキュリティ

v1 認証なし
特権なし

ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 コミュニティストリング
のみ

v2c 認証なし
特権なし

public default_ro_group default_view なし コミュニティストリング
のみ

v2c 認証なし
特権なし

private default_rw_group default_view default_view コミュニティストリング
のみ

v2c 認証なし
特権なし

ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 コミュニティストリング
のみ

v3 認証なし
特権なし

ユーザ定義 default_rw_group default_view default_view ユーザ名チェックの
み

v3 認証あり
特権なし

ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 MD5または SHAア
ルゴリズムを使用し
たユーザ認証を提供

v3 認証あり
特権あり

ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 ユーザ定義 MD5 または SHA ア
ルゴリズムを使用し
たユーザ認証、およ
び DES56-bit 暗号を
使用したデータプラ
イバシーを提供

MEMO
デフォルトグループおよびビューは、システムから削除することが可能です。そのうえで、アクセスが必要
な SNMPクライアントに対してカスタマイズしたグループやビューを定義することができます。

SNMPシステムとトラップセッティングの設定

SNMPシステム設定画面を使用し、SNMP の基本設定とトラップの設定を行います。
SNMPにてスイッチを管理するには、まずプロトコルを有効にし、基本的なアクセスパラ
メーターを設定することが必要です。トラップメッセージを発行するには、トラップ機能
を有効にした上で、宛先ホストを指定する必要があります。

パス
詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　SNMP　＞　システム

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

SNMPシステム設定

◆モード―SNMP サービスを有効／無効にする。（初期値：無効）
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◆Version―使用するSNMPのバージョンを指定します。（オプション：SNMPv1、
SNMPv2c、SNMPv3；初期値：SNMPv2c）

◆読み込みコミュニティ―SNMPエージェントへの読み込み専用アクセスに使用するコ
ミュニティです。（範囲：0-255 文字、ASCII 文字 33-126 文字のみ；初期値：public）

本パラメーターは SNMPv1とSNMPv2c のみに適用されます。SNMPv3 は認証にユー
ザベースセキュリティモデル（USM）を使用します。このコミュニティストリングは、
SNMPv3コミュニティテーブル内の SNMPv1または SNMPv2クライアントと関連して
います（85 ページ参照）。

◆書き込みコミュニティ―SNMPエージェントへの読み込み／書き込みアクセスに使用
するコミュニティです。（範囲：0-255 文字、ASCII 文字 33-126 文字のみ；初期値：
private）

本パラメーターは SNMPv1とSNMPv2c のみに適用されます。SNMPv3 は認証にユー
ザベースセキュリティモデル（USM）を使用します。このコミュニティストリングは、
SNMPv3コミュニティテーブル内の SNMPv1または SNMPv2クライアントと関連して
います（85 ページ参照）。

◆エンジン ID―SNMPv3 のエンジン IDです。（範囲：すべてが 0またはすべてが Fの
文字列を除く10-64 の 16 進数；初期値：800007e5017f000001）

SNMPv3 エンジンは独立した SNMPエージェントです。このエンジンはメッセージリプ
レイ攻撃、遅延、リダイレクションを防ぎます。また、SNMPv3 パケットの認証と暗号
化のためのセキュリティ鍵を生成するため、ユーザパスワードとともにエンジン IDが
使用されます。

固有のローカルエンジン IDが自動的に生成され、デフォルトエンジン IDとして参照
されます。ローカルエンジン IDが削除または変更された場合、すべてのローカル
SNMPユーザがクリアされてしまいます。その場合すべての既存ユーザを再設定する
必要があります。

SNMPトラップ設定

◆トラップモード―SNMPトラップを有効／無効にします。（初期値：無効）
管理／監視端末へキーイベントが報告されるようにするため、SNMPトラップを有効に
することをおすすめします。認証失敗メッセージや他のトラップメッセージを送ること
で、スイッチから特定のトラップマネージャーに対し、ステータスが変更されたことを
示すトラップを発行することができます。

◆トラップバージョン―ターゲットユーザが SNMPv1、v2cまたは v3 のどのバージョン
で動作しているかを示します。（初期値：SNMPv1）
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◆トラップコミュニティ―SNMPトラップパケットを送信する際に使用するコミュニティア
クセスストリングを指定します。（範囲：0-255 文字、ASCII 文字 33-126 文字のみ；初
期値：public）

◆トラップ宛先アドレス―通知メッセージを受信するための端末の IPv4アドレスです。

◆トラップ宛先 IPv6アドレス―通知メッセージを受信するための端末の IPv6アドレスで
す。IPv6アドレスは、8つのコロンで区切られた 16ビットの 16 進数の値を使用した、
RFC2373 の “IPv6AddressingArchitecture,” に準拠したフォーマットであることが必
要です。未定義フィールドを埋めるために必要な数値 0の適切な数を示すために、１
つのダブルコロンをアドレス内で使用できます。

◆トラップ認証失敗―SNMPリクエストの認証が失敗した場合に、特定の IPトラップマ
ネージャーへの通知メッセージを発行します。（初期値：有効）

◆トラップリンクアップ・リンクダウン―ポートリンクが確立または断絶した場合に、通知
メッセージを発行します。（初期値：有効）

◆トラップ通知モード―通知の送信を有効／無効にします。このオプションはバージョン
2c、3のホストのみで使用できます。（初期値：トラップを使用する）

トラップメッセージの受信側はレスポンスをスイッチに対して送信しません。よってト
ラップは、受信側への肯定応答リクエストを含む informメッセージほどには信頼性が
ありません。クリティカルな情報のホストへの到達を確実にするためには、informを
使用します。ただし informは、レスポンスを受信するまでの間メモリ内に情報を保持
するため、より多くのシステムリソースを消費する点に注意が必要です。Informはまた、
ネットワーク上のトラフィックを増大させます。通知をトラップとして、あるいは inform
として発行するのかを決める際に、これらの影響を考慮する必要があります。

◆トラップ情報モードタイムアウト―informメッセージを再送するまでに待機する秒数で
す。（範囲：0-2147 秒；初期値：1秒）

◆トラップ情報モードリトライ時間―受信側が肯定応答しない場合に informメッセージ
を再送する最大回数です。（範囲：0-255；初期値：5）

◆トラッププローブセキュリティエンジン ID―トラップ、および informメッセージ内で、
SNMPトラッププローブ（trapprobe）のエンジン IDを使用するかどうかを指定します。
（初期値：有効）

◆Trap	Security	Engine	ID―SNMPトラップセキュリティエンジン IDを指定します。
SNMPv3 は、認証とプライバシーのためにUSMを使用してトラップとinformを送信
します。これらのトラップとinformのためには一意のエンジン IDが必要です。”Trap
ProbeSecurityEngineID” が有効化された場合、IDが自動的にプローブされます。有
効化されていない場合は、本フィールドに指定されている IDが使用されます。（範囲：
すべてが 0またはすべてが Fの文字列を除く10-64 の 16 進数）
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MEMO
本フィールドにエンジン IDを手入力する前に、TrapProbeSecurityEngineID を無効にしておく必要があ
ります。

◆トラップセキュリティ名―SNMPトラップセキュリティ名を指定します。SNMPv3トラッ
プとinformは認証およびプライバシーのためにUSMを使用します。SNMPv3トラッ
プとinformが有効になっている場合、一意のセキュリティ名が必要となります。

MEMO
本フィールドから名前を選択するためには、まずはじめに、SNMPv3 ユーザ設定メニュー内のトラップセ
キュリティエンジンIDと同じSNMPv3ユーザを入力します（87ページの「SNMPv3ユーザの設定」を参照）。

Webインターフェース
SNMPシステムとトラップについての設定を行います。

1.	詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　SNMP　＞　システムの順にクリッ
クします。

2.	SNMPシステム設定テーブルにて、スイッチの SNMPサービスを有効にするためにモー
ドを有効にし、使用するSNMPバージョンを指定し、必要な場合はコミュニティアクセ
スストリングを変更し、SNMPバージョン3を使用する場合はエンジン IDを設定します。

3.	SNMPトラップ設定テーブルにて、スイッチからの SNMPトラップ送信を許可するため
トラップモードを有効にします。トラップバージョン、トラップコミュニティ、トラップメッ
セージを受信する端末の IPv4または IPv6アドレスを指定します。発行するトラップの
種類を選択し、SNMPv2cまたは v3クライアントのためのトラップ inform設定を行い
ます。SNMPv3クライアントの場合、セキュリティエンジン ID、および v3トラップと
informメッセージ内で使用されるセキュリティ名を設定します。

4.	保存をクリックします。
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図 19：SNMPシステム設定

SNMPv3コミュニティアクセスストリングの設定

SNMPv3コミュニティ設定画面から、コミュニティアクセスストリングを設定します。
SNMPv1 および v2cクライアントからのアクセスを承認するために使用するすべてのコ
ミュニティストリングが、SNMPv3コミュニティ設定テーブルにリストアップされている必
要があります。セキュリティ上の理由から、デフォルトストリングを削除しておくことをお
すすめします。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-SNMP-コミュニティ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。
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◆コミュニティ―SNMPエージェントへのアクセスを許可するためのコミュニティストリン
グを指定します。（範囲：1-32 文字、ASCII 文字 33-126 文字のみ；初期値：public、
private）

SNMPv3ではこれらをセキュリティ名として扱い、SNMPv3グループ設定テーブル内で
はSNMPv1またはSNMPv2のコミュニティストリングとしてマッピングされます（88ペー
ジの「SNMPv3グループの設定」を参照）。

◆ソース IP―SNMPクライアントのソースアドレスを指定します。

◆ソースマスク―SNMPクライアントのためのアドレスマスクを指定します。

Webインターフェース
SNMPコミュニティアクセスストリングを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-スイッチ-SNMP-コミュニティの順にクリックします。

2.	デフォルトコミュニティストリングに対して IPアドレスとマスクを設定します。設定しな
い場合は、セキュリティ上の観点から、これらのストリングを削除しておくことをおすす
めします。

3.	スイッチへのアクセスを行うSNMPv1または v2クライアントに必要なコミュニティスト
リングを、各クライアントのソースアドレス、アドレスマスクとともに新たに追加します。

4.	保存をクリックします。

図 20：SNMPv3コミュニティ設定
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SNMPv3ユーザの設定

SNMPv3 ユーザ設定画面を使用し、各 SNMPv3 ユーザのための一意の名前、リモートエ
ンジン IDを定義します。ユーザは特定のセキュリティレベル、使用する認証タイプとプラ
イバシープロトコルとともに設定される必要があります。

MEMO
本画面で割り当てられたすべてのユーザはSNMPv3グループ設定画面（88ページ参照）のUSMセキュリティ
モデルへ割り当てられたグループ、および、SNMPv3アクセス設定画面（91 ページ参照）のグループへ割り
当てられたビューと関連しています。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-SNMP-ユーザ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆エンジン ID―ユーザの存在するリモートデバイス上の SNMPエージェントのエンジン
識別子です。（範囲：すべてが 0またはすべてが Fの文字列を除く10-64 の 16 進数）

リモートデバイス上の SNMPv3 ユーザへ informメッセージを送信するためには、ユー
ザの存在するリモートデバイス上の SNMPエージェントのためのエンジン識別子をは
じめに指定しておく必要があります。リモートエンジン IDは、リモートホスト上のユー
ザへ送信されるパケットを認証および暗号化するためのセキュリティダイジェストを算
出するために使用されます。

SNMPパスワードは、エンジン IDを使用してローカライズされています。プロキシリ
クエストや informを送信できるようにする前に、リモートエージェントの SNMPエン
ジン IDを設定しておく必要があります（81 ページの「SNMPシステムとトラップセッティ
ングの設定」を参照））。

◆ユーザ名―SNMPエージェントに接続するユーザの名前です。（範囲：1-32 文字、
ASCII 文字 33-126 文字のみ）

◆セキュリティレベル―ユーザへ割り当てるセキュリティレベルです。

nn 認証なし権限なし―SNMP 接続時の認証、暗号化を一切行いません。（これが
SNMPv3 の場合のデフォルト設定です。）

nn 認証あり権限なし―SNMP通信で認証を使用しますが、データは暗号化されません。

nn 認証あり権限あり―SNMP 通信で認証、暗号化の両方を行います。

◆認証プロトコル―認証に使用される方法です。
（オプション：なし、MD5、SHA；初期値：MD5）

◆認証パスワード―認証パスフレーズを識別するための平文テキストストリングです。
（範囲：MD5は 1-32 文字、SHAは 8-40 文字）



88

Chapter4　ネットワークスイッチの構成

◆プライバシープロトコル―データプライバシーに使用する暗号化アルゴリズムです。現
在 56ビットDES のみが使用可能です。（オプション：なし、DES；初期値：DES）

◆プライバシーパスワード―プライバシーパスフレーズを識別するためのストリングです。
（範囲：8-40 文字、ASCII 文字 33-126 文字のみ）

Webインターフェース
SNMPv3 ユーザを設定します。

1.	詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　SNMP　＞　ユーザの順にクリック
します。

2.	追加をクリックしてユーザ名を設定します。

3.	最大 64 文字の 16 進数から成るリモートエンジン IDを入力します。

4.	ユーザ名、セキュリティレベル、認証およびプライバシー設定を定義します。

5.	保存をクリックします。

図 21：SNMPv3ユーザ設定

SNMPv3グループの設定

SNMPv3グループ設定画面からSNMPv3グループを設定します。SNMPv3グループでは、
割り当てられたユーザを、SNMPv3アクセス設定画面（91 ページ参照）にて定義された特
定の読み込み書き込みビューへ制限するためのアクセスポリシーを定義します。既定の
デフォルトグループを使用するか、または、新しいグループおよびそのグループへ許可す
るビューを作成することもできます。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-SNMP-グループ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆セキュリティモデル―ユーザのセキュリティモデルです。（オプション：SNMPv1、v2c
またはユーザベースセキュリティモデル）
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◆セキュリティ名―SNMPエージェントへ接続するユーザの名前です。（範囲：1-32 文字、
ASCII 文字 33-126 文字のみ）

本パラメーター用に表示されるオプションは選択したセキュリティモデルによって決ま
ります。SNMPv1、v2c の場合、スイッチは SNMPv3コミュニティ設定画面（85 ページ
参照）にて設定された名前を表示します。USM（または SNMPv3）の場合、スイッチ
は SNMPv3 ユーザ設定画面（87 ページ参照）にて設定された名前およびローカルエン
ジン IDを表示します。USMのエントリーを修正するには、まず既存のエントリーを削
除することが必要です。

◆グループ名―SNMPグループの名前です。（範囲：1-32 文字、ASCII 文字 33-126 文
字のみ）

Webインターフェース
SNMPv3グループを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-スイッチ-SNMP-グループの順にクリックします。

2.	追加をクリックして新しいグループを作成します。

3.	セキュリティモデルを選択します。

4.	セキュリティ名を選択します。SNMPv1、v2c の場合、SNMPv3コミュニティ設定画面
にて設定された内容を基にセキュリティ名が表示されます。USM（または SNMPv3）
の場合、SNMPv3 ユーザ設定画面にて設定された内容を基にセキュリティ名が表示さ
れます。

5.	グループ名を入力します。グループへ割り当てるビューは、SNMPアクセス設定画面（91
ページ参照）にて指定されている必要があります。

6.	保存をクリックします。

図 22：SNMPv3グループ設定
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SNMPv3ビューの設定

SNMPv3 ビュー設定画面を使用し、MIBツリー上の特定の部分へのユーザクセスを制限
するビューを定義します。既定のビューである ”default_view” は、MIBツリー全体へのア
クセスが可能です。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ビュー名―SNMPビューの名前です。（範囲：1-32 文字、ASCII 文字 33-126 文字のみ）

◆ビュータイプ―MIBツリー内のブランチのオブジェクト識別子がSNMPビューに含まれ
ている（included）か、含まれていない（excluded）かを示します。一般的に、エントリー
のビュータイプが ”excluded” の場合、もう一方のビュータイプ ”である included” の
エントリーが存在し、同OID のサブツリーが ”excluded” ビューエントリーとオーバー
ラップしている必要があります。

◆OIDサブツリー―MIB ツリー内のブランチのオブジェクト識別子です。先頭文字がピ
リオド (.) である必要があります。アスタリスクを使って、OIDストリングの特定の部分
をマスクするためにワイルドカードを使用できます。（長さ：1-128）

Webインターフェース
SNMPv3 ビューを設定します。

1.	詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　SNMP　＞　ビューの順にクリック
します。

2.	新ビューの追加（Addnewview）をクリックして新しいビューを作成します。

3.	ビュー名、ビュータイプ、OID サブツリーを入力します。

4.	保存をクリックします。

図 23：	SNMPv3ビュー設定
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SNMPv3グループアクセス権の設定

SNMPv3アクセス設定画面を使用し、各 SNMPグループがアクセスを許可されたMIBツ
リーの部位を割り当てます。MIBツリーの異なる部分へのアクセスを指定するために、複
数のビューをグループへ割り当てることができます。

パス
詳細設定-セキュリティ-スイッチ-SNMP-アクセス

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆グループ名―SNMPグループの名前です。（範囲：1-32 文字、ASCII 文字 33-126 文
字のみ）

◆セキュリティモデル―グループへ割り当てるセキュリティモデルです。（オプション：
any、v1、v2c、ユーザベースセキュリティモデル（usm）；初期値：すべて）

◆セキュリティレベル―グループへ割り当てるセキュリティレベルです。

nn 認証なし特権なし―SNMP 接続時の認証、暗号化を一切行いません。（これが
SNMPv3 の場合のデフォルト設定です。）

nn 認証あり特権なし―SNMP通信で認証を使用しますが、データは暗号化されません。

nn 認証あり特権あり―SNMP 通信で認証、暗号化の両方を行います。

◆読み込みビュー名―読み込みアクセス用に設定されたビューです。（範囲：1-32 文字、
ASCII 文字 33-126 文字のみ）

◆書き込みビュー名―書き込みアクセス用に設定されたビューです。（範囲：1-32 文字、
ASCII 文字 33-126 文字のみ）

Webインターフェース
SNMPv3グループアクセス権を設定します。

1.	詳細設定　＞　セキュリティ　＞　スイッチ　＞　SNMP　＞　アクセスの順にクリッ
クします。

2.	追加をクリックして新しいエントリーを作成します。

3.	グループ名、セキュリティ設定、読み込みビュー、書き込みビューを指定します。

4.	保存をクリックします。
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図 24：SNMPv3アクセス設定

リモートモニタリング

リモートモニタリングはリモートデバイスが個別に情報を収集したり指定のイベントに反
応する事を許可します。
本スイッチは独立して広い範囲のタスクを実行しネットワーク管理のトラフィックを大きく
減らす事ができるデバイスです。これはネットワークパフォーマンス上で継続して診断を
実行し情報を記録する事ができます。あるイベントが引き起こされると自動的にネットワー
クアドミニストレーターに機能の不具合を通知しイベントの履歴情報を提供します。端末
に接続できない場合は、指定のタスクの実行を続け次回接続された時に端末にデータを
返します。

本スイッチは統計と履歴、イベントおよびアラームグループから構成されるmini-RMON
をサポートしています。RMONが有効になるとシステムは関連した RMONデータベース
グループに情報を保存しながら物理インターフェースの情報を徐々に構築して行きます。
次に端末はSNMPプロトコルを使用して定期的に本製品とコミュニケーションを取ります。
本製品が危機的なイベントに遭遇した場合、本製品は自動的にイベントに反応する事が
できるトラップメッセージを送ります。

RMON(リモートネットワークモニタリング )	の統計サンプルを設定する

ネットワークの共通のエラーと全体のトラフィックレートのモニタリングに使用するポート
の統計を集めるために RMON(リモートネットワークモニタリング )統計設定ページを使
用します。

パス
詳細設定、セキュリティ、リモートモニタ、統計

コマンド使用方法
◆インターフェースの統計の収集が既に有効になっている場合、変更を行う前にそのエ
ントリーは削除しておきます。

◆各エントリーで集められる情報には次の物が含まれます：ドロップイベント、入力オク
テット、ブロードキャストパケット、マルチキャストパケット、CRCアラインメントエラー、
アンダーサイズパケット、オーバーサイズパケット、フラグメント、Jabber、コリジョン、
様々な大きさのフレーム
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パラメーター
次のパラメーターが表示されます：

◆ID―エントリーの値( 範囲：　1-65535)

◆データソース - ポート ID

Webインターフェース
ポートの統計の標準サンプリングを有効にするには：

1.	詳細設定 -セキュリティ-スイッチ -リモートモニタ-統計をクリックします。

2.	「追加」をクリックします。

3.	 IDとポート番号を入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 25：RMON(リモートネットワークモニタリング )	統計設定

RMON(リモートネットワークモニタリング )	履歴サンプルを設定する

物理インターフェースの統計を集めネットワークの利用状況とパケットタイプ、エラーをモ
ニターするために RMON(リモートネットワークモニタリング )履歴設定ページを使用しま
す。アクティビティの履歴は断続的な問題の検出に使用する事ができます。記録は高トラ
フィックレベルやブロードキャストストーム、その他の不自然なイベントの問題を検出す
る事ができる通常のアクティビティの規定に使用できます。また、ネットワークの増大予
測とネットワークがオーバーロードする前に拡張計画を立てる事にも使用できます。

パス
詳細設定、セキュリティ、リモートモニタ、履歴
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コマンド使用方法
各サンプルで集められる情報には次に物を含みます：
各エントリーで集められる情報には次の物が含まれます：ドロップイベント、入力オクテッ
ト、ブロードキャストパケット、マルチキャストパケット、CRCアラインメントエラー、ア
ンダーサイズパケット、オーバーサイズパケット、フラグメント、Jabber、コリジョン、ネッ
トワーク利用状況

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆ID―エントリーの値 ( 範囲：1-65535)

◆データソース - ポート ID

◆間隔―ポーリング間隔( 範囲：1-3600秒；デフォルト：1800秒 )

◆バケット -このエントリーに要求されたバケットの数 ( 範囲1-3600；デフォルト50)

◆認証済バケット―認証されたバケットの数

Webインターフェース
定期的にポートの統計をサンプリングするには：

1.	詳細設定 -セキュリティ-スイッチ -リモートモニタ-履歴をクリックします。

2.	「追加」をクリックします。

3.	 IDとポート番号、サンプル間隔、最大要求バケット数を入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 26：RMON(リモートネットワークモニタリング )	履歴設定
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アラームを設定する

イベントへのレスポンスを生成する具体的な基準を定義するのに RMONアラーム設定
ページを使用します。
アラームは全てのタイムインターバルでテストデータを設定できます。また、（特定の値
に到達した統計カウンターや、設定したインターバルでの特定量の統計変化等など）絶
対値もしくは可変値をモニターすることができます。アラームは上昇閾値、下降閾値に設
定することができます。ただし、アラームは上昇または下降閾値に対して設定することが
できますが、一旦アラームのトリガーが引かれたら、統計値が反対の境界閾値を超えて
再びトリガーの閾値に戻るまで再度トリガーは引かれません。

パス
詳細設定、セキュリティ、リモートモニタ、アラーム

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆ID―エントリーの値 ( 範囲：1-65535)

◆間隔―ポーリング間隔( 範囲：1-2^31秒 )

◆MIB 番号―サンプリングされるMIB 変数のオブジェクト識別子。タイプ ifEntry.n.n
変数のみサンプリングされます。ifEntry.n は一意的にMIB 変数を定義し、ifEntry.n.n
は MIB 変数とifIndex を定義します。例えば 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10.1 は ifIn オクテット
(ifInOctets) を意味し、1. の ifIndexです。

◆サンプルタイプ―指定された変数内の絶対変化と相対変化のテスト。

nn 絶対値チェック―変数はサンプリングピリオドの最後で直接閾値と比較されます。

nn 差分チェック―最後のサンプルが現在の値から差し引かれ差分が閾値と比較されま
す。

◆値―最後のサンプルピリオドの統計値

◆開始アラーム - アラームを開始するサンプリング方法を設定します。

nn 上昇―最初の値が上昇閾値よりも大きな場合、アラームが作動します。

nn 下降―最初の値が下降閾値よりも小さな場合、アラームが作動します。

nn 上昇または下降―最初の値が上昇閾値より大きい場合または下降閾値より小さい
場合、アラームが作動します。（デフォルト設定）
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◆上昇閾値―現在の値が上昇閾値よりも大きく最後のサンプル値がこの閾値よりも小さ
な場合アラームが生成されます。上昇イベントが生成された後は、サンプル値が上昇
閾値以下に下がり、下降閾値に到達して再度上昇閾値に戻るまでは同様のイベントは
生成されません。（範囲：-2147483647から2147483647）

◆上昇値―変数が上昇閾値を超えた事が測定されアラームが発動するとこのイベント値
を使用します。イベントコントロールテーブルに対応するエントリーがない場合、イベ
ントは生成されません。( 範囲：1-65535)

◆下降閾値−現在の値が下降閾値よりも小さくサイドのサンプル値がこの閾値よりも大き
い場合アラームが生成されます。下降イベントが生成された後は、サンプル値が下降
閾値以上に上昇し、上昇閾値に到達し再度下降閾値に戻るまでは同様のイベントは作
成されません。( 範囲：-2147483647 から2147483647)

◆下降値―変数が下降閾値を下回った事が測定されアラームが発動するとこのイベント
値を使用します。イベントコントロールテーブルに対応するエントリーがない場合、イ
ベントは生成されません。( 範囲：1-65535)

Webインターフェース
RMON(リモートネットワークモニタリング )アラーム設定するには：

1.	詳細設定 -セキュリティ-スイッチ -リモートモニタ-アラームをクリックします。

2.	「追加」をクリックします。

3.	 ID、ポーリング間隔、ポーリングされるMIB 番号、サンプルタイプ、開始アラーム、閾値、
発動するイベントを入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 27：RMON(リモートネットワークモニタリング )アラーム設定
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イベントを設定する

RMON(リモートネットワークモニタリング )イベント設定ページを使用してアラームが発
動した時のアクションを設定します。この応答にはアラームのロギングもしくはトラップマ
ネージャーへの送信メッセージが含まれます。アラームと対応したイベントはネットワー
クの危機的な問題に迅速な応答を提供します。

パス
詳細設定 -セキュリティ−リモートモニタ-イベント

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ID―エントリーの値 ( 範囲：1-65535)

◆詳細―イベントの詳細コメント( 値：0-127 文字 )

◆タイプ―イベントが起動するためのタイプを指定します。

nn none―イベントは生成されません。

nn Log―イベントが引き起こされた時のRMONログエントリーを生成します。ログメッ
セージはイベントロギングの現在の設定を基に処理されます。（60 ページの「リ
モートログメッセージの設定」を参照）

nn snmptrap―設定されている全てのトラップマネージャーにトラップメッセージを送
ります。（81 ページの「SNMPシステムとトラップセッティングの設定」を参照）

nn logandtrap―イベントを記録しトラップメッセージを送ります。

◆コミュニティ―トラップオペレーションとともに SNMPv1とv2 ホストに送られるパス
ワードのようなコミュニティストリングです。コミュニティストリングはこの設定ページ
で送られますが、ここで設定をする前に SNMPトラップ設定ページで定義する事をお
勧めします（85ページの「SNMPv3コミュニティアクセスストリングの設定」を参照）(値：
0-127 文字 )

◆最終イベント時間―イベントがこのエントリーに最後に生成された時の sysUpTime の
値です。

Webインターフェース
RMON(リモートネットワークモニタリング )イベントを設定するには：

1.	詳細設定 -セキュリティ-スイッチ -リモートモニタ-イベントをクリックします。

2.	「追加」をクリックします。
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3.	 ID、イベントの詳細、起動するイベントのタイプ、トラップメッセージとともに送られる
コミュニティストリングを入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 28：RMON(リモートネットワークモニタリング )	イベント設定

ポートセキュリティコントロール制限を設定する

ポートセキュリティコントロール制限設定は与えられたポートへアクセスするユーザーの
数を制限するために使用します。
ユーザーはMACアドレスとVLANIDで特定されます。ポートでコントロール制限が有効
になると、そのポートでは特定の制限までユーザーの最大数が制限されます。ユーザー
数が超えた場合スイッチは指定のレスポンスをします。

パス
詳細設定、セキュリティ、ネットワーク設定、コントロール制限

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

システム設定 (グローバルスタック)

◆モード―コントロール制限の有効・無効はグローバルスタックです。グローバルを無
効にした場合他のモジュールは下層の機能は使う事ができますがチェック機能とそれ
に伴うアクションは無効になります。

◆エージング有効―有効にするとセキュアなMACアドレスは下のエージング時間で設
定されているエージングの影響下に置かれます。エージングを有効にすると、端末が
セキュアになると同時にタイマーがスタートします。タイマーが失効するとスイッチは
端末からフレームの調査を始め、当該のフレームが次のエージング時間に無いと、そ
の端末は接続が解除されたと見なされ、相当するリソースが解放されます。

◆エージング時間―エージング有効にチェックを入れるとこのパラメーターでエージング
時間がコントロールされます。他のモジュールがセキュアなMACアドレスに下層のポー
トセキュリティを使用している場合、それらはエージング時間に対して別の要求事項が
あるかもしれません。下層のポートセキュリティはこの機能を使用する全てのモジュー
ルに対して要求された最短のエージング時間を使用します。( 範囲：10-10,000,000秒；
デフォルト：3600秒 )
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ポート設定

◆ポート―ポート ID

◆モード―当該ポートのコントロール制限の有効・無効をコントロールします。コント
ロール制限を実施するにはこのモードとグローバルモードの両方を有効にしなければ
なりません。他のモジュールが付与されたポートにコントロール制限を有効にせずに
下層のポートセキュリティを使用し続けている事にが分かります。

◆制限―このポートでセキュアな最大MACアドレス数。この数字は 1024を超える事は
できません。この制限を超えた場合、対応したアクションが取られます。

スイッチは新しいMACアドレスがポートセキュリティの有効なポートで確認されるとす
ぐに全てのポートで構成されるMACアドレスの総数とともに初期化されます。全ての
ポートは同じプールで構成されるため、残りのポートが利用可能なMACアドレスを全
て使用していると設定された最大値は付与されない事があります。

◆アクション―制限に達するとスイッチは以下のうちのいずれかのアクションを取る事が
できます。

nn 無し：ポートの指定された制限以上のMACアドレスを許可せず、追加のアクション
も取りません。

nnトラップ：制限値+1のMACアドレスがポートで確認されたらSNMPトラップを送
ります。エージングが無効の場合は SNMPトラップだけが送信されます。エージン
グが有効の場合制限を超えるたびに新しい SNMPトラップが送られます。

nn シャットダウン：制限値+1のMACアドレスがポートで確認されたら、ポートをシャッ
トダウンします。これは全てのセキュアなMACアドレスがポートから取り除かれ新
しいアドレスが学習されない事を意味します。物理的に (ケーブルを取り外す事で）
リンクがポートから切断され、再接続してもポートはシャットダウンしたままになり
ます。このポートを再び開くには以下の３つの方法があります。

nn スイッチを起動します。

nn ポートまたはスイッチのコントロール制限を「無効」にした後に再度「有効」に
します。

nn「ポート開放」ボタンをクリックします。

nnトラップ &シャットダウン：制限値+1のMACアドレスがポートで確認されたら、
上で説明した「トラップ」と「シャットダウン」の両方のアクションを取ります。

◆ステータス―ここではポートのコントロール制限のステータスを表示します。ステータ
スは以下の 4つの値から選択されます：

nn 無効：コントロール制限はグローバルまたはポート上で無効となっています。

nn Ready：リミットには達していません。これは設定可能な全てのアクションで表示さ
れます。



100

Chapter4　ネットワークスイッチの構成

nn LimitReached：ポートのリミットに達している事を示します。このステータスはアク
ションが「無し」または「トラップ」に設定されている場合のみ表示されます。

nn シャットダウン：コントロール制限モジュールによりポートがシャットダウンしている
事を示します。このステータスはアクションが「シャットダウン」または「トラップ &
シャットダウン」に設定されている場合のみ表示されます。

◆ポート開放―ポートがこのモジュールでシャットダウンした場合、このボタンをクリッ
クする事でポートを再度開く事ができます。これはこのケースでのシャットダウンでの
み有効です。他の方法については「アクション」セクションの「シャットダウン」を参
照してください。

ノート：「ポート開放ボタン」をクリックするとページもリフレッシュされ、保存されて
いない変更は失われます。

Webインターフェース
ポートコントロール制限を設定するには：

1.	詳細設定 -セキュリティ-ネットワーク設定 -コントロール制限をクリックします。

2.	システム設定パラメーターでグローバルスタックのコントロール制限のモードを「有効」
または「無効」に設定し、必要に応じて「エージング有効」「エージング時間」の設
定をします。

3.	ステータス、アドレスの制限、制限を超えた場合のアクションを含む各ポートのコント
ロール制限を設定ます。

4.	「保存」をクリックします。

図 29：ポートセキュリティ制限設定
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ネットワークアクセスサーバーを経由して認証設定をする

ネットワークスイッチはクライアントPCを接続するだけでネットワークリソースへのオー
プンで容易なアクセスを提供します。この自動設定とアクセスは魅力のある機能ですが、
スイッチは権限のないユーザーにも簡単にネットワークへの侵入を許し、ネットワーク上
の重要なデータを入手することを可能にしてしまいます。

そのためネットワークアクセスサーバー設定のページを使用して IEEE802.1Xポートベー
スおよびMACベースの認証設定を行って下さい。802.1Xスタンダードは初めにユーザー
に認証のための資格情報を要求することでネットワークへの権限のないアクセスを防止す
るポートベースのアクセスコントロールプロセスです。ネットワーク内の全てのポートへ
のアクセスは確実にサーバーからコントロールされるので、承認されたユーザーはネット
ワーク内のどの場所からでも同じ資格情報を使用する事ができます。

図 30：ポートセキュリティを使用する

802.1x 
クライアント

RADIUS
サーバー

1. クライアントはスイッチのポートへアクセスを試みます。
2. スイッチはクライアントに識別リクエストを送ります。
3. クライアントは識別情報を返します。
4. スイッチはこの情報を認証サーバーに転送します。
5. 認証サーバーはクライアントを審査します。
6. クライアントは適切な資格情報を返します。
7. 認証サーバーがアクセスを承認します。
8. スイッチがクライアントにポートへのアクセスを許可します。

本スイッチはユーザーの情報とアクセス権を検証するための認証プロトコルメッセージを
クライアントおよびリモートRADIUS サーバーと交換するために LAN 上で動作する拡張
可能な認証プロトコル (EAPOL) を使用しています。
これらのバックエンドサーバー (backendservers) は AAAメニュー（136 ページ参照）から
設定します。

クライアント( 例：サプリカント）がスイッチポートに接続すると、スイッチ (オーセンティ
ケーター）は EAPOL 識別リクエストで応答します。クライアントはスイッチに EAPOLレ
スポンスにある (ユーザー名等の ) 識別情報を提供し、スイッチは RADIUS サーバーに
転送します。RADIUS サーバーはクライアントの識別情報を審査し、クライアントにアクセ
スチャレンジを返します。RADIUS サーバーからの EAP パケットにはチャレンジだけでは
なく使用される認証方法も含まれています。クライアントソフトウェアとRADIUS サーバー
の設定に応じて、クライアントは認証方法を拒否して別の方法をリクエストする事ができ
ます。
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認証メッセージを通過するために IEEE802.1X で使用している暗号化方法は MD5
(Message-Digest5)、TLS (TransportLayerSecurity)、PEAP(ProtectedExtensible
AuthenticationProtocol)、または TTLS(TunneledTransportLayerSecurity)となります。
ただし、MACベース認証でサポートされている暗号化方法はMD5のみです。クライアン
トはパスワードや証明書等の資格情報で適切な方法に応答します。RADIUS サーバーは
クライアントの資格情報を審査し承認または拒否パケットを返します。認証が成功すると
スイッチはクライアントにネットワークアクセスを許可します。失敗した場合はネットワー
クアクセスは却下されポートはブロックされたままとなります。

スイッチの 802.1X の運用には以下の事が要求されます：

◆スイッチには IPアドレスが割り振られていなければいけません。

◆ RADIUS 認証はスイッチと指定された RADIUS サーバーの IPアドレスで有効になって
いなければ行けません。バックエンドRADIUSサーバーは認証サーバー設定(AAA)ペー
ジで設定します。（136 ページ参照）

◆ 802.1X/MAC ベース認証はグローバルに有効になっていなければなりません。

◆クライアントの認証を要求する各ポートの管理者権限は 802.1XまたはMACベースで
設定されている必要があります。

◆ 802.1X 認証を使用しているとき：

nn 認証が必要な各クライアントは dot1クライアントソフトウェアがインストールされ正
しく設定されている必要があります。

nn 802.1X 認証を使用する時は、RADIUS サーバーと802.1Xクライアントは EAPをサ
ポートしていなければいけません。(スイッチはサーバーからクライアントへ EAP パ
ケットを通すためのプロトコルとしてEAPOL のみサポートしています。)

nn RADIUS サーバーとクライアントは同じタイプの EAP 認証をサポートしていなければ
いけません。(MD5、PEAP、TLS、または TTLS)
Windows7、WindowsVista、WindowsXP、Windows2000SP4 ではこれらの暗
号化方式をネイティブでサポートしています。この暗号化方式をWindows95 や 98
でサポートするには AEGISdot1xクライアントまたは道都の機能のあるソフトウェア
を使用します。

MAC ベースの認証は同じポート上で複数ユーザーの認証を許可し、ユーザーは特別に
802.1Xソフトウェアをシステムにインストールする必要はありません。スイッチはバックグ
ラウンドサーバーに反してクライアントのMACアドレスを認証に使用します。ただし、ネッ
トワークへの侵入者は偽のMACアドレスを偽造する事ができる為、MACベース認証は
802.1X 認証よりも安全性が下がります。
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詳細設定、セキュリティ、ネットワーク設定、ネットワークアスクセスサーバー

使用ガイドライン
802.1X を有効にする時は、クライアントとスイッチ間で実行される ( 認証コード：
authenticator のような ) 認証プロセスのパラメーターとスイッチと認証サーバー間で実
行されるクライアント識別情報を検索するプロセスを設定する必要があります。このセク
ションではこれらのパラメータが記載されています。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。：

システム設定

◆モード―スイッチで 802.1XとMACベースの認証がグローバルに有効か無効かを示
します。グローバルに無効な場合、全てのポートは転送フレームを受け入れます。

◆再認証有効―再認証ピリオドによって指定されたインターバル後にクライアントを再
認証するように設定します。再認証はスイッチのポートに新しいデバイスが接続された
事を検出する事に使用できます。(デフォルト：無効）

MACベースポートでは再認証は RADIUS サーバーの設定が変更された場合のみ機能
します。これはスイッチとクライアントのコミュニケーションは含まれていないのでクラ
イアントがポート上にまだ存在しているかどうかは含みません。(以下のエージングピ
リオドをご参照ください )

◆再認証ピリオド―接続されたクライアントが再認証を行わなければいけない間隔を設
定します。（範囲：1-3,600；デフォルト：3,600 秒 )

◆EAPOLタイムアウト―認証セッション中、EPAOL パケット識別リクエストを再転送する
前にサプリカントの応答を待つ時間を設定します。（範囲：1-255 秒；デフォルト：30 秒 )

◆エージングピリオド	―このピリオドは、次に記載するシングル 802.1X、マルチ 802.1X
もしくはMACベース認証でクライアントがスイッチへの許可されたアクセスができなく
なるの時時間を計算するのに使われます。
( 範囲：10―1000000 秒；デフォルト：300秒 )

ネットワークアクセスサーバーモジュールがセキュアなMACアドレスにポートセキュリ
ティモジュールを使用するとき、ポートセキュリティモジュールは問題のMACアドレス
の活動を定期的にチェックし与えられたエージングピリオド内で活動が見られない場合
リソースを開放する必要があります。

再認証が有効でポートが 802.1X ベースのモードである場合、そのポートに接続されて
いないサプリカントは次の再認証に失敗し取り除かれるので、それ程重要ではありま
せん。しかし再認証が有効でない場合、そのエントリーをエージングする事でのみリソー
スを開放する事ができます。
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MACベース認証モードのポートでは再認証はスイッチとクライアント間の直接コミュニ
ケーションをもたらさないので、クライアントがまだポートに接続されているかどうか
は検出されません。この場合そのエントリーをエージングする事でのみリソースを開放
する事ができます。

◆ホールド時間―拡張可能な認証プロトコル―クライアントのアクセスが許可されない
EAPFailure 表示または RADIUSタイムアウト後の時間。この設定はシングル 802.1X、
マルチ802.1XもしくはMACベース認証で動作しているポートに適用されます。(範囲：
10-1000000秒；デフォルト：10秒 )

RADIUS サーバーがクライアントアクセスを拒否する、または RADIUS サーバーが (AAA
メニューで設定されているタイムアウトに従い )タイムアウトをリクエストするとクライ
アントは未許可のステータスに保留されます。このステータスでは進行中の認証の間
はホールドタイマーはカウントダウンしません。

MACベース認証モードではスイッチはホールド時間の間にクライアントから送られてく
る新しいフレームを無視します。

◆RADIUS-Assigned	QoS	有効	―RADIUS-AssignedQoSはスイッチに割り当てられてい
る認証に成功したサプリカントから来るトラフィックのトラフィッククラスを一元管理す
る手段を提供します。RADIUS サーバーはこの機能を利用するために特別な RADIUS
属性を送信するように設定されてなければいけません。

RADIUS-AssignedQoS有効のチェックボックスはグローバルに RADIUS- サーバー
AssignedQoS の機能を有効または無効にする簡単な方法です。チェックを入れるとそ
れぞれのポートの設定は RADIUS-AssignedQoSがそのポートで有効かを決定します。
チェックを外すとRADIUS-AssignedQoSは全てのポートで無効になります。

RADIUS-AssignedQoS がグローバルに有効で与えられたポートでも有効な場合、ス
イッチはサプリカントが認証に成功した時にRADIUS サーバーから送信された RADIUS
Access-Acceptパケットで運ばれたQoSClassinformation に反応します。RADIUS-
AssignedQoS が存在し有効な場合、サプリカントのポートで受信するトラフィックは与
えられたQoSクラスに分類されます。再認証に失敗するか RADIUSAccess-Accept パ
ケットがQoSクラスを運ばなくなるかQoSクラスが無効な場合、もしくはサプリカント
がそのポートに既に存在しない場合、ポートのQoSクラスは直ちにオリジナルのQoS
クラスに戻ります。(これは一方で RADIUS-Assigned設定に影響を与えずにアドミニス
トレーターにより変更されます。)

このオプションはシングルクライアントモードでのみ使用可能です。( 例、ポートベース
802.1Xとシングル 802.1X(port-based802.1X/Single802.1X.)

QoSクラスの識別に使用されるRADIUS 属性

ユーザープライオリティテーブル属性は Access-Accept パケットのQoSクラスを識別
する基盤になるRFC4675フォームで定義されます。
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パケット内のこの属性の初めの出現のみ検討されます。有効にするには属性の値にあ
る全ての 8オクテットは、同等かつ '0'―'3' の範囲の望ましいQoSクラスに変換され
る同一範囲の ASCII 文字で構成されていなければなりません。

認証されたユーザーのためにスイッチポートに適用されるQoSの割当は以下に説明す
るRADIUS サーバー上に設定されます。

nn フィルター ID属性は以下のQoSインフォメーションをパスするために RADIUS サー
バー上に設定する事ができます。

表 6：	ダイナミックQoSプロファイル
プロファイル Attribute	Syntax 例
Diffserv service-policy-in=policy-map-name service-policy-in=p1

RateLimit rate-limit-input=rate rate-limit-input=100(inunitsofKbps)

802.1p switchport-priority-default=value switchport-priority-default=2

nn マルチプロファイルはそれぞれのプロファイルを分けるためにセミコロンを使用して
フィルター ID属性内に指定する事ができます。

例えば、属性 “service-policy-in=pp1;rate-limit-input=100” は、diffservプロファ
イル名が “pp1,” でイングレスレート制限のプロファイル値 (theingressratelimit
profilevalue) は 100kbpsとなります。

nn 複製したプロファイルがフィルター ID属性 (Filter-IDattribute) をパスしたら、初め
のプロファイルのみ使用されます。

例えば属性が“service-policy-in=p1;service-policy-in=p2” の場合、スイッチはそ
のDiffServプロファイルの “p1.” のみ適用します。

nn フィルター ID内でサポートしないプロファイルは全て無視されます。

例えば属性が “map-ip-dscp=2：3;service-policy-in=p1,” の場合、スイッチは
“map-ip-dscp”プロファイルを無視します。

nn 認証が成功すると以下のいずれかの理由によりダイナミックQoSインフォメーション
は RADIUS サーバーを通過しません。( 認証結果は変更無しのままになります。)

nn ユーザープロファイルを運ぶためのフィルター ID属性を見つける事ができませ
ん。

nn フィルター ID属性が空白です。

nn ダイナミックQoSアサインメントのためのフィルター ID属性のフォーマットが認
識できません。( 全てのフィルター ID属性を認識できません。

nn 次の条件が発生するとダイナミックQoSアサインメントは失敗し認証結果は成功か
ら失敗に変わります。
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nn プロフィール値に不正なキャラクターが発見される。( 例えば、802.1pプロファイ
ル値に非デジタル文字が使用されている。)

nn 認証されているポートで受信したプロファイルの構成に失敗する。

nn 最後にユーザーがダイナミックQoSアサインメントがあるポートからログオフすると
スイッチはそのポートにオリジナルのQoS 設定をリストアします。

nn ユーザーが既にログインしている同じポートに異なる応答ダイナミックQoSプロファ
イルでネットワークにログインしようとすると、このユーザーはアクセスを拒否され
ます。

nn ポートには dynamicQoSプロファイルを持っていても、マニュアルでのQoS 設定
の変更は全てのユーザーがポートからログオフしてからしか反映されません。

◆RADIUS-Assigned	VLAN	有効―RADIUS-AssignedVLAN は認証の成功したサプリカ
ントがスイッチに配置されているVLANを一元管理する手段を提供します。進入トラ
フィックは RADIUS-assignedVLAN に分類されスイッチされます。RADIUS サーバーは
この機能を利用するために特別な RADIUS 属性を送信するため必ず設定されていなけ
ればなりません。

「RADIUS-AssignedVLAN有効」のチェックボックスは VLANの機能に割り当てられた
RADIUS サーバーをグローバルに効または無効にする簡単な方法です。
チェックを入れるとそれぞれのポート設定はそのポートで RADIUS-assignedVLAN が
有効かを決定します。チェックを外すとRADIUS-serverassignedVLANは全てのポート
で無効になります。

RADIUS-AssignedVLAN がグローバルに有効で与えられたポートでも有効な場合、
スイッチはサプリカントが認証に成功した時に RADIUS サーバーから送信された
RADIUSAccess-Acceptパケットで運ばれた VLANIDインフォメーションに反応します。
RADIUS-AssignedVLAN が存在し有効な場合、ポートのポートVLANID はこの VLAN
ID に変更され、そのポートはその VLANID のメンバーに設定され強制的に VLAN-
unawareモードになります。いったん割り当てらるとポートに到着する全てのトラフィッ
クは RADIUS-assignedVLANID に分類されスイッチされます。

( 再 ) 認証が失敗する場合、または RADIUSAccess-Accept パケットが VLANIDを運
ばなくなるか VLANID が不正である場合、もしくはサプリカントがポートに存在しない
場合、ポートの VLANID は元の状態に戻ります。(これは一方で RADIUS-Assigned設
定に影響を与えずにアドミニストレーターにより変更されます。)

このオプションはシングルクライアントモードでのみ使用可能です。( 例、ポートベース
802.1Xとシングル 802.1X(port-based802.1X/Single802.1X.)

MEMO
VLAN の割当に関するトラブルシューティングは「モニタリング」–「VLAN
-「VLANメンバーシップ」と「VLANポート」のページを使用します。これらのページはどのモジュールが ( 一
時的に ) 現在の PortVLAN 設定で無効かを表示しています。
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VLANID の識別に使用されるRADIUS 属性

この属性の基本となるRFC2868とRFC3580フォームはAccess-Accept パケット内の
VLANID の識別に使われます。以下の基準が用いられます：

nnトンネルミデアムタイプ、トンネルタイプ、トンネルプライベートグループID　属性
は Access-Accept パケット内に少なくとも一度は存在しなければなりません。

nn スイッチは同じタグバリューを持つこれらの属性の最初のセットを探し以下の要求事
項を満たします。(タグ ==0 が使用されている場合、トンネルプライベートグルー
プ IDはタグを含む必要はありません。)

nnトンネルミデアムタイプの値は “IEEE-802”(ordinal6) に設定しなければなりませ
ん。

nnトンネルタイプの値は“VLAN”(ordinal13) に設定しなければなりません。

nnトンネルプライベートグループ IDは VLANID を表す 10 進数のストリングとして
解釈される0-9 の範囲の ASCII キャラクターのストリングでなければなりません。
先頭の '0' はディスカードされます。最終値は 1-4095 の範囲でなければなりませ
ん。

VLANのリストには “1u,2t,3u” のフォーマットの中に複数の VLANの識別子を含
める事ができます。“u”はタグ付けされていない VLANで “t” はタグ付けされてい
るVLANです。

◆ゲスト	VLAN	有効―ゲストVLANは、ネットワーク管理者がタイムアウトを定義した後
に 802.1X-unawareクライアントが配置される、通常ネットワークアクセスが制限され
ている特別な VLANです。スイッチはゲストVLANへの出入りに以下にリストされてい
る一連の規則に従います。

「ゲストVLAN有効」のチェックボックスはゲストVLANの機能の有効と無効を簡単に
グローバルに切り替える事ができます。チェックを入れて有効にすると個々のポート設
定はポートがゲストVLANに移動するかどうかを決定します。チェックを入れないとす
べてのポートでゲストVLANに移動することができなくなります。

ゲストVLANがグローバルに有効で与えられたポートでも有効な場合、スイッチは以
下に概要を示すルールに従いポートをゲストVLANに移動するかを検討します。

このオプションは EAPOLベースモデルでのみ使用可能です。( 例：ポートベース
802.11X、シングル 802.1X、マルチ 802.1X)

MEMO
VLAN の割当に関するトラブルシューティングは「モニタリング」–「VLAN-「VLANメンバーシップ」と「VLAN
ポート」のページを使用します。これらのページはどのモジュールが ( 一時的に ) 現在の PortVLAN 設定
で無効かを表示しています。
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ゲストVLANオペレーション

ゲストVLANが有効なポートが現れるとスイッチは EAPOLRequestIdentityフレー
ムの送信をはじめます。フレームの送信数が最大再認証回数を超え一方で EAPOL
フレームを受信しない場合、スイッチはゲストVLANに参加する事を検討します。
EAPOLRequestIdentityフレームの転送間隔は EAPOLタイムアウトを用いて設定され
ています。ゲストVLAN許可が有効の場合、ポートはゲストVLANに配置されます。
無効の場合スイッチははじめに以前にポートが EAPOLフレーム受信していたか履歴を
確認し、(この履歴はポートのリンクがダウンするかポートの管理ステータスが変更さ
れるとクリアされます。) 受信していない場合ポートはゲストVLANに配置されます。
それ以外の場合はゲストVLANに移動せず EAPOLタイムアウトで設定された間隔で
EAPOLRequestIdentityフレームを送信し続けます。

ゲストVLANに参加するとそのポートは認証済みと見なされポートに接続されているク
ライアントはこの VLANへのアクセスが許可されます。ゲストVLANに参加した後は、
スイッチは EAPOLSuccessフレームを送信しません。

ゲストVLANに参加中、スイッチは EAPOLフレームのリンクをモニターし、受信する
と直ぐにポートをゲストVLANから切り離し、ポートのモードに従いサプリカントの認
証をはじめます。「ゲストVLAN許可」が無効の時に EAPOLフレームを受信するとポー
トはゲストVLANに戻る事はありません。

◆ゲスト	VLAN	ID	―これはポートがゲストVLANに移動した時にポートのポートVLAN
ID に設定される値です。この値はゲストVLANオプションがグローバルに有効の場合
のみ変更可能です。( 範囲：1-4095)

◆最大再認証回数―スイッチがポートをゲストVLANに追加する前にレスポンスを受信
せずに EAPOLRequestIdentityフレームを送信する回数です。この値はゲストVLAN
オプションがグローバルに有効の場合のみ変更可能です。( 範囲：1-255)

◆ゲストVLAN許可	―スイッチはポートが接続されているあいだにそのポートがに
EAPOLフレームを受信したかを記憶します。スイッチがゲストVLANに参加するかを
検討する時、はじめにこのオプションが有効かどうかを確認します。無効 (デフォルト
設定 ) の場合、スイッチはそのポートでこれまで一度もEAPOLフレームを受信してい
ない場合のみゲストVLANに参加します。有効の場合、スイッチはポートでこれまに
EAPOLフレームを受信している場合でもゲストVLANへの参加を検討します。この値
はゲストVLANオプションがグローバルに有効な場合のみ変更可能です。

ポート設定

◆ポート―ポート識別番号

◆Admin	State	―ネットワークアスクセスサーバーがグローバルに有効な場合、ここで
ポートの認証モードを設定します。以下のモードが設定可能です。



109



nn 権限有り―スイッチはポートリンクが現れた時にEAPOLSuccessフレームを一つ送
ります。これは dot1x-aware かどうかに関わらずポートに全てのクライアントから
のアクセスを受け入れるように強制します。(これはデフォルト設定です )

nn 権限無し―スイッチはポートリンクが現れた時に EAPOLFailureフレームを一つ送
ります。これは dot1x-aware かどうかに関わらずポートに全てのクライアントから
のアクセスを拒否するように強制します。

nn ポートベース802.1X―認証サーバーから承認されるためにdot1x-awareクライア
ントを要求します。dot1x-awareクライアント以外はアクセスを拒否されます。

nn シングル 802.1X	―そのポートで一度に一つのサプリカントのみ認証を得る事がで
きます。
複数のサプリカントがポートに接続している場合、ポートリンクが現れた時に最初に
検出されたサプリカントがはじめに検討されます。もしそのサプリカント一定の時間
内にが有効な資格情報を提供できない場合、別のサプリカントが機会を得ます。いっ
たんサプリカントが認証に成功したら、そのサプリカントのみアクセスを許可されま
す。これはサポートしている全てのモードの中で最も安全です。このモードでは一
度認証に成功するとポートセキュリティモジュールはサプリカントのMACアドレスを
セキュアにするために使用されます。

nn マルチ802.1X―一つ以上のサプリカントが同時に同じポートで認証を受ける事が
できます。それぞれのサプリカントが別々に認証されポートセキュリティモジュール
を使用しMACテーブルに確保されます。

マルチ 802.1Xでは、ポートに接続されている全てのサプリカントがスイッチから送
られてくるリクエストに応答する事になるので、マルチキャストBPDUMACアドレス
をスイッチからサプリカントへ送られるEAPOLフレームの送り先のMACアドレスに
使用することはできません。その代わりにスイッチは、サプリカントから送信された
初めの EAPOLStart または EAPOLResponseIdentityフレームから取得したサプリ
カントのMACアドレスを使用します。
例外としてサプリカントが接続されていない場合があります。このケースではスイッ
チは、ポートに存在するサプリカントを呼び起こすために、マルチキャストBPDU
MACアドレスを目的地としEAPOLResponseIdentityフレームを送ります。

ポートに接続可能なサプリカントの最大数はポートセキュリティコントロール制限機
能を使用して制限する事ができます。

nn MACベース認証―ポートでMACベース認証を有効にします。スイッチはそのポー
トに対してEAPOLフレームの送信と受信をしません。クライアントが認証されてい
るかどうかに関わらず、あふれたフレームとブロードキャストトラフィックはポートに
送信されます。一方で認証に失敗したクライアントからのユニキャストトラフィックは
ドロップされます。認証に成功していないクライアントはいかなる種類のフレームも
送信を許可されません。

スイッチはクライアントの代わりにサプリカントの役割を演じます。クライアントから
送られる、あらゆるの種類のイニシャルフレームはスイッチがスヌープし、スイッチ
はその後の RADIUS サーバーとの EAP 交換でクライアントのMACアドレスをユー
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ザー名とパスワードとして順番に使用します。6バイトのMACアドレスは “xx-xx-xx-
xx-xx-xx”という形式のストリングに変換されます。ダッシュ(-) は小文字の 16 進数
字間のセパレーターとして使用されます。スイッチはMD5-Challenge 認証のみサ
ポートしているので RADIUS サーバーはそれに応じて設定されなくてはいけません。

認証が完了するとRADIUS サーバーは成功または失敗の印を送り、それを基にポー
トセキュリティモジュールを使用し、スイッチに順番に特定のクライアントへトラ
フィックを開放またはブロックさせます。その後にはじめてクライアントからのフレー
ムがスイッチに送信されます。EAPOLフレームはこの認証には含まれていないため、
MACベース認証は 802.1Xスタンダードとは無関係です。

ポートベース802.1X(port-based802.1X) 越しのMACベース認証の利点は、複数
のクライアントが同じポートに接続することができ ( 例：サードパーティーのスイッ
チやハブ経由 )、さらに個別に認証を要求することができ、クライアントは認証のた
めの特別なサプリカントソフトウェアの必要が無い事です。802.1X ベース認証越し
のMACベース認証の利点はクライアントは認証のための特別なサプリカントソフト
ウェアの必要が無い事です。不利な点は悪意のあるユーザーにMACアドレスがス
ヌープされる可能性がある点です。MACアドレスが RADIUS サーバーで有効な装
置は誰からも利用が可能です。またMD5-Challenge 認証のみサポートされていま
す。ポートに接続可能なクライアントの最大数はポートセキュリティコントロール制
限機能を使用して制限する事ができます。

ポートAdminState の詳細なガイドライン

nn ポートAdminState は SpanningTreeアルゴリズムに参加しているポートに対して
のみ設定する事ができます。（157 ページ参照）

nn ポートで 802.1X 認証が有効な時、このインターフェースのMACアドレス学習機能
は無効になっており、このポートでダイナミックに学習されたアドレスは現在のアド
レステーブルから取り除かれます。

nn 認証されたMACアドレスはスイッチのセキュアMACアドレステーブルにダイナミッ
クエントリーとして保存されます。構成されている固定MACアドレスはスイッチポー
トで確認されるとセキュアMACアドレステーブルに追加されます。（197 ページ参
照）固定アドレスは RADIUS サーバーにリクエストを送る事無く認証済みとして扱わ
れます。

nn ポートステータスが停止に変わると、全てのMACアドレスはセキュアMACアドレ
ステーブルからクリアされます。固定 VLAN割当は保存されません。

◆RADIUS-Assigned	QoS	有効―与えられているポートでこの機能の有効または無効に
します。この機能の説明についてはシステム設定のセクションをご参照ください。

◆RADIUS-Assigned	VLAN	有効―与えられているポートでこの機能の有効または無効
にします。この機能の説明についてはシステム設定のセクションをご参照ください。
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◆ゲストVLAN有効―与えられているポートでこの機能の有効または無効にします。こ
の機能の説明についてはシステム設定のセクションをご参照ください。

◆ポートステータス―現在のポートの状態を表します。

nn 無効―802.1X およびMACベース認証が無効となっています。(これはデフォルト
の設定です。)

nn Link	Down―802.1X およびMACベース認証は有効ですがポートがリンクアップし
ていません。

nn Authorized―ポートは強制的に承認モードになっているか、シングルサプリカン
トモードでサプリカントが承認されています。

nn Unauthorized―ポートは強制的に非承認モードになっているか、シングルサプリ
カントモードでサプリカントが RADIUS サーバーから承認されていません。

nn X	Auth/Y	Unauth―ポートがマルチサプリカントモードになっている事を示します。
Xクライアントが承認されていてYクライアントが非承認である事を意味します。

◆再起動―以下に示すいずれかの方法を使用してクライアント認証を再起動します。再
起動ボタンはスイッチの認証モードが有効でポートの AdminState が EAPOL ベース
またはMACベースモードである必要があります。これらのボタンをクリックしても、こ
のページの設定は変更されません。

nn 再認証―ポートの quiet-period が時間切れになる時に再認証するようにします。
(EAPOL ベース認証 )
MAC ベースの認証ではすぐに再認証が試みられます。ボタンはポートで認証済み
済みのクライアントのみ機能し、クライアントは一時的に未認証の状態にはなりませ
ん。

nn 初期化―ポートのクライアントを強制的に初期化し、その後すぐに再認証を行いま
す。再認証中はクライアントは未認証の状態になります。

Webインターフェース
802.1X ポートセキュリティを設定するには：

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-ネットワークアクセスサーバーとクリックし
ます。

2.	必要な項目を設定します。

3.	「保存」をクリックします。
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図 31：ネットワークアクセスサーバー設定

アクセスコントロールリストでトラフィックをフィルタリングする

アクセスコントロールリストは IPアドレス、MACアドレス、その他の特定の基準に適用
された許可または拒否の条件の連続したリストです。スイッチは ACL にある条件と対象
して一つずつ受信パケットをテストします。パケットは許可されたルールにマッチすると
すぐに受け入れられ、否定されているルールにマッチしている場合はすぐにドロップしま
す。どのルールにも当てはまらない場合、フレームが受け入れられます。マッチするパケッ
トが認められた時は、レート制限、マッチングパケットの他、ポートまたはシステムログ
へのコピー、ポートのシャットダウンなど他のアクションも呼び出されます。

ACLポリシーの割当とレスポンス

アクセスコントロールリストポート設定ページはマッチしたフレームが確認された時に、
マッチしたフレームがコピーされたポートがログを有効にするかシャットダウンするかの
定義に使用します。(114ページのレート制限メニューで設定された)レート制限はマッチし
たパケットがあるかないかに関わらず実装されている事に注意してください。

パス
詳細設定、セキュリティネットワーク設定、アクセスコントロールリスト、ポート

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート ID

◆ポリシー ID	―ACE 設定ページで設定するACL ポリシーです。
( 範囲：1-8; デフォルト：1,未定義 )
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◆アクション	―割り当てられたポリシーで定義されたルールに適合するかどうかによりフ
レームを許可または拒否します。(デフォルト：許可 )

◆レート制限 ID	―ポートに適用するためにレート制限を指定します。(範囲：1-15；デフォ
ルト; 無効 )

◆ポートリダイレクト―適合したフレームがリダイレクトされるポートを定義します。( 範
囲：1-28；デフォルト：無効 )

◆ミラー―適合しているフレームを該当のポートからミラーリングします。(デフォルト：
無効 )

この機能を使用するにはトラフィックがミラーリングされている目的のポートはミラーリ
ング&RSPANページ（240 ページの「ミラーリング&RSPAN 設定」を参照）で設定され
ていなければいけません。

このパラメーターで設定された ACL ベースのポートミラーリングと通常のミラーリング
設定ページで設定したポートミラーリングは独立して実装されます。ACL ベースのミ
ラーリングを使用するにはアクセスコントロールリストポート設定でミラーのパラメー
ターを有効にします。次にミラーリング設定ページを開き、「リフレクタポート」フィー
ルドで必要とされる目的のポートを設定し、「モード」フィールドを無効にしておきます。

◆ログ―マッチしたフレームのシステムログへのログを有効にします。(デフォルト：無効)

該当のエントリーに対してシステムログにストアされている全てのエントリーを見るた
めにシステムログ情報メニュー(（246ページ参照）)を開きます。関係したエントリーが「情
報・警告・エラー」または「全情報」ログレベルで表示されます。

◆シャットダウン―マッチしたフレームが認められるとポートをシャットダウンします。(デ
フォルト：無効 )

◆ステータス―ポートのステータスを規定します。

nn 有効―アクセスコントロールリスト設定ページでポート設定を変更する事でポート
を再開します。(デフォルト)

nn 無効―ACL ユーザーモジュールのポート設定を変更する事でポートを閉じます。

◆カウンタ―選択したポリシーで定義された全てのルールにマッチしたフレームの数で
す。



114

Chapter4　ネットワークスイッチの構成

Webインターフェース
ポートへのアクセスコントロールリストのポリシーとレスポンスは以下のように設定しま
す。

1.	詳細設定―セキュリティ―ネットワーク設定―アクセスコントロールリスト―ポート
とクリックします。

2.	アクセスコントロールリスト設定ページで設定したアクセスコントロールリストのポリ
シーを割り当て、マッチしたフレームが認められた時に起動するレスポンスを規定しま
す。フィルターモード、マッチしたフレームの他のポートへのコピー、マッチしたフレー
ムのログ取得、ポートのシャットダウンを含みます。

3.	アクセスコントロールリストが適用されるそれぞれのポートで2.の手順を繰り返します。

4.	「保存」をクリックします。

図 32：アクセスコントロールリスト	ポート設定

レート制限を設定する

( アクセスコントロールリストポート設定メニューまたはアクセスコントロールリスト設定
メニューで設定されている )
ポートに適用されたレート制限を定義するためにアクセスコントロールリストレート制限
設定ページを使用します。

パス
詳細設定、セキュリティ―ネットワーク設定、アクセスコントロールリスト、レート制限

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆レート制限	ID―レート制限 ID( 範囲：0-14；デフォルト：1)

◆レート―制限値を超えたパケットはドロップします。
(オプション：0-100ppsまたは 100,2*100,3*100,...1000000kbps)
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ASIC 制限のために強制レート制限は記載されているオプションをわずかに下回ります。
例：1Kbps は強制閾値の 1002.1pps に変換されます。

◆ユニット	―測定の単位 (オプション：ppsまたは kps；デフォルトpps)

Webインターフェース
ポートに適用するレート制限は会のように設定します：

1.	詳細設定―セキュリティ―ネットワーク設定―アクセスコントロールリスト―レート
制限とクリックします。

2.	全てのレート制限に対し、割り当てられた ACLでマッチングが確認された時点でポー
トがサポートする最大のイングレスレートを選択します。

3.	「保存」をクリックします。

図 33：アクセスコントロールリスト	レート制限設定
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アクセスコントロールリストの設定

アクセスコントロールリスト設定画面を使用し、ACL ポリシー、特定のポートまたはすべ
てのポートに対するフィルタリングルールを定義します。ポートに対して適用されたルー
ルはただちに有効となる一方、ポリシーに対して定義されたルールについては、アクセ
スコントロールリストポート設定画面（116 ページ参照）にて１つまたはそれ以上のポート
へあらかじめマッピングされている必要があります。

パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-アクセスコントロールリスト-アクセスコント
ロールリスト

使用ガイドライン
◆アクセスコントロールリスト（ACL）内のルールは、設定された順序で上から順にチェッ
クされます。許可ルールに合致している場合は直ちにパケットが受け入れられ、拒否
ルールに合致している場合は直ちにパケットが破棄されます。いずれのルールにも合
致しない場合、フレームは受け入れられます。

◆スイッチに設定できるアクセスコントロールリスト（ACL）ルールの最大数は 128です。

◆１つのポートに紐づけることができるアクセスコントロールリスト（ACL）ルールの最
大数は 10です。

◆アクセスコントロールリスト（ACLs）は、以下の基準に基づいたフレームフィルタリン
グを提供します。

nn すべてのフレームタイプ（MACアドレス、VLANID、VLANプライオリティーに基づく）

nn イーサネットタイプ（イーサネットタイプの値、MACアドレス、VLANID、VLANプ
ロパティーに基づく）

nn ARP（ARP/RARPタイプ、要求／応答、送信者／ターゲットIP、ARP/RARP の MAC
アドレスにマッチするハードウェアアドレス。プロトコルアドレス長にマッチする
ARP/RARP ハードウェアアドレス長、ARP/RARP ハードウェアアドレスがイーサネッ
トと合致している場合に本エントリーにマッチするアドレス、ARP/RARPプロトコル
アドレス空間設定が IP(0x800)と合致している場合に本エントリーにマッチするアド
レス）

nn IPv4フレーム（送信先MACアドレス、プロトコルタイプ、TTL、IPフラグメント、
IPオプションフラグ、送信元／送信先 IP、VLANID、VLANプライオリティ―）

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。
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アクセスコントロールリスト設定

◆ポート	―ACE の入力ポートを設定します。

nn All	―ACE はすべての入力ポートをマッチします。

nn Port	―ACE は特定の入力ポートをマッチします。

◆ポリシー／ビットマスク	―ACE のポリシー番号とビットマスクです。

◆フレームタイプ	―マッチさせるフレームタイプです。

◆アクション	―アクセスコントロールリスト（ACL）ルールに合致した場合にフレームを
許可するか、または拒否するかを示します。

◆速度制限	―マッチしたフレームが見つかった場合に速度制限を有効／無効のどちら
にするかを示します。

◆ポートリダイレクト	―ACE にマッチしたフレームをリダイレクトするポートです。

◆ミラー	―本ポートからのマッチしたフレームをミラーリングします。（初期値：無効）（240
ページの「ミラーリング&RSPAN 設定」を参照）。

◆カウンタ（Counter）―本アクセスコントロールリスト（ACL）に対して定義されたい
ずれかのルールにマッチしたフレームの数を示します。

以下のボタンは ACLエントリーを編集または移動するために使用します。

表 7：QCE 修正ボタン
ボタン 説明

現在行の前に新しい ACEを挿入します。

ACEを編集します。

ACEをひとつ上へ移動します。

ACEをひとつ下へ移動します。

ACEを削除します。

一番下にあるプラス記号で、リストの一番下に新しいエントリーを追加します。
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ACE の設定

ポートとフレームタイプ

◆ポート	―すべてのポート、ポート識別子、ポリシー（オプション：すべてのポート、ポー
ト1-10、ポリシー 1-8；初期値：すべて）

◆ポリシーフィルター―本 ACE に対するポリシー番号フィルターです。

nn Any―ポリシーフィルターが設定されません。

nn 詳細設定	―本 ACE により特定のポリシーをフィルターしたい場合は、この値を選択
します。ポリシーの値、およびビットマスクを入力するための２つのフィールドが表
示されます。

◆フレームタイプ	―マッチするフレームのタイプです。（オプション：すべて、イーサネッ
ト、ARP、IPv4；初期値：すべて）

選択したフレームタイプを基にフィルター基準が作成されます。

◆イーサネット

MACパラメーター

nn SMACフィルター	―送信元MACアドレスのタイプです。（オプション：すべて、指
定 -ユーザー定義；初期値：すべて）

nn DMACフィルター（DMAC	Filter）―送信先MACアドレスのタイプです。（オプション：
すべて、MC- マルチキャスト、BC-ブロードキャスト、UC- ユニキャスト、指定 -ユー
ザー定義；初期値：すべて）

イーサネットタイプパラメーター

nn イーサネットタイプフィルター	―本オプションは、イーサネットⅡ（EthernetII）で
フォーマットされたパケットをフィルターする目的のみに使用できます。（オプション：
すべて、指定（600-ffff の 16 進数）；初期値：すべて）

イーサネットプロトコルタイプの詳細な一覧は RFC1060 にて確認することができま
す。0800(IP)、0806(ARP)、8137(IPX) を含め、いくつかのより一般的なタイプを確
認できます。

◆ARP：

MACパラメーター

nn SMACフィルター	―送信元MACアドレスのタイプです。（オプション：すべて、指
定 -ユーザー定義；初期値：すべて）
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nn DMACフィルター	―送信先MACアドレスのタイプです。（オプション：すべて、
MC- マルチキャスト、BC-ブロードキャスト、UC- ユニキャスト；初期値：すべて）

ARP パラメーター

nn ARP/RARP	―ARP パケットのタイプを指定します。（オプション：すべて―ARP/
RARPopcodeフラグの指定なし、ARP―フレームにARP に設定された ARP/RARP
opcode が含まれている必要あり、RARP―フレームに RARP に設定された ARP/
RARPopcode が含まれている必要あり、その他―フレームに未知の ARP/RARP
opcode が含まれている；初期値：すべて）

nn リクエスト/応答	―パケットが ARPリクエスト、応答、またはその両方のタイプで
あるのかを指定します。（オプション：すべて―ARP/RARPopcodeフラグの指定
なし、リクエスト―フレームにARPリクエストまたは RARPリクエストopcodeフラ
グセットが含まれている必要あり、応答―フレームにARP 応答または RARP 応答
opcodeフラグが含まれている必要あり。；初期値：すべて）

nn 送信元 IPフィルター	―送信元 IPアドレスを指定します。（オプション：すべて―
送信元 IPフィルターを指定しません。ホスト―SIPアドレスフィールドに送信元 IP
アドレスを指定します。ネットワーク―SIPアドレス、SIP マスクそれぞれのフィー
ルドに送信元 IPアドレス、送信元 IP マスクを指定します。；初期値：すべて）

nn 送信先 IPフィルター	―送信先 IPアドレスを指定します。
（オプション：すべて―送信先 IPフィルターを指定しません。ホスト―送信先 IP
アドレスフィールドに送信先 IPアドレスを指定します。ネットワーク―送信先 IPア
ドレス、送信先 IP マスクそれぞれのフィールドに送信先 IPアドレス、送信先 IP マ
スクを指定します。；初期値：すべて）

nn ARP	SMAC 一致	―送信元ハードウェアアドレス（SHA）フィールドの設定内容に応
じてフレームをマッチさせるかどうかを指定します。（オプション：すべて―すべて
の値を許可します。0
SHAとSMACアドレスが異なるARPフレームです。1
SHAとSMACアドレスが一致するARPフレームです。；初期値：すべて）

nn RARP	DMAC 一致	―送信先ハードウェアアドレス（THA）フィールドの設定内容に
応じてフレームをマッチさせるかどうかを指定します。（オプション：すべて―すべ
ての値を許可します。0
THAとDMACアドレスが異なるRARPフレームです。1
THAとDMACアドレスが一致するRARPフレームです。；初期値：すべて）

nn IP/イーサネット長	―ARP/RARP ハードウェアアドレス長（HLN）とプロトコルアド
レス長（PLN）の設定内容に応じてフレームをマッチさせるかどうかを指定します。（オ
プション：すべて―すべての値を許可します。0
(HLN）とイーサネット（0x06）が一致する、または (PLN）とIPv4(0x04) が一致す
るARP/RARPフレームの場合、本エントリーにマッチさせません。1
(HLN）とイーサネット（0x06）が一致する、または (PLN）とIPv4(0x04) が一致す
るARP/RARPフレームの場合、本エントリーにマッチさせます。；初期値：すべて）
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nn IP	―ARP/RARP ハードウェアアドレス空間（HRD）の設定内容に応じてフレームを
マッチさせるかどうかを指定します。
（オプション：すべて―すべての値を許可します。0
HRDとイーサネット（1）が一致するARP/RARPフレームの場合、本エントリーにマッ
チさせません。1
HRDとイーサネット（1）が一致するARP/RARPフレームの場合、本エントリーにマッ
チさせます。；初期値：すべて）

nn イーサネット	―ARP/RARPプロトコルアドレス空間（PRO）の設定内容に応じてフ
レームをマッチさせるかどうかを指定します。（オプション：すべて―すべての値を
許可します。0
PROと IP（0x800）が一致するARP/RARPフレームの場合、本エントリーにマッチ
させません。1
PROと IP（0x800）が一致するARP/RARPフレームの場合、本エントリーにマッチ
させます。；初期値：すべて）

◆ IPv4：

MACパラメーター

nn DMACフィルター	―送信先MACアドレスのタイプです。（オプション：すべて、MC
―マルチキャスト、BC―ブロードキャスト、UC―ユニキャスト；初期値：すべて）

IP パラメーター

nn IPプロトコルフィルター	―本ルールのためにフィルターする IPプロトコルを指定し
ます。
（オプション：すべて、ICMP、UDP、TCP、その他；初期値：すべて）

プロトコルフィルターを選択すると、以下のフィールドが追加されます。

ICMP パラメーター

nn ICMPタイプフィルター	―本ルールのためにフィルターする ICMP パケットを指定
します。（オプション：すべて、指定：0-255；初期値：すべて）

nn ICMPコードフィルター	―本ルールのためにフィルターする ICMP パケットの
ICMPコードを指定します。（オプション：すべて、指定 (0-255)；初期値：すべて）

UDPパラメーター

nn ソースポートフィルター	―本ルールのためのUDPソースフィルターを指定します。
（オプション：すべて、指定（0-65535）、範囲（0-65535）；初期値：すべて）

nn 目標ポートフィルター	―本ルールのためのUDP目標フィルターを指定します。（オ
プション：すべて、指定（0-65535）、範囲（0-65535）；初期値：すべて）
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TCP パラメーター

nn ソースポートフィルター	―本ルールのための TCPソースフィルターを指定します。
（オプション：すべて、指定（0-65535）、範囲（0-65535）；初期値：すべて）

nn 目標ポートフィルター	―本ルールのためのTCP目標フィルターを指定します。（オ
プション：すべて、指定（0-65535）、範囲（0-65535）；初期値：すべて）

nn TCP	FIN―本ルールのための TCP“Nomoredatafromsender”(FIN) の値を指
定します。（オプション：すべて―すべての値を許可します。0
FINフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
せん。1
FINフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
す。；初期値：すべて）

nn TCP	SYN―本ルールのための TCP“Synchronizesequencenumbers”(SYN) の
値を指定します。（オプション：すべて―すべての値を許可します。0
SYNフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
せん。1
SYNフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
す。；初期値：すべて）

nn TCP	RST―本ルールのための TCP“Resettheconnection”(RST) の値を指定し
ます。（オプション：すべて―すべての値を許可します。0
RSTフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
せん。1
RSTフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
す。；初期値：すべて）

nn TCP	PSH―本ルールのためのTCP“PushFunction”(PSH)の値を指定します。（オ
プション：すべて―すべての値を許可します。0
PSHフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
せん。1
PSHフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
す。；初期値：すべて）

nn TCP	ACK―本ルールのための TCP“Acknowledgmentfieldsignificant”(ACK)
の値を指定します。（オプション：すべて―すべての値を許可します。0
ACKフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
せん。1
ACKフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
す。；初期値：すべて）

nn TCP	URG―本ルールのための TCP“UrgentPointerfieldsignificant”(URG) の
値を指定します。（オプション：すべて―すべての値を許可します。0
URGフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
せん。1
URGフィールドが設定された TCPフレームの場合、本エントリーにマッチさせま
す。；初期値：すべて）
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nn IP	TTL―本ルールのための time-to-Live 設定について指定します。（オプション：
すべて―すべての値を許可します。ゼロ以外―TTLフィールドの値がゼロより大き
い IPv4フレームの場合、本エントリーにマッチさせます。ゼロ―TTLフィールドの
値がゼロより大きい IPv4フレームの場合、本エントリーにマッチさせません。；初
期値：すべて）

nn IP	Fragment―本ルールのためのフラグメントオフセット設定について指定しま
す。この設定には、IPv4フレームのためのMoreFragments(MF) ビットおよび
FragmentOffset(FRAGOFFSET)フィールドの設定が含まれます。（オプション：す
べて―すべての値を許可します。はい（Yes）―MF ビットが設定されている、ま
たは FRAGOFFSETフィールドの値がゼロより大きい IPv4フレームの場合、本エ
ントリーにマッチさせます。いいえ（No）―MFビットが設定されている、または
FRAGOFFSETフィールドの値がゼロより大きい IPv4フレームの場合、本エントリー
にマッチさせません。；初期値：すべて）

nn IP	Option―本ルールのためのオプションフラグ設定について指定します。（オプショ
ン：すべて―すべての値を許可します。はい（Yes）―オプションフラグが設定さ
れている IPv4フレームの場合、本エントリーにマッチさせます。いいえ（No）―オ
プションフラグが設定されている IPv4フレームの場合、本エントリーにマッチさせ
ません。；初期値：すべて）

nn SIP	Filter―本ルールのための送信元 IPフィルターについて指定します。（オプショ
ン：すべて―送信元 IPフィルターを指定しません。ホスト―SIPアドレスフィール
ドに送信元 IPアドレスを指定します。ネットワーク―SIPアドレス、SIP マスクそれ
ぞれのフィールドに送信元 IPアドレス、送信元 IP マスクを指定します。；初期値：
すべて）

nn DIP	Filter―本ルールのための送信先 IPフィルターについて指定します。（オプショ
ン：すべて―送信先 IPフィルターを指定しません。ホスト―DIPアドレスフィール
ドに送信先 IPアドレスを指定します。ネットワーク―DIPアドレス、DIP マスクそ
れぞれのフィールドに送信先 IPアドレス、送信先 IP マスクを指定します。；初期値：
すべて）

ルールとマッチした場合の対応

◆アクション―アクセスコントロールリスト（ACL）ルールにマッチするかどうかを基準に、
フレームを許可または拒否します。（初期値：許可）

◆レート制限―速度制限（ratelimiter）（114 ページ参照）をポートへ適用するかどうかを
指定します。（範囲：1-16；初期値：無効）

◆ポートリダイレクト―ACE にマッチするフレームをリダイレクトするポートです。（初期
値：無効）

◆ミラー―本ポートからのマッチングフレームのミラーです。（初期値：無効）
（240 ページの「ミラーリング&RSPAN 設定」を参照）
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本パラメーターから、および基本ミラー設定画面から設定された ACL ベースのポート
ミラーリングは、それぞれ独立して実装されます。ACL ベースミラーリングを使用する
ために、ACE 設定画面のミラーパラメーターを有効にします。その後ミラー設定画面
を開き、フィールドを必要な送信先ポートに設定し、モードフィールドを無効にしてお
きます。

◆ロギング―システムログへのマッチングフレームのロギングを有効にします。（初期値：
無効）

システムログ情報画面（246 ページ参照）を開き、システムログに保存されている本エン
トリーのためのあらゆるエントリーを確認します。関連のあるエントリーは、情報また
は All のログレベルで表示されます。
◆シャットダウン―マッチングフレームが見つかった場合、ポートをシャットダウンします。
（初期値：無効）

◆カウンター―本 ACL へ定義されたいずれかのルールにマッチしたフレームの数を表
示します。

VLANパラメーター

◆802.1Q	Tagged―フレームが 802.1Qでタグされる必要があるかどうかを指定します。
（オプション：すべて、無効、有効；初期値：すべて）

◆VLAN	IDフィルター―本ルールのためにフィルターするVLANを指定します。（オプショ
ン：すべて、指定（1-4095）；初期値：すべて）

◆タグプライオリティー―本ルールにマッチさせるための VLANタグ（IEEE802.1pで定
義されている3ビット）内のユーザープライオリティー値を指定します。（オプション：
すべて、指定（0-7）；初期値：すべて）

Webインターフェース
ポートまたはポリシーのためのアクセスコントロールリストを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-アクセスコントロールリスト-アクセスコン
トロールリストの順にクリックします。

2.	  ボタンをクリックして新しい ACLを追加します。または他の ACL 修正ボタンを使っ
て修正アクションを指定します（例：修正、削除、リスト内のエントリーの位置の移動
など）。

3.	ACE 設定画面にてエントリーを修正する際に表示されている項目は、フレームタイプ
や IPプロトコルタイプなどの様々な基準を基にしています。本ルールにマッチさせる
関連した基準を指定し、ルールにマッチした場合の対応を設定します（速度制限、ポー
トコピー、ロギング、シャットダウンなど）。
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4.	保存をクリックします。

図 34：アクセスコントロールリスト設定

DHCPスヌーピングの設定

DHCPスヌーピング設定画面を使用し、DHCPスヌーピング経由で識別できない送信元ア
ドレスを想定し、非セキュアーポート上の IPトラフィックをフィルターします。非セキュアー
ポート上のDHCPクライアントへ割り当てられたアドレスは、DHCPスヌーピングで登録
したダイナミックバインディングを使用した細かな制御が可能です（または、IPソースガー
ドにて設定したスタティックバインディングを使用することも可能）。DHCPスヌーピング
は、悪意のあるDHCP サーバーや、DHCP サーバーへポートに関連する情報を送信する
その他のデバイスからネットワークを守るようにスイッチを設定します。この情報は IPア
ドレスから物理ポートへのトラックバックをする際に使用できます。
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パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-DHCP-スヌーピング

使用ガイドライン

DHCPスヌーピングプロセス

◆悪意のあるDHCPメッセージを外部ソースから受信した場合、ネットワークトラフィッ
クが中断される可能性があります。DHCPスヌーピングは、非セキュアーなインター
フェース上で受信した、ネットワークまたはファイアウォールの外からのDHCPメッセー
ジをフィルターするために使われます。DHCPスヌーピングがグローバル、かつ VLAN
インターフェース上で有効になっている場合、信頼されていないインターフェース上
で受信した、DHCPスヌーピングテーブルにリストアップされていないデバイスからの
DHCPメッセージを破棄します。

◆テーブルエントリーは、信頼されたインターフェースのためだけに使われます。クライ
アントがDHCP サーバーからの IPアドレスを受信または開放する際、DHCPスヌーピ
ングテーブルに対してエントリーがダイナミックに追加または削除されます。それぞれ
のエントリーには、MACアドレス、IPアドレス、リースタイム、VLAN識別子、ポート
識別子が含まれています。

◆DHCPスヌーピングが有効になっている場合、信頼されていないインターフェースに侵
入するDHCPメッセージは、DHCPスヌーピング経由で取得されたダイナミックエント
リーに基づいてフィルターされます。

◆フィルタリングルールは以下のように実装されます。

nn グローバルDHCPスヌーピングが無効化されている場合、すべてのDHCP パケット
が転送されます。

nn グローバルDHCPスヌーピングが有効になっている場合、すべてのDHCP パケット
が信頼されているポートへ転送されます。受信したパケットがDHCPACKメッセー
ジの場合、ダイナミックDHCPスヌーピングエントリーがバインディングテーブルへ
追加されます。

nn グローバルDHCPスヌーピングが有効になっているがポートが信頼されていない場
合、以下のように処理されます。

nn DHCP パケットがDHCP サーバー（OFFER、ACK、NAKメッセージを含む）から
の応答パケットである場合、パケットは破棄されます。

nn DHCPDECLINEまたはリリースメッセージをクライアントから受信した場合、バイ
ンディングテーブルに該当のエントリーが見つかった場合のみスイッチはそのパ
ケットを転送します。

nn DHCPDISCOVER、REQUESTまたは INFORMメッセージをクライアントから受信
した場合、パケットを転送します。
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nn DHCP パケットが認識不可能なタイプである場合、破棄します。

nn クライアントから受信したDHCP パケットが上記のフィルタリング基準をパスした場
合、同じVLAN内の信頼されたポートへそのまま転送されます。

nn サーバーからのDHCP パケットを信頼されたポートにて受信した場合、同じVLAN
内の信頼されたポート、信頼されていないポートの両方へ転送されます。

nn DHCPスヌーピングがグローバルで無効になっている場合、すべてのダイナミックバ
インディングがバインディングテーブルから削除されます。

nnスイッチ自体がDHCPクライアントである場合の追記事項―スイッチからDHCP
サーバーへクライアントリクエストを送信するために使用するポートは、信頼された
ポートとして設定されている必要があります。スイッチがDHCP サーバーからACK
メッセージを受信した場合、スイッチはバインディングテーブルに自分自身のダイナ
ミックエントリーを追加することはありません。また、スイッチが自分自身へクライ
アントパケットを送信した場合、フィルタリングは行われません。ただし、スイッチ
がDHCP サーバーから何らかのメッセージを受信した場合、信頼されていないポー
トから受信したすべてのパケットが破棄されます。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆スヌーピングモード	―DHCPスヌーピングをグローバルで有効にします。DHCPを有効
にした場合、DHCPリクエストメッセージを信頼されたポートへ転送すると同時に、信
頼されたポートからのDHCP 応答のみを転送します。
（初期値：無効）

◆ポート―ポート識別子です。

◆モード	―DHCPメッセージの信頼されたソースとしてポートを有効／無効にします。
（初期値：Trusted）

Webインターフェース
DHCPスヌーピングを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-DHCP-スヌーピングの順にクリックしま
す。

2.	 グローバルDHCPスヌーピングプロセスのステータスを設定し、ローカルネットワーク
またはファイアウォール内の任意のポートを Trusted に設定します。

3.	 適用をクリックします。
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図 35：DHCPスヌーピング設定

DHCPリレーとオプション82情報の設定

DHCPリレー設定画面を使用し、接続されているホストデバイスへのDHCPリレーサービ
スを設定します。サブネットにDHCP サーバーが含まれていない場合、DHCPクライアン
トリクエストを他のサブネット上のDHCP サーバーへリレーすることが可能です。

DHCPリレーが有効の状態で、スイッチがDHCPリクエストブロードキャストを確認した
場合、スイッチは自分自身の IPアドレスをリクエストに挿入（DHCP サーバーへクライア
ントのサブネットを通知するため）し、DHCP サーバーへパケットを転送します。サーバー
がDHCPリクエストを受信した場合、サーバーはDHCPクライアントのサブネットのため
に定義されたスコープからの DHCPクライアントに対してフリー IPアドレスを割り当て、
DHCP 応答をスイッチへ送り返します。スイッチはその後クライアントへ対しDHCP 応答
をブロードキャストします。

DHCP はまた、スイッチとそのDHCPクライアントに関する情報をDHCP サーバーへ送信
するための仕組みを提供します。DHCPオプション82と呼ばれ、IPアドレスの割り当てや、
クライアントへ他のサービスやポリシーを設定する際に互換DHCP サーバーが情報を使
用することを可能にします。

DHCPリレーオプション82を使用することで、クライアントは VLAN、および、MACアド
レスによってのみでなく接続されているスイッチポートによって識別可能です。DHCPク
ライアント―サーバー間で交換されるメッセージは、その VLAN 全体にメッセージを拡
散してしまうことなしに、サーバーとクライアント間で直接転送されます。

いくつかのケースの場合、スイッチが、DHCPオプション 82 の情報がすでに含まれてい
るDHCP パケットをクライアントから受信することがあります。これらのパケットに対する
アクションポリシーをスイッチに設定することができます。すでにオプション 82 情報が含
まれたパケットを破棄するよう設定するか、すでに含まれている情報を保持するよう設定
するか、またはそのパケットをスイッチのリレー情報と差し替えるよう設定することができ
ます。
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パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-DHCP-リレー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆リレーモード	―DHCPリレー機能を有効／無効にします。（初期値：無効）

◆リレーサーバー	―スイッチのDHCPリレーエージェントによって使用されｒｙDHCP
サーバーの IPアドレスです。

◆リレー情報モード	―DHCPリレーオプション82 のサポートを有効／無効にします。正
しく機能させるため、リレーモードはリレー情報モード（RelayInformationMode）で
も有効になっている必要があります。（初期値：無効）

◆リレー情報ポリシー	―オプション82 情報を含むDHCPクライアントパケットに対する
DHCPリレーポリシーを設定します。

nn ユニキャストに変換	―DHCPクライアントパケット情報をスイッチのリレー情報で上
書きします。（初期値）

nn ブロードキャストのままにする	―クライアントのDHCP 情報を保持します。

nn パケットを落とす	―リレー情報をすでに含んでいるDHCPメッセージを受信した場
合、パケットを破棄します。

Webインターフェース
DHCPリレーを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-DHCP-リレーの順にクリックします。

2.	DHCPリレー機能を有効にし、DHCP サーバーの IPアドレスを指定し、オプション 82
情報モードを有効にし、クライアントパケット内で見つかったリレー情報をどのポリシー
で取り扱うかを設定します。

3.	保存をクリックします。

図 36：DHCPリレー設定
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IPソースガードの設定

IPソースガードは、IPソースガードテーブル上に手動で設定されたエントリー、または
DHCPスヌーピングテーブル有効時のダイナミックエントリー（「DHCPスヌーピングの設定」
（ConfiguringDHCPSnooping）参照）に基づき、ネットワークインターフェース上の IP
トラフィックをフィルターするセキュリティ機能です。IPソースガードは、ホストがネット
ワークへのアクセスのために近隣の IPアドレスを使用しようとした際に発生するトラフィッ
ク攻撃を防ぐために使用できます。

IPソースガードのためのグローバルとポートの設定

IPソースガード設定画面を使用し、ネットワークやファイアウォールの外部からメッセージ
を受信した非セキュアーなポート上のトラフィックをフィルターし、近隣の IPアドレスを使
用しようとするホストによって発生するトラフィック攻撃を防止します。IPソースガードは
DHCPスヌーピングテーブルで見つかったソース IPアドレスとMACアドレスのペア、ま
たは IPソースガードテーブルにて設定されたスタティックエントリーに基づいてトラフィッ
クタイプをフィルターします。

パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-IPソースガード-IPソースガード設定

機能の使用方法
◆ IPソースガードがグローバルまたはポート上で有効になっている場合、スイッチは
DHCPスヌーピングバインディングテーブルおよび IPソースガードスタティックテーブ
ル内のすべてのエントリーに対してVLANID、ソース IPアドレス、ポート番号をチェッ
クします。マッチするエントリーが見つからない場合、パケットは破棄されます。

MEMO
マルチキャストアドレスは IPソースガードで使用することはできません。

◆有効になっている場合、DHCPスヌーピング（「DHCPスヌーピングの設定」を参照）
から取得したダイナミックエントリー、またはソースガードバインディングテーブルで設
定されたスタティックアドレスを基にしてトラフィックがフィルターされます。

◆ IPソースガードが有効になっている場合、インバウンドパケットの IPアドレスがバイン
ディングテーブルに対してチェックされます。マッチするエントリーが見つからない場
合、パケットは破棄されます。

◆フィルタリングルールは以下のように適用されます。

nn DHCPスヌーピングが無効になっている場合（124 ページ参照）、IPソースガード
は VLANID、ソース IPアドレス、ポート番号をチェックします。マッチするエントリー
がバインディングテーブルに見つかり、かつエントリータイプがスタティックIPソー
スガードバインディングの場合、パケットは転送されます。
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nn DHCPスヌーピングが有効になっている場合、IPソースガードは VLANID、ソース
IPアドレス、ポート番号をチェックします。マッチするエントリーがバインディングテー
ブルに見つかり、かつエントリータイプがスタティックIPソースガードバインディン
グまたはダイナミックDHCPスヌーピングバインディングの場合、パケットは転送さ
れます。

nn IPソースバインディングが（IPソースガードバインディングテーブルのスタティック
な設定、またはDHCPスヌーピングのダイナミック設定のいずれからも）まだ設定
されていないインターフェース上で IPソースガードが有効になっている場合、スイッ
チは、DHCP パケットを除く、ポート上のすべての IPトラフィックを破棄します。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

グローバル設定

◆モード―スイッチ上で IPソースガードをグローバルに有効／無効にします。有効にし
た場合、設定されたすべての ACE が無視されます。（初期値：無効）

MEMO
ダイナミッククライアントを自動的に検出するためには、DHCPスヌーピングを有効にしておく必要があり
ます。

◆ダイナミックからスタティックへの変換―クリックすると、すべてのダイナミックエント
リーをスタティックエントリーに変換します。

ポートモード設定

◆ポート―ポート識別子です。

◆モード―特定のポート上で IPソースガードを有効／無効にします。任意のポート上で
グローバルモードとポートモードの両方が有効になっている場合のみ、そのポートで
ARP 監視が機能します。（初期値：無効）

◆最大ダイナミッククライアント―任意のポート上で検知できるダイナミッククライアント
の最大数を指定します。0、1、2または無限が選択可能です。ポートモデルが有効で、
かつダイナミッククライアントの最大数が 0の場合、スイッチは、任意のポートに対す
るスタティックエントリーにマッチする IP パケットのみを転送します。

Webインターフェース
IPソースガードフィルターをポートへ設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-IPソースガード-IPソースガード設定の順
にクリックします。
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2.	任意のポートに対して IPソースガードをグローバルに有効／無効にします。

3.	任意のポートに対するダイナミッククライアントの最大数を設定します。

4.	保存をクリックします。

図 37：	IPソースガード設定のためのグローバル、ポートベース設定

IPソースガードのスタティックバインディングの設定

スタティックIPソースガードテーブルを使用し、スタティックアドレスをポートへバインド
します。テーブルエントリーにはポート識別子、VLAN 識別子、IPアドレス、サブネット
マスクが含まれます。すべてのスタティックエントリーは無限リースタイムにて設定されま
す。

パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-IPソースガード-スタティックテーブル

機能の使用方法
◆ソースガードバインディングテーブルに登録されたスタティックアドレスは自動的に無
限リースタイムで設定されます。DHCPスヌーピングにて取得されたダイナミックエント
リーはDHCP サーバー自身から設定されます。

◆スタティックバインディングは以下のように処理されます。

nn 同一の VLANIDとMACアドレスをもつエントリーが存在しない場合、スタティック
IPソースガードテーブルへ新しいエントリーが追加されます。

nn 同一の VLANIDとMACアドレスをもつエントリーが存在し、かつエントリータイプ
がスタティックIPソースガードバインディングである場合、新しいエントリーで古い
エントリーを上書きします。
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nn 同一の VLANIDとMACアドレスをもつエントリーが存在し、かつエントリータイプ
がダイナミックDHCPスヌーピングバインディングである場合、新しいエントリーで
古いエントリーを上書きし、エントリータイプがスタティックIPソースガードバイン
ディングに変更されます。

nn スタティックバインディングはユニキャストアドレスのみを受入れます。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―スタティックエントリーをバインドするポートです。

◆VLAN	ID―設定された VLANの IDです。（範囲：1-4095）

◆IPアドレス―A、Bクラスタイプを含む有効なユニキャストIPアドレスです。

◆MACアドレス―有効なユニキャストMACアドレスです。

Webインターフェース
IPソースガードのためのスタティックバインディングを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-IPソースガード-スタティックテーブルの
順にクリックします。

2.	追加をクリックします。

3.	任意のポートに対して必要なバインディングを設定します。

4.	保存をクリックします。

図 38：	IPソースガードのためのスタティックバインディングの設定
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ARP 監視の設定

ARP監視はアドレス解決プロトコルパケットのためのMACアドレスバインディングを検証
するセキュリティ機能です。”man-in-the-middle”attacks を誘発する可能性のある、無
効なMAC-to-IPアドレスバインディングをもつ ARPトラフィックに対する防御を提供しま
す。これは、ローカル ARPキャッシュが更新されるタイミングや、パケットが適切な送信
先へ転送されるよりも前にすべての ARPリクエストと応答を傍受し、これら１つ１つのパ
ケットを検証することによって実現されます。無効な ARP パケットは破棄されます。

ARP 監視は信頼済データベース（DHCPスヌーピングバインディングデータベース（「DHCP
スヌーピングの設定」を参照））内に保存された有効な IP-to-MACアドレスバインディン
グに基づいてARP パケットの正当性を判断します。このデータベースは、DHCPスヌー
ピングがスイッチでグローバルに有効になっている場合、または必要なポート上で有効
になっている場合に作成されます。ARP 監視はまた、スタティックに設定されたアドレス
に対してもARP パケットを検証することが可能です。

機能の使用方法

ARP 監視の有効化／無効化

◆ARP 監視はグローバル、またはポートベースで制御されます。

◆デフォルトでは、ARP 監視はグローバル、およびすべてのポートで無効になっています。

nn ARP 監視がグローバルで有効になっている場合、すでに有効になっているポートの
みで機能します。

nn ARP 監視がグローバルで有効になっている場合、監査が有効になっているポート上
のすべての ARPリクエストおよび応答パケットが CPUへリダイレクトされ、ARP 監
視エンジンによってそのスイッチング動作が制御されます。

nn ARP 監視がグローバルで無効になっている場合、監査が有効になっているポートを
含むすべてのポートが無効になります。

nn ARP 監視がグローバルで無効になっている場合、すべての ARPリクエストおよび応
答パケットは ARP 監視エンジンを素通りし、スイッチング動作は他のすべてのパケッ
トの動作と同じになります。

nn グローバル ARP 監視を一度無効にしたあと再度有効にした場合、いずれのポート
の ARP 監視設定も影響を受けません。

nn ARP 監視をグローバルで無効にした場合でも、個別のポートに対してARP 監視を
設定することは可能です。これらの設定の変更は、ARP 監視をグローバルで再度有
効にした後に有効となります。

◆ARP 監視は、有効な IP-to-MACアドレスバインディングのリストのためのDHCPスヌー
ピングバインディングデータベースを使用します。
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MEMO
ダイナミッククライアントが自動的に取得されるようにするためには、DHCPスヌーピングを有効にしてお
く必要があります。

ARP 監視のグローバル、ポートでの設定

ARP 監視設定画面を使用し、ARP 監視をスイッチに対してグローバルに、または必要な
任意のポートに対して有効にします。

パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-ARP 監視-ARP 監視設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

グローバル設定

◆モード―ダイナミックARP 監視をグローバルで有効にします。（初期値：無効）

◆ダイナミックからスタティックへ変換―クリックして、すべてのダイナミックエントリーを
スタティックエントリーへ変換します。

ポートモード設定

◆ポート―ポート識別子です。

◆モード―任意のポート上でダイナミックARP 監視を有効にします。任意のポート上で
グローバルモードおよびポートモードの両方が有効になっている場合のみ、任意のポー
ト上で ARP 監視が有効になります。（初期値：無効）

Webインターフェース
ARP 監視のためのグローバルおよびポートの設定を行います。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-ARP 監視-ARP 監視設定の順にクリックし
ます。

2.	ARP 監視をグローバルで、または必要な任意のポート上で有効にします。

3.	保存をクリックします。
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図 39：	ARP 監視のためのグローバル、ポート設定

ARP 監視のためのスタティックバインディングの設定

スタティックARP 監視テーブルを使用し、ポートへスタティックアドレスをバインドします。
テーブルエントリーは、ポート識別子、VLAN 識別子、ARPリクエストパケット中の送信
元MACアドレス、ARPリクエストパケット中の送信元 IPアドレスを含みます。

ARP 監視は、有効な IP-to-MACアドレスバインディングのリストのための DHCPスヌー
ピングバインディングデータベースを使用します。スタティックARPエントリーは、DHCP
スヌーピングバインディングデータベース内のエントリーよりも優先されます。スイッチは
まずARP パケットとスタティックARPテーブル内で指定された各エントリーを比較します。
パケットにマッチするエントリーが見つからない場合、DHCPスヌーピングバインディング
データベースがそれらの正当性を判定します。

パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-ARP 監視-スタティックテーブル

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート IDです。

◆VLAN	ID―設定された VLANの IDです。（範囲：1-4094）

◆MACアドレス―ARPリクエストパケット中の許可された送信元MACアドレスです。
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◆IPアドレス―ARPリクエストパケット中の許可された送信元 IPアドレスです。

Webインターフェース
スタティックARP 監視テーブルを設定します。

1.	詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-ARP 監視-スタティックテーブルの順にク
リックします。

2.	追加をクリックします。

3.	任意のポートに必要なバインディングを入力します。

4.	保存をクリックします。

図 40：ARP 監視のスタティックバインディングの設定

認証サーバーの設定

認証サーバー設定画面（AuthenticationServerConfigurationpage）を使用し、
RADIUSまたは TACACS+リモートアクセス認証サーバーに設定されたユーザ名とパス
ワードのリストに基づいたマネジメントアクセス（managementaccess）の制御を行い、
IEEE802.1X ポート認証（101 ページ参照）のためのクライアントアクセスを認証します。

MEMO
本ガイドは、RADIUS および TACACS+ サーバーが AAAをサポートするようあらかじめ設定されているこ
とを前提としています。RADIUS および TACACS+ サーバーソフトウェアの設定については、本ガイドの範
囲外となります。RADIUS および TACACS+ サーバーソフトウェアのドキュメントを参照してください。

パス
詳細設定-セキュリティ-ネットワーク設定-AAA

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

共通サーバー設定

◆タイムアウト―スイッチがリクエストを再送するまでに、認証サーバーからの応答をス
イッチが待つ時間です。（範囲：3-3600 秒；初期値：15 秒）
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◆デッドタイム―認証サーバーからの応答がどの程度ない場合に、認証サーバーが停止
中とスイッチが判断するかの時間です。（範囲：0-3600 秒；初期値：300 秒）
デッドタイムを0より大きい値に設定することで、デッドタイム経過後、認証サーバー
が無視されます。ただし、１つのサーバーのみが有効になっている場合、そのサーバー
が停止中とは判断されません。

RADIUS/TACACS+ サーバー設定

◆有効―本エントリーに指定されたサーバーを有効にします。

◆IPアドレス／ホスト名―認証サーバーの IPアドレスまたは IP エイリアスです。

◆ポート―認証メッセージに使用される認証サーバーのネットワーク（UDP）ポートです。
（範囲：1-65535；初期値：0）

UDP ポートが 0に設定された場合、スイッチは 1812を RADIUS 認証サーバーに、
1813を RADIUSAccounting サーバーに、49を TACACS+ 認証サーバーに対し使用
します。

◆シークレットキー―クライアントへのログオンアクセスを認証するために使用する暗号
キーです。（最大長：29 文字）

空のキーを設定するためには、ダブルクォート（"”）を使用します。キーにスペースを
使用するためにはクォートでシークレットキーを囲みます。シークレットキー内にクォー
トを使用することはできません。

Webインターフェース
ウェブインターフェースから、マネジメントアクセスのための認証を設定します。

1.	詳細設定　-　セキュリティ　-　AAAの順にクリック。

2.	マネジメントクライアントタイプに対する認証方式、共通サーバータイミングパラメー
ター、アドレス、UDPポート、RADIUSまたは TACACS+ サーバーに必要なシークレッ
トキーを設定します。

3.	保存をクリックします。
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図 41：認証設定

デバイス間で複数のリンクを作成し、ひとつの仮想的なアグリゲート回線として機能させ
ることができます。ポートトランクは、ボトルネックが存在するネットワークセグメントに
対して帯域を大幅に拡大させたり、２つのスイッチ間にフォールトトレラント回線を設定
します。

スイッチはスタティックトランキングおよびダイナミックリンクアグリゲーションコントロー
ルプロトコル（dynamicLinkAggregationControlProtocol(LACP)）の両方をサポート
しています。スタティックトランクは回線の両端にて手動で設定される必要があり、スイッ
チが CiscoEtherChannelstandard に準拠している必要があります。一方、LACPで設定
されたポートの場合は、他のデバイス上の LACP にで設定されたポートでトランクされた
回線と自動的にやりとりを行うことができます。すでにスタティックトランクの一部として
設定されたポートでない限り、スイッチ上の任意の数のポートで LACPを使用するよう設
定することが可能です。他のデバイス上のポートもLACPを使用するよう設定されている
場合、スイッチおよび他のデバイスは両者間でトランクのやりとりを行います。LACPトラ
ンクが 8つ以上のポートをもっている場合、他のすべてのポートは待機モードに設定され
ます。トランク内の１回線が失敗した場合、待機モードのポートのうちの１つが自動的に
アクティベートされ機能します。

トランクグループの作成
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使用ガイドライン
トランク内の各ポート間での負荷を分散する以外にも、トランク内のポートが失敗した場
合に他のポートが負荷を引き受けることによる冗長性を提供します。ただし、デバイス間
での物理的な接続をおこなう前に、両端の各デバイスにてトランクの設定を行ないます。
ポートトランクを使用する際、以下のポイントに注意します。

◆ループの発生を防ぐため、スイッチ間のそれぞれのネットワークケーブルを接続する
前に、ポートトランクの設定を完了しておきます。

◆接続の両端のポートはトランクポートとして設定する必要があります。

◆異なるタイプのスイッチ上でスタティックトランクを設定する際は、CiscoEtherChannel
standardとの互換性が必要です。

◆トランクの両端のポートは、コミュニケーションモード（例：スピード、デュプレックス
モード、フローコントロール）、VLAN割り当て、CoS 設定を含め、完全に同じ設定に
する必要があります。

◆異なるメディアタイプのものを含め、フロントパネル上の任意のギガビットポート同士
をトランクすることが可能です。

◆ VLAN から、または VLANへの移動、追加、削除を行う際は、トランク中のすべてのポー
トを１つのものとして扱います。

◆ STP、VLAN、IGMP 設定はトランク全体に対してのみ行うことができます。

スタティックトランクの設定

Aggregation モード設定画面を使用し、Aggregation モードおよび各スタティックトラン
クグループのメンバーを設定します。

パス
基本設定 /詳細設定-Aggregation-スタティック情報

使用ガイドライン
◆スタティックトランクを設定する際、製造メーカーの実装によっては、異なるタイプの
スイッチをリンクさせることが出来ない場合があります。ただし、本スイッチ上のスタ
ティックトランクは CiscoEtherChannelとの互換性があります。

◆ネットワーク内でのループの発生を避けるため、ポート同士を接続する前に設定イン
ターフェースからスタティックトランクを追加しておきます。また、設定インターフェー
スにてスタティックトランクを削除する前にポート同士の接続を切っておきます。
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◆受信データフレームがスイッチからトランクへ転送される際、スイッチは、外へ向かう
フレームがトランク内のどのポートへ送られるべきなのかを判断しなければなりませ
ん。ネットワーク内のデバイス間での様々なトラフィックフローのフレーム順を維持す
るため、スイッチは、各「会話」中のフレームが同じトランク回線にマッピングされて
いることを確認する必要があります。この要件を実現するため、また、トランク内のす
べての回線へかかる負荷を分散させるため、スイッチはトランク内のアウトプット回線
番号を計算するためにハッシュアルゴリズムを使用します。ただし、トランクが接続さ
れているデバイスやネットワーク内のトラフィックフローによっては、この負荷分散アル
ゴリズムがトランク内の１つのポートにほとんどの負荷を集中されてしまうことがあり
ます。スイッチのトラフィック負荷がトランク内のすべての回線へ均等に分散されること
を確実にするため、負荷分散の計算に使用されるハッシュ方式を選択することで、トラ
ンク接続のための最適な結果を得ることが出来ます。次の章では、スイッチが提供す
る４つの負荷分散モードについて説明しています。

◆Aggregationモード設定はLACPに対しても適用されます（（142ページの「LACPを設定
する」を参照）。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

Aggregation モード設定

◆ハッシュコードContributors―スイッチ上のすべてのトランクに適用する負荷分散方
式を選択します。１つ以上のオプションが選択された場合、フレームが割り当てられる
トランク内のポートメンバーを決定するためのハッシュアルゴリズムの中で各項目が使
用されます。以下のオプションが使用可能です。

nn ソースMACアドレス―同一のソースMACアドレスをもつすべてのトラフィックがト
ランク内の同じ回線に出力されます。このモードは、スイッチを通るトラフィックを
複数の異なるホストから受け取るswitch-to-switchトランク回線の場合に適してい
ます。（初期値のうちの１つ）

nn 目的地MACアドレス―同一の目的地MACアドレスをもつすべてのトラフィックが
トランク内の同じ回線に出力されます。このモードは、スイッチを通るトラフィック
が複数の異なるホストへ向かうswitch-to-switchトランク回線の場合に適していま
す。すべてのトラフィックが同じ目的地MACアドレスをもつ switch-to-routerトラン
ク回線にはこのモードを使用しません。

nn IPアドレス―同一のソースMACアドレスおよび目的地アドレスをもつすべてのトラ
フィックがトランク内の同じ回線に出力されます。このモードは、スイッチを通るト
ラフィックが複数の異なるホストへ向かうトランク回線の場合に適しています。すべ
てのトラフィックが同じ目的地 IPアドレスをもつトランク回線にはこのモードを使用
しません。（初期値のうちの１つ）
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nn TCP ／ UDPポート番号―同一のソース／目的地 TCP/UDP ポート番号をもつすべ
てのトラフィックがトランク内の同じ回線に出力されます。このオプションのみを単
独で使用することは避けます。単独で使用すると、ウェブブラウジングなど特定のタ
イプのアプリケーショントラフィックのためにトランク内の単一ポートメンバーに過
剰な負荷がかかることがあります。ただし、IPアドレスオプションと同時に使用する
ことで効果的な使用が可能です。（初期値のうちの１つ）

Aggregationグループ設定

◆グループ ID―トランクIDです。

◆ポートメンバー―ポートIDです。

Webインターフェース
スタティックトランクを設定します。

1.	詳細設定　-　Aggregation　-　スタティック情報の順にクリックします。

2.	設定したトランクに対して適用するための１つまたはそれ以上の負荷分散方式を選択
します。

3.	各トランクで使用されるポートメンバーを割り当てます。

4.	保存をクリックします。
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図 42：スタティックトランク設定

LACPを設定する

選択したポートを有効にし、管理キーとプロトコルのイニシエーションモードを設定する
には LACP ポート設定を使用します。

パス
基本設定 /詳細設定-Aggregation-LACP

使用ガイドライン
◆ネットワーク内にループを作らないようにするために必ずポートに接続する前に LACP
を有効にしLACPを無効にする前にポートの接続を解除してください。

◆ターゲットのスイッチでも接続したポートで LACP が有効な場合、自動的にトランクが
作動します。

◆ LACPを使用して他のスイッチと形成したトランクは自動的に次に使用可能なトランク
IDに割り当てられます。

◆同じターゲットスイッチにつながっている8つ以上のポートで LACP が有効な場合、追
加のポートはスタンバイモードに置かれ、それらのポートのいずれかのアクティブなリ
ンクが切れた場合のみ有効になります。
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◆ LACPトランクの両端の全てのポートは、強制モードかオートネゴシエーションいずれ
かで、全二重通信に設定されなければいけません。

◆ LACPを使ってダイナミックに規定されたトランクはモニタリングメニューの LACPシス
テムステータス（270ページ参照）とLACPポートステータス（271ページ参照）に表示さ
れます。

◆通常のリンクAggregationグループに割り当てられたポートは以下の基準を満たして
いなければいけません。

nn ホートは同じAdminKey を持っていなければいけません。AdminKey の自動設定
を使用する事でこの問題を回避する事ができます。

nn 近端もしくは遠端の一つのポートはアクティブイニシエーションモードに設定されて
いなければなりません。

◆Aggregationメニューの固定情報にあるAggregationモード設定（139 ページの「スタ
ティックトランクの設定」を参照）は LACP にも適用されます。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆ポート―ポート ID

◆LACP 有効―スイッチポートで LACPを有効にするかをコントロールします。LACP
は同じパートナーに２つ以上のポートが接続された時にAggregation を形成します。
LACP はスイッチごとに最大 12LAG 形成する事ができます。

◆キー―LACPadministrationキーは同じLAGに属すポートと同じ値に設定されなくて
はいけません。( 範囲：0-65535；デフォルト：Auto) 手動でキーを設定するには特定
のオプションを選択してください。実際のリンクスピードを基に自動的にキーを設定す
るには自動選択 (Autoselection) を使用します。10Mb=1,100Mb=2,and1Gb=3
となります。

◆役割	―LACPイニシエーションモードを activeまたはpassiveに設定します。( 一秒
ごとに )自動的に LACPネゴシエーションパケットを送るためには、ポートに LACPネ
ゴシエーションの Active イニシエーションを使用します。ネゴシエーションを開始する
前にパートナーからLACPプロトコルパケットを受信するまで待機させるためには、ポー
トに Passive イニシエーションモードを使用します。
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WEB	INTERFACE
Webインターフェース
ダイナミックとランクを設定するには：

1.	基本設定 /詳細設定-Aggregation-LACPとクリックします。

2.	LAGで使用されている全てのポートで LACPを有効にします。

3.	ポートを特定の LAGに制限するため LACPAdminキーを指定します。

4.	イニシエーションモードをアクティブにするために、近端もしくは遠端でそれぞれの
LAGの少なくとも一つのポートを設定します。

5.	「保存」をクリックします。

図	43	：LACP	ポート設定
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ハードウェアの問題、または不完全なプロトコル設定によって引き起こされる一般的な
ループバックの状態を検出するためにループ防止設定ページを使用します。有効にする
とコントロールフレームが参加しているポートに送信され、スイッチはそのフレームが
ループバックしていないか入力トラフィックをモニターします。

パス
詳細設定-ループ防止設定

使用ガイドライン
◆コントロールフレームの送信間隔と回復時間のデフォルト設定は、ご使用の環境のパ
フォーマンスを改善するために調整されます。レスポンスモードも、ループバックされ
ているパケットの種類を解明後変更する必要があります。

◆ループバックの検出は効果を発揮するためにグローバルとインターフェースで有効に
なっていなければなりません。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

グローバル設定

◆ループ防止有効―スイッチ側でループバックの検出をクローバルに有効にします。(デ
フォルト：無効 )この機能を有効にするためにはループバックの検出をスイッチ側でグ
ローバルに有効にし指定のポートでも有効にしなければなりません。

◆送信時間―ループバックを検出するコントロールフレームの送信間隔です。( 範囲：
1-10 秒 )

◆シャットダウン時間	―スイッチがインターフェースをシャットダウン状態から自動的に開
放する前に待機する間隔です。( 範囲：1-604,800秒 ,または0で自動リカバリーを無
効にします。)

リカバリー時間が 0に設定されていると、シャットダウン状態に置かれているポートは
スイッチをリセットするまで同じ状態にとどまります。

ループ防止モードが変更されると、ループバック検出プロセスによりシャットダウン状
態に置かれているポートは残りの回復時間に関わらず、ただちに稼働状態にもどりま
す。

ループ防止を設定する
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ポート設定

◆ポート―ポート ID

◆状態	―ポートのループバック検出を有効にします。(デフォルト：有効 )

◆アクション―ポートでループが検出された時に実行するレスポンスを設定します。
(オプション：シャットダウン、シャットダウンとログ、ログのみ (ShutdownPort,
ShutdownPortandLog,LogOnly))

◆送信モード	―ポートがアクティブにループ防止 PDUを生成しているか、または単に受
動的にループした PDUを探しているかをコントロールします。(デフォルト：有効 )

Webインターフェース
ループ防止を設定するには：

1.	詳細設定-ループ防止設定とクリックします。

2.	クローバル設定でループ防止を有効にし、必要な送信時間とシャットダウン時間を調
整します。

3.	ポート設定でポートをモニターするためにループ防止を有効にし、ループが検出され
た時のレスポンスを設定し、ポートがアクティブにコントロールフレームを送信するが
どうかを選択します。

4.	「保存」をクリックします。
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図	44：ループ防止設定

SpanningTreeアルゴリズムは(STA) ネットワークループを検出し無効にする事と、スイッ
チまたはブリッジ、ルーター間にバックアップリンクを提供する事に使用できます。これ
はネットワーク内のどの場所にある２つのステーション間でも一つのルートだけが存在す
る事を確保し、プライマリーリンクがダウンした時に自動的に引き継ぎを行うバックアッ
プリンクを提供するためにスイッチがネットワーク内の他の (STA に準拠したスイッチやブ
リッジ、ルーター等の )ブリッジデバイスと交流する事を許可します。

本スイッチがサポートしているSpanningTreeアルゴリズムは以下の 3つのバージョンを
含みます：

◆ STP―SpanningTreeプロトコル(IEEE802.1D)

◆ RSTP―RapidSpanningTreeプロトコル(IEEE802.1w)

◆MSTP―MultipleSpanningTreeプロトコル(IEEE802.1s)

STP―STP は SpanningTreeネットワークのルートの役割を果たしている (STA に準拠し
たスイッチやブリッジ、ルーター等の )ブリッジデバイスを選択するために分散アルゴリ
ズムを使用します。これは、パケットをデバイスからルートデバイスへ転送する時に最小
のパスコスト(lowestpathcost) で済む、それぞれの ( ルートデバイスを除く)ブリッジ
デバイスのルートポートを選択します。次にそれぞれの LANから、パケットを LANから

Spanning	Tree	アルゴリズムを設定する
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ルートデバイスへ転送する時に最小のパスコスト(lowestpathcost)で済む、指定のブリッ
ジデバイスを選択します。指定のブリッジデバイスに接続している全てのポートは指定の
ポートとして割り当てられます。最小コストの SpanningTree が決まったら、全てのルー
トポートと指定のポートを有効にし、他のポートを無効にします。これによりネットワーク
パケットはルートポートと指定のポート間だけで転送され、いかなるネットワークループ
も排除します。

図	45：STP	ルートポートと指定ポート

x x x

xx

指定された
ルート

指定された
ブリッジ

指定された
ポート

ルート
ポート

安定したネットワークトポロジーが成立すると、全てのブリッジはルートブリッジから送信
されるHelloBPDU(ブリッジプロトコルデータユニット) 受信します。ブリッジが事前に
定義されたインターバル ( 最大待機時間 ) のあとにHelloBPDUを受信しないと、そのブ
リッジはルートブリッジへのリンクがダウンしていると見なされます。このブリッジは、ネッ
トワークを再構築し有効なネットワークトポロジーを再び制定するために、他のブリッジ
とネゴシエーションを開始します。

RSTP―RSTP は速度の遅いレガシー STP に対する一般的な代替手段としてデザインされ
ています。RSTP はまたMSTP に組み込まれています。
RSTP は、ノードまたはポートが機能しない時に使う事ができる代替のルートを事前に定
義し、再構築された時にツリー構造の中で変更に反応しないポートのために転送データ
ベースを保持して、アクティブなポートが学習を始める前に状態が変化する数を減すこと
で、最も早い再構築を実現します ( 例；STPでは 30 秒以上かかるものを1-3 秒で行いま
す )。

MSTP―STPまたはMSTPを使用している時は全ての VLANメンバー間で安定したパス
を維持するのは困難です。ツリー構造の頻繁な変更は容易に一部の VLANメンバーを孤
立させてしまいます。( 収束の早い RSTP をベースとした )MSTP は VLANグループを基
にした独立した SpanningTree をサポートするためにデザインされています。Multiple
SpanningTree を使用する事で複数の転送パスを供給し負荷平衡 (loadbalancing) を有
効にする事ができます。一つ以上のVLANをMultipleSpanningTreeインスタンス(MSTI)
にグループ化する事ができます。MSTP は割り当てられたそれぞれの VLANグループ間の
接続を維持するために、それぞれのインスタンスに別々のMultipleSpanningTree(MST)
を構築します。次にMSTPは通常に設定された全てのMSTPブリッジを含むリージョン(the
Region) に InternalSpanningTree(IST) を構築します。
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図	46：MSTP	リージョン ,	Internal	Spanning	Tree,	Multiple	Spanning	Tree

MSTリジョンは同じMST 設定 ID(リージョン名、リビジョンレベル、設定概要
(ConfigurationDigest)含む、153ページ参照)を持つ相互接続したグループから成り立って
います。(リージョン名、バージョンレベル、設定概要含む、153ページ参照 )MSTリージョン
はMSTPインスタンスを含んでいます。InternalSpanningTree(IST) は MSTリージョン
内の全てのMSTPスイッチとの接続に使用されます。CommonSpanningTree(CST) は
隣接した全てのMSTリージョンと相互接続し、グローバルネットワークの中で STPまた
は RSTPとの通信にバーチャルブリッジノードの機能を果たします。

図	47：	Common	Internal	Spanning	Tree,	Common	Spanning	Tree,	Internal	Spanning	
Tree
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MSTP は全てのブリッジとLANセグメントを singleCommon および nternalSpanning
Tree(CIST)と結びつけます。CIST はスイッチとサポートするSTP、RSTP、MSTPプロトコ
ルの間で稼働しているspanningtreeアルゴリズムの結果として形成されます。

VLANをMultipleSpanningTreeインスタンス(MSTI) に含めるように指定すると、プロト
コルは、それぞれの VLAN 間の接続性を維持するために自動的にMSTITree を構築しま
す。MSTPは CommonSpanningTree(CST) の中でそれぞれのインスタンスが RSTPノー
ドとして扱われるのでグローバルネットワークとのコンタクトを維持します。
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STAにグローバル設定を行う

スイッチにグローバルに適用された STA の設定をするために STPブリッジ設定を使用し
ます。

パス
基本設定 /詳細設定-SpanningTree-ブリッジ設定

機能の使用方法
◆ SpanningTreeプロトコル (1)

RSTPをインターナルステータスの機器に使用しますが、802.DBPDU のみ送信します。
これは全てのネットワークに対して一つの spanningtree インスタンスを作成します。
ネットワークに複数の VLANが実装されている場合、指定の VLANメンバー間のパス
はネットワークループを防ぐために意図せずに無効となり、グループメンバーが孤立す
る事になります。複数の VLANを稼働させている時はMSTPオプションを選択する事
をお勧めします。

◆ RapidSpanningTreeプロトコル (1)

RSTP は以下に記すように、受信するプロトコルメッセージをモニターし、RSTPノード
が送信するプロトコルメッセージのタイプにダイナミックに適応する事で STPとRSTP
ノードをサポートします。

nn STP モード―ポート移行の遅延タイマーが失効した後スイッチは 802.1D
BPDU( 例；STPBPDU) を受信し、スイッチは 802.1Dブリッジに接続したと見なし
802.1DBPDU だけを使い始めます。

nn RSTP モード―RSTP がポートに 802.1DBPDUを使用し移行遅延タイマーが失効し
た後に RSTPBPDUを受信すると、RSTP は移行遅延タイマーを再起動しそのポート
に RSTPBPDU の使用を開始します。

◆MultipleSpanningTreeプロトコル

MSTPは全てのインスタンスに対して固有のSpanningTreeインスタンスを生成します。
これはネットワークに複数の経路を提供し、トラフィックの負荷の平衡を保ち、シング
ルインスタンスのブリッジノードが機能しなくなった時に広い範囲でのネットワークの
分断を防ぎ、機能しなくなったインスタンスの新しいトポロジーの高速での収束を許可
します。

nn ネットワーク越しに稼働するためにmultiplespanningtree を許可するには、関連
するブリッジのセットを同じMSTP 設定で構成し、指定の SpanningTree インスタン
スへの参加を許可しなければなりません。

(1) STP と RSTP はタグ付けされていないフレームとして送信され全ての VLAN境界を交差します。
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nn SpanningTree インスタンスは互換性のあるVLANインスタンス割り当てを持つブ
リッジでのみ存在します。

nn SpanningTree モードを切り替える時は十分にご注意ください。モードを変更すると
以前のモードの SpannigTree インスタンスは全て停止しシステムは新しいモードで
再起動するので、一時的にユーザートラフィックを妨害します。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

基本設定

◆プロトコルバージョン―スイッチで使用しているSpanningTreeのタイプを指定します。
(オプション：STP、RSTP、MSTP；デフォルト：MSTP)

nn STP：SpanningTreeプロトコル (IEEE802.1D)；例：スイッチは STP 強制互換モー
ドに RSTP セットを使用します。

nn RSTP：RapidSpanningTree(IEEE802.1w)

nn MSTP：MultipleSpanningTree(IEEE802.1s)；デフォルト設定です。

◆ブリッジ優先度―ブリッジ優先度はルートデバイス、ルートポート、指定ポートの選
択に使用します。優先度が一番高いデバイスは STA のルートデバイスになります。全
てのデバイスが同じ優先度の場合、MACアドレスの値が最も低いデバイスがルートデ
バイスになります。( 数値が低い事が優先度が高い事を示します )

nn デフォルト：128

nn 範囲：0-240、16 区切り

nn オプション：0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,24

◆フォワード遅延時間―デバイスが状態が変わる前に待機する最大時間 ( 秒単位 )( 例：
転送ラーニングのディスカード )。全てのデバイスがフレームの転送を開始する前にト
ポロジーの変更情報を受信しなければいけないので、この遅延が必要になります。更
にそれぞれのポートはディスカードの状態に戻る事になるコンフリクト情報を得るため
に時間が必要になります。この時間が無いと一時的にデータのループが発生する事に
なります。

最小：4以上または [( 最大MessageAge/2)+1]
最大：30
デフォルト：15
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◆最大待機時間	―再設定を試みる前に設定メッセージを受信せずに待機できる最大時
間 (秒単位 )。( 指定ポートを除く)全てのデバイスポートは定期的に設定メッセージを
受信しなければいけません。( 最後の設定メッセージで提供された )STAインフォメー
ションの待機時間を過ぎたポートは全て接続されているLANの指定ポートになります。
ルートポートがその状態になると、ネットワークに接続されているデバイスポートから
新しいルートポートが選択されます。(このセクションでの「ポート」はポートとトラン
クを含む「インターフェース」を意味します。)

最小：　6以上または[2x(HelloTime+1)]
最大：40以下または [2x(ForwardDelay-1)]
デフォルト：20

◆最大ホップ数―BPDU がディスカードされる前にMSTリージョンで許可されたホップ
の最大数 ( 範囲：6-40；デフォルト：20)

MSTリージョンは STPとMSTPプロトコルでシングルノードとして扱われます。その
ためMSTリージョン内の BPDUのメッセージエージは不変です。リージョン内のそ
れぞれの SpanningTree インスタンスと、それらのインスタンスを繋げるcommon
internalspanningtree(CIST) は BPDUを伝搬するブリッジの最大数を規定するため
ホップ数を使用します。それぞれのブリッジは BPDUを通過する前にホップ数を1デク
レメントします。ホップ数が 0に到達するとメッセージはドロップします。

◆送信ホールド回数―ブリッジポートが一秒あたりBPDUを送信する回数です。超過し
た場合、次の BPDUの送信は遅延します。( 範囲：1-10；デフォルト：6)

詳細設定

◆エッジポート	BPDUフィルター―BPDUフィルターは終端のノードに接続されている設
定済みのエッジポートへ BPDUの送信をしない事を許可します。デフォルトでは STA
はポートで管理エッジ (Administrativeedge) が有効かどうかに関わらず全てのポート
に対してBPDUを送信します。(デフォルト：無効 )

◆エッジポート	BPDU	ガード―この機能はエッジポートが BPDUを受信しないようにしま
す。これは BPDUを受信した時にポートを spanningtree のディスカード状態に置く代
わりにエッジポートをシャットダウンする事でループを防ぎます。有効な設定では設定
されたエッジポートは BPDUは受信しません。エッジポートが BPDUを受信する場合、
認証されていないデバイスの接続などの無効な設定が存在します。BPDUガード機能
は管理者が手動でポートを有効にしなければいけないので、無効な設定に対して安全
なレスポンスを提供します。

◆ポートエラーリカバリー―エラーまたは無効のステータスにあるポートを一定時間経
過後に自動的に有効にするようにコントロールします。リカバリーが有効でない場合、
ポートは無効となり通常の STAオペレーションには再度有効にしなければいけません。
この条件はシステムを再起動する事でクリアーする事ができます。
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◆ポートエラーリカバリー	タイムアウト時間―ポートがエラーまたは無効のステータス
(error-disabledstate)から有効な状態になるまでに経過しなければいけない時間です。
( 範囲：30-86400秒または 24 時間 )

Webインターフェース
STAをグローバル設定するには：

1.	設定-SpanningTree-ブリッジ設定とクリックします。

2.	必要な項目を設定します。

3.	「保存」をクリックします。

図	48：STA	ブリッジ設定

Multiple	Spanning	Treeを設定する

MSTI マッピングページは、VLANグループをMSTPインスタンス (MSTI) に追加または、
このスイッチで使用されているVLAN-to-MSTI マッピングの名前とバージョンを指定する
のに使用します。

パス
基本設定 /詳細設定-SpanningTree-MSTI マッピング
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機能の使用方法
MSTPはそれぞれのインスタンスに対して固有のSpanningTreeを生成します。これはネッ
トワークに複数の経路を提供し、トラフィックの負荷の平衡を保ち、シングルインスタン
スのブリッジノードが機能しなくなった時に広い範囲でのネットワークの分断を防ぎ、機
能しなくなったインスタンスの新しいトポロジーの高速での収束を許可します。

デフォルトでは全ての VLAN は MSTリージョン内の全てのブリッジとLAN に接続する
CommonInternalSpanningTree(CISTまたはMSTインスタンス0)に割り当てられてい
ます。本スイッチは最大 7インスタンスまでサポートしています。ネットワーク内の同じ
エリア (generalarea) をカバーするVLANをグループ化するよう試みてください。しかし、
同じMSTIリージョンに同じインスタンスのセットで存在し、同じVLAN のセットと(それ
ぞれのブリッジが ) 同じインスタンスの全てのブリッジの設定をしなくてはいけません。ま
た、RSTP は全てのリージョンをCIST に接続しそれぞれのMSTIリージョンをシングルノー
ドとして扱う事に注意してください。

multiplespanningtreeを使用するには：

1.	SpanningTree のタイプをMSTP に設定します。（150 ページ参照）

2.	MSTOマッピングページでMSTI で共有する　VLANを追加します。

3.	MSTI 優先設定ページで CIST およびMSTインスタンスへの SpanningTree の優先度
を入力しします。

MEMO
全ての VLANは自動的にCIST(MSTインスタンス0) へ追加されます。

MSTI がネットワーク接続を維持する事を確保するために、同じMSTI 設定で関係するブ
リッジセットを設定しなくてはいけません。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

設定確認

◆設定名 (2)―MSTI の名前です。( 最大長：　32 文字 ;　デフォルト：スイッチのMAC
アドレス )

◆設定バージョン (2)―MSTI のバージョンです。( 範囲：　0-65535；デフォルト：0)

(2) MST の名前とバージョンはいずれも個別に識別できるMST リージョンである必要があります。
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MSTIマッピング

◆MSTI―設定するインスタンス IDです。CIST は明確にマッピングされていない VLAN
を引き受けるので明確なマッピングには使用できません。( 範囲：1-7)

◆VLAN	ID	マッピング―このMSTインスタンスに割り当てるVLANです。VLANは
commaまたはspace に分かれていなければいけません。VLANは一つのMSTI にの
みマッピングする事ができます。( 範囲：1-4094)

Webインターフェース
VLANグループをMSTPインスタンスに追加するには：

1.	設定-SpanningTree-MSTI マッピングとクリックします。

2.	VLANグループをインスタンスに追加するために VLANID マッピング内に入力します。
指定のメンバーは設定済みの VLANである必要はありません。

3.	「保存」をクリックします。

図 49：VLAN	を	MSTインスタンスに追加する
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Spanning	Tree	ブリッジの優先設定を設定する

CISTと設定済みの全てのMSTI のブリッジ優先度の設定をするためにMSTI 優先度設定
ページを使用します。RSTP はそれぞれのMSTインスタンスをシングルブリッジノードと
見なす事に留意してください。

パス
基本設定 /詳細設定-SpanningTree-MSTI 優先度設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆MSTI―設定を行うインスタンス IDです。( 範囲：CIST,MSTI1-7)

◆優先度―SpanningTreeのインスタンスの優先度です。( 範囲：0-24016 区切り；オ
プション：0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240；デフォ
ルト：128)

ブリッジの優先度はルートデバイス、ルートポート、指定ポートの選択に使用します。
最も優先度の高いデバイスが STA ルートデバイスになります。全てのデバイスが同じ
優先度の場合、MACアドレスの値が最も低いデバイスがルートデバイスになります。
( 数値が低い事が優先度が高い事を示します )

スイッチの 6バイトのMACアドレスと連結されたブリッジ優先度とMSTIインスタンス
ナンバーはブリッジ IDを形成します。

Webインターフェース
VLANグループをMSTPインスタンスに追加するには：

1.	設定-SpanningTree-MSTI 優先度設定とクリックします。

2.	CISTまたは設定済みのMSTI にブリッジ優先度の設定をします。

3.	「保存」をクリックします。

図 50：STAブリッジ優先度設定
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STP/RSTP/CISTインターフェースを設定する

SpanningTree モードが STPまたは RSTP にセットされた時、またはインターフェースが
CIST の時にインターフェースに STA 属性を設定する際に CIST ポート設定を使用します。
STAインターフェース属性にはパスコスト、ポート優先度、(ファーストフォワーディング
のための )エッジポート、エッジポートの自動検出、および Point-to-pointリンクタイプ
が含まれます。

推奨のパスを示すために同じメディアタイプのポートへ、または接続されているデバイス
がファーストフォワーディングをサポートしている事を示すためにエッジポートへ、Point-
to-Point 接続または共有メディア接続を示すためにリンクタイプへ、異なる優先度または
パスコストを使用します。(このセクションでの「ポート」はポートとトランクを含む「インター
フェース」を意味します。)

パス
基本設定 /詳細設定-SpanningTree-CIST ポート

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート ID

このフィールドは LACPで作成された固定 TrunkまたはダイナミックTrunkを適用する
事はできません。また、全ての Trunk に対して1セットのインターフェース設定のみ
適用可能です。

◆STP 有効―インターフェースを STA 有効、STA 無効または STA 無効withBPDU
transparency に設定します。(デフォルト：有効 )

BPDUtransparency は一般的に BPDUトンネリングに使用されます。BPDUを変更無
しにサービスプロバイダーのネットワークを通過させる事でリモートネットワークのセ
グメントを singlespanningtree に結合します。このスイッチに実装されているので
BPDUtransparencyは spanningtree( サービスプロバイターネットワークのアップリン
クポート等 ) に参加していないポートが BPDUパケットをディスカードまたは処理しよ
うとする代わりに他のポートへ転送する事を許可します。

◆パスコスト―このパラメータは STA がデバイス間のベストパスを決めるために使用し
ます。そのため高速のメディアに接続されているポートには低い値が割り当てられ低
速のメディアに接続されているポートには高い値が割り当てられます。( パスコストは
ポートの優先権を持ちます。）

デフォルトではシステムは自動的にそれぞれのポートで使用されているスピートアンド
デュプレックスモードを検出し、以下に示す値によってパスコストを設定します。
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表 8：STAの推奨パスコスト範囲
ポートタイプ IEEE	802.1D-1998 IEEE	802.1w-2001

イーサネット 50-600 200,000-20,000,000

高速イーサネット 10-60 20,000-2,000,000

ギガビットイーサネット 3-10 2,000-200,000

表 9：STAの推奨パスコスト
ポートタイプ リンクタイプ IEEE	802.1D-1998 IEEE	802.1w-2001

イーサネット ハーフデュプレックス
フルデュプレックス
トランク

100
95
90

2,000,000
1,999,999
1,000,000

高速イーサネット ハーフデュプレックス
フルデュプレックス
トランク

19
18
15

200,000
100,000
50,000

ギガビットイーサネット フルデュプレックス
トランク

4
3

10.000
5,000

表 10：デフォルト	STA パスコスト
ポートタイプ リンクタイプ IEEE	802.1w-2001

イーサネット ハーフデュプレックス
フルデュプレックス
トランク

2,000,000
1,000,000
500,000

高速イーサネット ハーフデュプレックス
フルデュプレックス
トランク

200,000
100,000
50,000

ギガビットイーサネット フルデュプレックス
トランク

10,000
5,000

◆優先度―SpanningTreeアルゴリズム内にあるポートの優先度を定義します。スイッ
チ上の全てのポートのパスコストが同じ場合、最高優先度 ( 最低の値等 ) のポートが
SpanningTree 内でアクティブリンクとして設定されます。これは優先度の高いポート
を SpanningTreeアルゴリズムがネットワークループを検出した時にブロックされにく
くします。一つ以上のポートが最高優先度に割り当てられると、最も低い数字の IDを
持つポートが有効になります。( 範囲：0-240,16 区切り；デフォルト：128)

◆Adminエッジ	―インターフェースがブリッジ LANの終端の LANセグメントまたは終
端のノードに接続されている時にこのオプションを有効にします。終端のノードはルー
プを転送できないため、SpanningTree転送ステータス (forwardingstate) を通して
直接送ります。エッジポートを特定する事は、再構成イベント中に要求される再設定ア
ドレスレテーブルのフレームの氾濫を押さえるために現在の転送データベースを保持
して、SpannigTree がインターフェースの状態の変更時に再構成を始めないようにし、
また他の STA のタイムアウトの問題を克服し、ワークステーションやサーバーのような
デバイスに早期の収束をもたらします。ただし、この機能は終端ノードデバイスに接
続されているポートでのみ有効となります。(デフォルト：有効 )
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◆自動エッジ―ブリッジポートに対して自動エッジ検出を有効にするかどうかをコント
ロールします。有効にするとブリッジは BPDUをポートが受信しない場合にそのポート
がネットワークの終端に位置している事を確定する事ができます。(デフォルト：　有効)

◆制限事項　役割―有効にするとポートは最適な SpannigTree 優先度を持っていて
も、CISTまたはあらゆるMSTI のルートポートに選択されなくなります。そのような
ポートはルートポートが選択された後に代替ポートとして選択されます。設定した場合
SpanningTree の接続性の欠落を招きます。これらのブリッジは管理者のフルコント
ロール下には無いため、この設定はブリッジが外部からネットワークのコアリージョン
の SpanningTreeアクティブトポロジーの影響を防ぐためにネットワーク管理者が行い
ます。この機能はルートガードとしても知られています。

◆制限事項	TCN―有効にするとポートは受信したトポロジーの変更通知と他のポートの
トポロジーの変更を伝えなくなります。TCNメッセージは永続的な間違って学習され
たステーションのロケーション情報の結果としてSpanningTreeのアクティブトポロジー
内の変更後に一時的に接続性の消失を招きます。ブリッジは管理者のフルコントロー
ル下には無い、または接続された LANの物理リンクステータスの変遷が頻繁なため、
ブリッジが外部からネットワークのコアリージョンにアドレスの掃き出しを防ぐため
TCNメッセージはにネットワーク管理者によって制限する事ができます。

◆BPDUガード―この機能はポートが BPDUを受信するのを防ぎます。これは BPDUを
受信した時にポートを spanningtree のディスカード状態に置く代わりにシャットダウ
ンする事でループを防ぎます。BPDUガード機能は管理者が手動でポートを有効にし
なければいけないので、無効な設定に対して安全なレスポンスを提供します。(デフォ
ルト：無効 )

有効にするとポートは有効な BPDUを受信した時に自身で無効になります。類似のブ
リッジ設定とは対照的に、ポートのエッジステータスは設定に影響しません。この設定
によりエラーまたは無効のステータスになったポートはブリッジのポートエラーリカバ
リー設定に従います。(150 ページの「STA にグローバル設定を行う」を参照します。)

◆Point-to-Point―インターフェースに接続されているリンクタイプは自動検出か、手動
で point-to-pointまたはsharedmediumに設定する事ができます。転送ステータス
の推移は point-to-pointリンクの方が sharedmediumよりも高速です。これらのオプ
ションについては以下に記します。

nn Auto―スイッチはインターフェースがpoint-to-pointリンクまたはsharedmedium
どちらに接続するかを自動的に決定します。(これはデフォルト設定です。)

自動検出を選択するとスイッチはリンクタイプをデュプレックスモードから導きだし
ます。フルデュプレックスモードはpoint-to-pointリンクと見なされ、ハーフデュプ
レックスモードは sharedリンクと考えられます。

nn Forced	True―正確にもう一つのブリッジへ point-to-point 接続します。

nn Forced	False―一つまたは二つのブリッジとの共有接続です。
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Webインターフェース

1.	設定-SpanningTree-CIST ポートとクリックします。

2.	必要な属性を調整します。

3.	「保存」をクリックします。

図 51：STP/RSTP/CIST	ポート設定

MISTインターフェースを設定する

MSTI ポート設定ページは、特定のMSTI にあるインターフェースにパスコストとポートプ
ライオリティを含む STA 属性を設定します。推奨のパスを示すために同じメディアタイプ
のポートに異なる優先度またはパスコストを使用する事ができます。(このセクションでの
「ポート」はポートとトランクを含む「インターフェース」を意味します。)

パス
基本設定 /詳細設定-SpanningTree-MSTI ポート

◆ポート―ポート ID。このフィールドには LACPで作成された固定トランク(Static
Trunk)またはダイナミックとランクは適用できません。また、１セットのインターフェー
ス設定のみ全てのトランクに適用されます。

◆パスコスト―このパラメーターは STA がデバイス間でベストパスを決定するために使
用します。そのため高速のメディアに接続されているポートには低い値が割り当てられ
低速のメディアに接続されているポートには高い値が割り当てられます。( パスコスト
はポートの優先権を持ちます。）

デフォルトではシステムはそれぞれのポートを使用してスピードとデュプレックスモード
を検出し、表 9から11で示した値に基づいてパスコストを設定します。
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◆優先度―SpanningTreeアルゴリズム内にあるポートの優先度を定義します。スイッ
チ上の全てのポートのパスコストが同じ場合、最高優先度 ( 最低の値等 ) のポートが
SpanningTree 内でアクティブリンクとして設定されます。これは優先度の高いポート
を SpanningTreeアルゴリズムがネットワークループを検出した時にブロックされにく
くします。一つ以上のポートが最高優先度に割り当てられると、最も低い数字の IDを
持つポートが有効になります。( 範囲：0-240,16 区切り；デフォルト：128)

Webインターフェース
MSTPインターフェースを設定するには：

1.	設定-SpanningTree-MIST ポートとクリックします。

2.	必要な属性を調整します。

3.	「保存」をクリックします。

図	52：MSTI ポート設定

マルチキャストVLANレジストレーション (MVR) はサービスプロバイダーのネットワーク
全域でマルチキャストトラフィック(TV チャンネルやビデオオンデマンド ) の送信に最も
一般的に使用されるシングルネットワークワイドの VLAN へのアクセスをコントロールす
るプロトコルです。MVRVLAN に入ってくる全てのマルチキャストトラフィックは接続され
ている全サブスクライバー (subscribers) へ送信されます。このプロトコルはノーマルマ
ルチキャストVLAN のためのダイナミックモニターとディストリビューションツリーの構築
に必要とされるプロセスオーバーヘッドを劇的に減らします。これはマルチキャストルー

マルチキャスト	VLAN	レジストレーション
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ティングプロトコルを使用せずにネットワークの広い部分へ一般的なマルチキャストサー
ビスをサポートする事を可能にします。

MVR はマルチキャストトラフィックがサブスクライバーが属するVLANへ通過するだけの
VLANセグメンテーションによりユーザーの隔離とデータのセキュリティを維持します。通
常のマルチキャストストリームはMVRVLAN から異なるVLANグループへ通過しても、
異なる IEEE802.1Q 内のユーザーまたはプライベートVLAN はいかなる情報交換もできま
せん。( 上層のルーティングサービスは除きます。）

図	53：MVR	コンセプト

TV TV

サテライトサービス

マルチキャストサーバー

マルチキャストルーター

サービスネットワーク

レイヤー 2 スイッチ

セットトップ 
ボックス

セットトップ
 ボックス

PC

受信先ポート

送信元ポート

MVRの一般設定

サービスプロバイダーによってサポートされている通常のマルチキャストストリームの唯
一のチャンネルとしての役割を果たす VLANを選択しスイッチ上のMVRをグローバルに
有効にし、MVRプロトコルに送信元ポートまたは受信先ポートとして接続するそれぞれ
のインターフェースを設定するためにMVR設定ページを使用します。

パス
詳細設定-MVR

機能の使用方法
◆MVR の一般的な設定ガイドライン

1.	グローバル設定でMVRモードを有効にしMVRVLANを選択します。

2.	MVR に送信元または受信先ポートとして接続するインターフェースを設定します。
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3.	一つのサブスクライバーのみが接続されているインターフェースがマルチキャスト
サービスを受信している場合、接続解除機能を有効にできます。

◆MVR は IGMPスヌーピングのメカニズムの下層で動作しますが、この２つの機能はそ
れぞれ独立して動作します。片方の動作に影響を与えずにもう片方を有効または無効
にする事ができます。しかし、IGMPスヌーピングとMVRが両方有効な場合、MVRは
MVR 下に設定されたマルチキャストグループの接続と解除のメッセージにのみ反応し
ます。他の全てのマルチキャストグループからの接続と解除のメッセージは IGMPス
ヌーピングによって管理されます。また、IGMP バージョン2または 3のホストのみマ
ルチキャスト接続解除メッセージを発行できる事に留意してください。そのため IGMP
バージョン1クライアントでは接続解除は使用できません。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

MVR設定

◆MVRモード	―スイッチでMVRが有効になると、指定の送信元ポート全てから、その
マルチキャストグループからデータを受信するように登録済みの全ての受信ポートに、
MVRグループに関係した全てのマルチキャストデータが送信されます。(デフォルト：
無効 )

VLANインターフェース設定

◆MVR	VID―MVRを使用してマルチキャストサービスをストリーミングするチャンネル
の役割を果たす VLANの IDです。MVR 送信元ポートはその VLANのメンバーとして
設定しなければいけませんが、MVR受信ポートはこの VLANのメンバーとして手動で
設定してはいけません。(デフォルト：100)

◆MVR―指定のMVRVLAN の名前を示すオプションの属性です。( 範囲：1-32の少な
くとも１文字のアルファベットを含む英数字 )

◆モード―運用するMVRモードを指定します：

nn ダイナミック―MVR は送信元ポートにダイナミックMVRメンバーシップレポートを
許可します。(これはデフォルト設定です。)

nn Compatible―送信元ポートにMVRメンバーシップレポートを禁止します。

◆タギング―横断した IGMP/MLDコントロールフレームをタグ付きまたはタグ無しで
MVRVIDと送信するかを指定します。

◆優先度―横断した IGMP/MLDコントロールフレーム送信の優先度を指定します。
( デフォルト：0)
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◆LLQI―ラストリスナークエリーインターバルは受信ポートをマルチキャストグループ
メンバーシップから削除する前に、ポートの IGMP/MLDレポートメンバーシップを待
機する最大時間です。( 範囲：0から31,744 秒；デフォルト：10 分の 5秒 )

◆インターフェース	チャンネル	セッティング―MVRVLANを作成する時に、指定のMVR
VLAN に対応するマルチキャストチャンネル設定を展開するために編集記号をクリック
します。その (MVRVLAN の )インターフェースチャンネル設定に関する概要が編集記
号の横に表示されます。

◆ポート―ポートID

◆役割―ポートに以下の　MVRの役割のうちの一つを設定するために役割の記号をク
リックします。

nn 停止―そのポートはMVRオペレーションに接続しません。　(これがデフォルト設
定です。)

nn 送信元―送信元ポートとしてマルチキャストデータを送受信するためにアップリン
クポートを設定します。サブスクライバーは送信元ポートに直接接続する事はでき
ません。また、MVR送信元ポートは管理上が重複してはいけません。

nn 受信先	―ポートがサブスクライバーポートでマルチキャストデータだけを受信する
場合、受信ポートとして設定します。このポートは IGMP/MLDメッセージを発行す
る事でマルチキャストグループのメンバーになるまではデータを受信しません。

◆モード―MVR の運用モードを設定します。この設定を有効にするためにはスイッチで
MVRがグローバルに有効でなければなりません。MVRグループの一つからマルチキャ
ストトラフィックを受信しているサブスクライバーが居る場合、MVRは受信先ポートで
有効にするだけで構いません。(デフォルト：無効 )

◆タイプ―以下のインターフェースのタイプをサポートしています：

nn 送信元―MVRVLAN に割り当てられているグループにマルチキャストデータを送受
信できるアップリンクポートです。送信元ポートはMVRVLAN のメンバーとして手動
で設定しなければいけません。(200 ページの「ポートをVLANに割り当てる」を
参照します。)

nn 受信先―MVRVLANを経由して送信されるマルチキャストデータを受信可能なサ
ブスクライバーポートです。受信先ポートとして設定されたポートは、IGMPレポー
トまたはMVRVLANでサーポートしている指定の全てのマルチキャストサービスを
リクエストしている接続ホストからの接続メッセージを転送すると、全てMVRVLAN
にダイナミックに追加されます。
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接続解除設定

◆ポート―ポート ID

◆接続解除―そのグループの解除メッセージを受信すると直ちにインターフェースをマ
ルチキャストストリームから接続解除するようにスイッチを設定します。(このオプショ
ンはMVRの受信先として設定されたインターフェースにのみ適用します。)

また、IGMP バージョン2または 3のホストのみマルチキャスト接続解除メッセージを
発行できる事に留意してください。バージョン1のホストがマルチキャストトラフィック
を受信すると、スイッチはホストがメンバーシップレポートの定期的なリクエストに応
答した後にマルチキャストストリームからインターフェースを削除する事のみ可能です。

接続解除は一つのサブスクライバーだけが接続されている受信先ポートでしか有効に
できない事に注意してください。

Webインターフェース
MVR のグローバル設定とインターフェースの設定をするには：

1.	詳細設定-MVRとクリックします。

2.	グローバル設定でMVRモードを有効にします。

3.	「新しいMVRVLAN の追加」をクリックし、コントロールフレームがMVRID にタグ付
けされるかを指定し、優先度とlastmemberqueryinterval を設定してメンバーシップ
レポートが送信元ポートから送信されるかどうかをコントロールするために動作モード
の設定をします。

4.	オプションで一つのサブスクライバーだけが接続されている全ての受信先ポートで接
続解除設定を有効にします。

5.	「保存」をクリックします。
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図	54：MVRの一般設定

MVRチャンネルを設定する

MVRチャンネル設定ページはマルチキャストVLAN へのダイナミックマルチキャストグ
ループバインディングを確認したり、マルチキャストVLAN へのスタティクバインディン
グを設定するために使用します。

パス
詳細設定-MVR( MVRチャンネル設定 )

機能の使用方法
◆MVRVLANと１ページ当たりに表示するエントリー数を指定するためにMVRVID 設定
フィールドを使用します。関連するチャンネルのリストをスクロールするために矢印キー
を使用します。

◆固定バインディングは安定したホストのセットに関係した長いタームのマルチキャスト
ストリームを受信するためのみに使用されなければ行けません。

◆ IGMP バージョン2または 3のホストのみマルチキャスト接続解除メッセージを発行で
きます。MVRが IGMP バージョン1に設定しなければならない場合、マルチキャスト
グループはこの設定ページを使用して静的に割り当てられなければなりません。

◆ IPv4の224.0.0.0から239.255.255.255までのアドレスレンジはマルチキャストストリー
ムのために使用されます。MVRグループアドレスは予約されている224.0.0.x の IP マ
ルチキャストアドレスレンジは使用できません。

◆全ての IPv6アドレスは 16ビットの 16 進数の値を8つのコロンで分けて使用するRFC
2373(IPv6アドレス表記 ) に従って指定される必要があります。未定義のフィールドを
埋めるために必要とされる適切なゼロの数を示すためにアドレス内でダブルコロンが
一つ使われます。(IPアドレスff02：：Xは予約済みです。）
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パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆VLAN	ID―マルチキャストVLANID が表示されます。

◆VLAN名	―マルチキャストVLAN名が表示されます。

◆開始アドレス	―ストリーミングチャンネルとして使用される IPv4/IPv6 マルチキャストグ
ループの開始アドレス。

◆終了アドレス―ストリーミングチャンネルとして使用される IPv4/IPv6 マルチキャストグ
ループの終了アドレス。

◆チャンネル名	―MVRVLANに割り当てられたチャンネル (またはマルチキャストグルー
プ ) の名前を示すために使用されるオプションの属性です。( 範囲：１文字以上のアル
ファベットを含む 1-32 の英数字 )

Webインターフェース
MVRチャンネル設定を表示または設定するには：

1.	詳細設定-MVRとクリックします。

2.	編集記号をクリックしてMVRチャンネル設定ページを開きます。

3.	マルチキャストグループの IPレンジと要求されるチェンネル名を入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 55：MVRチャンネル設定
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マルチキャスティングは、ビデオ会議やストリーミングビデオなど、リアルタイムアプリケー
ションを支援するために使用されます。マルチキャストサーバーは各クライアントとの接
続を個別に確立する必要がありません。マルチキャストサーバーはサービスをネットワー
クに対して単純にブロードキャストし、マルチキャストを受信したいあらゆるホストはそれ
ぞれのローカルのマルチキャストスイッチ／ルーターに対して登録を行います。このアプ
ローチはマルチキャストサーバーから要求されるネットワークオーバーヘッドを減少させ
ますが、トラフィックがこのサービスを利用するよう登録したホストのみへ転送されること
を確実にするため、すべてのマルチキャストスイッチ／ルーターにおいてブロードキャス
トトラフィックがフィルターされる必要があります。

本スイッチは、マルチキャストトラフィックをフィルターするために InternetGroup
ManagementProtocol(IGMP) を使用することができます。接続されているホストと
IGMP が有効なデバイス（通常はマルチキャストルーター）との間のやりとりをパッシブ
にモニターあるいは「スヌープ」するために IGMPスヌーピングが使用できます。この方
法により、スイッチはマルチキャストグループへ接続すべきポートを検出したり、必要に
応じてフィルターを設定したりすることが可能です。
ローカルサブネットへ接続されたマルチキャストルーターがない場合、マルチキャストト
ラフィックおよびクエリメッセージがスイッチで受信されない場合があります。この場合（レ
イヤー 2）、IGMPクエリを使用し、接続された各ホストが特定のマルチキャストサービス
の受信を希望するかどうかについて能動的に確認することができます。よって IGMPクエ
リは、サービスへの参加をリクエストしているホストを含むポートを特定し、それらのポー
トに限定してデータを送り出します。そしてサービスリクエストをすべての近接したマル
チキャストスイッチ／ルーターへ拡散することにより、マルチキャストサービスを受信し続
けることができます。

IP マルチキャストフィルタリングの目的は、スイッチされたネットワークのパフォーマンス
を最適化することで、サブネット（VLAN）内のすべてのポートのトラフィックを混雑させ
ることを防ぎ、マルチキャストパケットがマルチキャストグループまたはマルチキャスト
ルーター／スイッチを含む各ポートのみへ転送されるようにすることです。

IGMPスヌーピングのためのグローバル、ポート関連の設定

IGMPスヌーピング設定画面を使用し、マルチキャストトラフィックの転送を制御するため
の、グローバルおよびポート関連の設定を行います。IGMPクエリおよびレポートメッセー
ジに基づき、スイッチはマルチキャストトラフィックをリクエストしたポートのみに対してト
ラフィックを転送します。これにより、スイッチがトラフィックをすべてのポートへブロード
キャストし、ネットワークのパフォーマンスを低下させてしまう状態を回避します。
ご使用のネットワークの他のスイッチがマルチキャストルーティングをサポートしていない
場合、IGMPスヌーピングおよび IGMPクエリを使用し、マルチキャストクライアントとサー
バー間を通過する IGMP サービスリクエストをモニターしたり、マルチキャストトラフィッ
クを転送すべきスイッチポートをダイナミックに設定することができます。

IGMPスヌーピング
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マルチキャストルーターは、インターネット全体にわたるIPマルチキャスティングをサポー
トするために、DVMRPまたはPIMなどのマルチキャストルーティングプロトコルと同時に、
IGMPスヌーピングおよびクエリレポートからの情報を使用します。

パス
詳細設定-IPMC-IGMPSnooping-IPMCIGMP 基本設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

グローバル設定

◆スヌーピングの有効―有効にした場合、スイッチはネットワークトラフィックをモニター
し、マルチキャストトラフィックを受信したいホストを判定します。（初期値：有効）

本スイッチは、IP マルチキャストグループメンバーを識別するため、IP マルチキャス
トルーター／スイッチとIP マルチキャストホストグループ間を流れる IGMPクエリおよ
びレポートパケット上を受動的にスヌープすることができます。これにより、通過する
IGMP パケットを単純にモニターし、グループ登録情報を取り出し、それに応じてマル
チキャストフィルターを設定します。

◆登録されていない IPMCv4フラッディングの有効―登録されていないマルチキャストト
ラフィックを接続された VLAN内に放出（Floods）します。（初期値：有効）

IGMPスヌーピングのためのマルチキャストエントリーを保存するためのテーブルが一
旦一杯になると、新たなエントリーは取得されません。接続された VLANにルーター
ポートが設定されておらず、かつ登録されていない IPMCフラッディングが無効になっ
ている場合、テーブル内に見つからないすべての後続のマルチキャストトラフィックを
破棄することで、VLAN全体へのフラッドを防ぎます。

◆IGMP	SSMの範囲―IGMPソーススペシフィックマルチキャスト範囲です。（初期値：
232.0.0.0/8）

232.0.0.0 ～ 232.255.255.255 の範囲内の IPv4アドレスは現状、SSM目的地アドレス
としてRFC4607 によって定義されます。SSMサービスモデルを実行中の SSM-aware
ホストおよびルーターは、指定されたアドレス範囲内のすべてのグループへトラフィッ
クを通過させることができます。

IGMPv3スヌーピング（「IGMPスヌーピングおよびクエリのための VLANの設定」の
互換性パラメーターを参照）を使用する場合、IGMP バージョン1、2または 3のホス
トからのサービスリクエストは IGMPv3レポートとして、すべてアップストリームルー
ターへ転送されます。IGMPv3スヌーピングにより提供される主要な機能拡張は、ダウ
ンストリーム IGMPv3 ホストがリクエストまたは拒否した特定のマルチキャストソース
に関する情報に対するトラッキングです。スイッチは、マルチキャストグループとマル
チキャストチャンネルの両方に関する情報を保持します。グループは、ホストが特定の
ソースをリクエストしていないマルチキャストフローを示します（「IGMPフィルタリング
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の設定」にて説明されているように、スイッチ上でスタティックに設定されていない限り、
これが唯一の IGMPv1、v2 ホストに対するオプションです。）。チャンネルは、ホストが
特定のソースからサービスをリクエストしたフローを示します。IGMPv1/v2 のストの場
合、チャンネルのソースアドレスは常にヌル（すべてのソースが受け入れ可能であるこ
とを示す）ですが、IGMPv3 ホストの場合、リクエストされた時点で特定のアドレスが
含まれます。

IGMPv3 ホストのみが、特定のマルチキャストソースからのサービスをリクエストする
ことができます。ダウンストリームホストがマルチキャストサービスのために特定のソー
スからのサービスリクエストをした場合、これらのソースはすべてインクルードリスト
（Include-list）に置かれ、トラフィックはこれら各ソースからホストへと転送されます。
IGMPv3 ホストもまた、設定されている以外のあらゆるソースから転送されるサービス
をリクエストできます。この場合、トラフィックは除外リストのソースからフィルターされ、
他のすべての利用可能なソースから転送されます。

◆プロキシメッセージを残す―グループ内の最後のメンバーポートから受信したもの以
外のリーブメッセージ（leavemessages）を圧縮します。（初期値：無効）

IGMPリーブプロキシはすべての不必要な IGMPリーブメッセージを圧縮し、ノンクエ
リスイッチが、最後のダイナミックメンバーポートがマルチキャストグループを離れる
時にだけ IGMPリーブパケットを転送するようにします。

リーブプロキシ機能は、スイッチがクエリとして設定されている場合機能しません。ス
イッチがノンクエリであり、受信ポートがグループ内の最後のダイナミックメンバーポー
トではなく、ルーターポートでもなく、かつグループ内に IGMPv1メンバーポートが存
在しない場合、スイッチはグループスペシフィッククエリ（group-specific(GS)query）
を生成してリーブメッセージを受信したメンバーポートへ送信し、そのポートに対して
最後のメンバークエリタイマーを開始します。

受信ポートがルーターポートであることを除いて、上記すべての条件が満たされてい
る場合、スイッチはGSクエリを送信しませんが、そのポートに対して直ちに最後のメ
ンバークエリタイマーを開始します。

リーブプロキシはまた、以下に述べる一般的なプロキシ機能に含まれます。よってもし
「プロキシメッセージを残す」が選択されておらず、「プロキシの有効」が選択されて
いる場合、リーブプロキシが機能します。

◆プロキシの有効―IGMPスヌーピングでのプロキシルーティングを有効にします。（初
期値：無効）

本機能によりプロキシレポーティングが有効化された場合、スイッチは、レポートサプ
レッション、ラストリーブ、クエリサプレッションなどを含む「プロキシレポーティング
による IGMPスヌーピング」（2006 年 4月の DSLフォーラム TR-101 にて規定）を行
います。

レポートサプレッションは、ダウンストリームホストからの IGMPレポートを傍受、取
込み、およびサマライズします。最後のメンバーがマルチキャストグループを離れる際、
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ラストリーブはプロキシクエリを送出します。クエリサプレッションとは、アップストリー
ムマルチキャストルーターから本デバイスのダウンストリームにあるホストに対して特
定のクエリ、一般的なクエリのいずれも転送されないことを意味します。

プロキシレポーティングが無効の場合、スイッチにて受信したすべての IGMPレポート
がアップストリームマルチキャストルーターへネイティヴに転送されます。

ポート関連設定

◆ポート―ポート IDです。

◆ルーターポート―レイヤー 3マルチキャストデバイスや IGMPクエリヤー（IGMP
querier）へ繋ぐルーターポートとして機能させるポートを設定します。（初期値：無効）

IGMPスヌーピングが IGMPクエリヤーを検出できない場合、既知の IGMPクエリヤー
（例：マルチキャストルーター／スイッチ）に接続されたポートを手動で指定すること
ができます。このインターフェースは、接続されているルーター／スイッチによりサポー
トされるすべての現時点のマルチキャストグループをジョインし、マルチキャストトラ
フィックがスイッチ内のすべての適切なインターフェースへ転送されることを保証しま
す。

◆ファーストリーブ―リーブパケットが特定のポートで受信された場合、マルチキャスト
サービスのメンバーポートをただちに削除します。（初期値：無効）

リーブパケットが特定のポートで受信され、かつ、ファーストリーブ機能が有効になっ
ている場合、マルチキャストサービスのメンバーポートをただちに削除するようス
イッチを設定することが可能です。これにより、スイッチは IGMPgroup-specific(GS)
query を該当するインターフェースへあらかじめ送る必要なしに、マルチキャスト転送
テーブルからポートを削除することができます。

ファーストリーブが使用されない場合、マルチキャストルーター（またはクエリヤー）
は、IGMPv2/v3グループリーブメッセージの受信時にGSクエリメッセージを送信しま
す。特定のタイムアウト時間内にクエリへの応答がどのホストからもない場合のみ、ルー
ター／クエリヤーはそのグループに対してトラフィックの転送を中止します。

ファーストリーブが有効になっている場合、スイッチは１つのみのホストがインター
フェースへ繋がっていると判断します。よって、インターフェースが一つの IGMP 有効
デバイス（サービスホスト、または IGMPスヌーピング実行中の隣接デバイス）だけ
に接続されている場合のみ、ファーストリーブをインターフェース上で有効にします。

ファーストリーブは、IGMPスヌーピングが有効で、かつ IGMPv2または IGMPv3スヌー
ピングが使用されている場合のみ効果を発揮します。

マルチキャストルーターがポートへ接続されていることをスイッチが検出した場合、
ファーストリーブはそのポートへ適用されません。

ファーストリーブは、たくさんの IGMP ホストの追加および除去リクエストが頻繁に起
きているネットワークに対し、帯域幅の使用量を最適化することができます。
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◆スロットリング―ポートが所属可能なマルチキャストグループの数を制限します。（範
囲：1-10；初期値：無限）

IGMPスロットリングは、ポートが同時接続可能な最大マルチキャストグループ数を設
定します。ポートがグループの最大数に達すると、それ以降の新たな IGMPジョインレ
ポートは破棄されます。

Webインターフェース
IGMPスヌーピングのためのグローバルおよびポート関連の設定を行います。

1.	詳細設定　-　IPMC　-　IGMPSnooping　-　IPMCIGMP 基本設定の順にクリックし
ます。

2.	必要に応じて IGMP 設定を変更します。

3.	保存をクリックします。

図 56：IGMPスヌーピングのためのグローバルおよびポート関連の設定
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IGMPスヌーピングとクエリのためのVLANの設定

IGMPスヌーピングVLAN設定画面を使用し、VLANインターフェースのためのIGMPスヌー
ピングおよびクエリの設定を行います。

パス
詳細設定　-　IPMC　-　IGMPSnooping　-　VLAN設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆VLAN	ID―VLAN の識別子です。

◆スヌーピングの有効―有効時、スイッチは指定された VLANインターフェース上のネッ
トワークトラフィックをモニターし、どのホストがマルチキャストトラフィックを受け取り
たいのかを判断します。（初期値：有効）

IGMPスヌーピングがグローバルで有効になっている場合、IGMPスヌーピングのため
の VLANインターフェースごとの設定が優先されます。IGMPスヌーピングがグローバ
ルで無効になっている場合でもVLANインターフェースごとにスヌーピングの設定が可
能ですが、スヌーピングがグローバルで再度有効にされるまではインターフェース設
定が機能しません。

◆IGMPクエリヤー―有効にすると、スイッチを（選択されたインターフェース上での）
クエリヤー（Querier）として機能させ、各ホストがマルチキャストトラフィックの受け
取りを希望するかどうかの問い合わせをさせることができます。（初期値：無効）

ルーター、またはマルチキャスト有効スイッチは、その各ホストに対してマルチキャ
ストトラフィックを受信したいかどうかを定期的に問い合わせすることができます。１
つ以上のルーター／スイッチが LAN上で IP マルチキャスティングを行っている場合、
これらのうち１つのデバイスがクエリヤーとして選ばれ、グループメンバーのために
LANへクエリを行う役割を引き受けます。その後、同デバイスがマルチキャスティン
グサービスを受け取り続けることを確実にするため、同デバイスはすべてのアップス
トリームマルチキャストスイッチ／ルーターに対してサービスリクエストを拡散します。
本機能は IGMPv3スヌーピングではサポートされていません。

◆互換性―互換性は、ホストとルーターが、ネットワーク内のそれらデバイス上で動作
しているIGMPのバージョンに応じた適切なアクションをすることによって保証されます。
（オプション：IGMP-Auto、ForcedIGMPv1、ForcedIGMPv2、ForcedIGMPv3：　
初期値：IGMP-Auto）

◆RV―RobustnessVariable はネットワーク上で想定されるパケットロスに対するチュー
ニングを可能にします。多数の IGMPクエリに対する応答の中に IGMPレポートが
検出されない場合、マルチキャストサービスの受信対象からポートが削除されます。
Robustnessvariable は、ポート上のレポートを含まないクエリの数を設定します。（範
囲：1-255；初期値：2）
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ルーターは直近に受信したクエリからrobustness 値を適用します。クエリヤー
の robustnessvariable(QRV) がゼロの場合、つまりQRVフィールドが宣言済み
robustness 値を含まない場合、スイッチは本機能によってスタティックに設定された
値を robustnessvariableとして設定します。QRV が 7よりも大きい場合、QRVフィー
ルドの最大値がゼロに設定されます。これは本デバイスが結果的に送信するいかなる
クエリメッセージ内においてもQRVをアドバタイズしないということを意味します。

◆QI―クエリインターバルはMLDGeneralQueries がクエリヤーによって送信される時
間間隔です。（範囲：1-255 秒；初期値：125 秒）

MLDGeneralQueryメッセージは本属性で指定された間隔で送信されます。このメッ
セージがダウンストリームホストにて受信されると、すべての受信者が、参加済みのマ
ルチキャストグループに対してMLDレポートを作成します。

◆QRI―クエリレスポンスインターバルは、定期的なGeneralQueries 内にアドバタイズ
（advertised）されている最大レスポンス時間です。スイッチがクエリヤーとして機能し、
本システムが generalqueries への応答を待つ最大時間を他のデバイスへ通知するた
めに使用されている場合にQRIが利用されます。（範囲：10-31744(1/10秒 )；　初期値：
10 秒）

◆LLQI―LastListenerQueryInterval(RFC3810―MLDv2forIP) は、IGMP のための
LastMemberQueryInterval の設定に使用されます。本属性は group-specificまたは
group-and-source-specificクエリメッセージへの応答を待つ時間を指定します。応答
を待つ時間は、LLQI に割り当てた値に LastMemberQueryCount（固定値 2）を乗
じた値になります。（範囲：1-31744(1/10 秒 ) の 10 の倍数；初期値：1秒）

マルチキャストホストがグループを離れる際、IGMPリーブメッセージを送信します。リー
ブメッセージがスイッチにより受信されると、スイッチは IGMPgroup-specificまたは
group-and-source-specificクエリメッセージを送出することにより、このホストがグルー
プを最後に離れたのかどうかをチェックし、タイマーを開始します。タイマーの期限が
切れるまでにレポートが受信されなかった場合、グループレコードが削除され、レポー
トがアップストリームマルチキャストルーターへ送信されます。

小さい値にするほど、グループまたはソースの最後のメンバーの喪失を検知するまで
の時間が短縮されますが、トラフィックの渋滞を引き起こす可能性があります。

本属性は IGMPスヌーピングプロキシレポーティングが有効になっている場合のみ機能
します（（176 ページの「MLDスヌーピング」を参照））。

◆URI―UnsolicitedReportInterval は、レポートサプレッション／プロキシレポー
ティングが有効の場合、どのくらいの頻度でアップストリームインターフェースが
unsolicitedIGMPreports を転送すべきかを指定します。（範囲：0-31744 秒、初期値：
1秒）
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Webインターフェース
IGMPスヌーピングおよびクエリのための VLAN設定を行います。

1.	詳細設定　-　IPMC　-　IGMPSnooping　-　VLAN設定の順にクリックします。

2.	必要に応じて IGMP 設定を調整します。

3.	保存をクリックします。

図 57：IGMPスヌーピングおよびクエリのためのVLANの設定

IGMPフィルタリングの設定

IGMPスヌーピングポートフィルタ設定画面を使用し、特定のマルチキャストトラフィック
をフィルターします。ある特定のスイッチアプリケーションでは、エンドユーザが利用で
きるマルチキャストサービスを管理者がコントロールしたい場合があります。；たとえば、
特定のプランに基づくIP/TV サービスです。IGMPフィルタリング機能は、スイッチポート
上の特定のマルチキャストサービスへのアクセスを拒否することでこの要求を実現します。

パス
詳細設定　-　IPMC　-　IGMPSnooping　-　ポートグループフィルター

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート識別子です。

◆フィルタリンググループ―ポートにて拒否するマルチキャストグループです。フィルタグ
ループが定義されると、ポート上で受信された IGMPジョインレポートがこれらグルー
プに対してチェックされます。リクエストされたマルチキャストグループが拒否されると、
IGMPジョインレポートは破棄されます。
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Webインターフェース
IGMPスプーリングポートグループフィルタリングを設定します。

1.	詳細設定　-　IPMC　-　IGMPSnooping　-　ポートグループフィルターの順にクリッ
クします。

2.	フィルタグループの追加をクリックしてテーブルに新しいエントリーを表示します。

3.	フィルターを適用するポートを選択します。

4.	フィルターすべきマルチキャストサービスの IPアドレスを入力します。

5.	保存をクリックします。

図 58：	IGMPスヌーピングポートフィルタ設定

MulticastListenerDiscovery(MLD)snooping は IPv6トラフィック上で動作して、IPv4 の
IGMPスヌーピングと似た機能を実現します。MLDスヌーピングは、マルチキャストトラ
フィックがその受信を希望するユーザのみへ転送されるように、スイッチポートが IPv6
マルチキャストトラフィックを制限するようダイナミックに設定します。これにより特定の
VLAN内へ IPv6 マルチキャストパケットがあふれ出すのを抑制します。

本スイッチではMLDプロトコルバージョン１をサポートしています。MLDv1コントロー
ルパケットにはリスナークエリ、リスナーレポート、リスナーメッセージが含まれます
（IGMPv2クエリ、レポート、リーブメッセージに相当）。

IGMPスヌーピングおよびMLDスヌーピングは独立した機能であるため、同時に両方を
機能させることができます。

MLDスヌーピング　※	EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PL	にはこの機能はありません。
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MLDスヌーピングのためのグローバルおよびポート関連の設定

MLDスヌーピング設定画面を使用し、マルチキャストトラフィックの転送を制御するグロー
バルおよびポート関連の設定を行います。MLDクエリやレポートメッセージを基に、スイッ
チはマルチキャストトラフィックをリクエストしているポートのみに対してトラフィックを転
送します。これにより、スイッチがすべてのポートに対してトラフィックのブロードキャス
トを行いネットワークパフォーマンスの低下につながることを回避します。

マルチキャストルーティングがご使用のネットワーク内の他のスイッチでサポートされて
いない場合、MLDスヌーピングおよびクエリを使用して、マルチキャストクライアントお
よびサーバー間を通るMLDサービスリクエストをモニターし、マルチキャストトラフィッ
クを転送すべきスイッチポートをダイナミックに設定することができます。

マルチキャストルーターは、PIMv6 などのマルチキャストルーティングプロトコルとともに、
MLDスヌーピングおよびクエリレポートからの情報を使用して、インターネット全体にわ
たる IP マルチキャスティングをサポートします。

パス
詳細設定-IPMC　-　MLDSnooping　-　IPMCMLDSNP 設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

グローバル設定

◆スヌーピングの有効―有効時、スイッチはネットワークトラフィックをモニターし、ど
のホストがマルチキャストトラフィックを受け取りたいのかを判断します。（初期値：無
効）

本スイッチは、IP マルチキャストグループメンバーを特定するため、IP マルチキャス
トルーター／スイッチおよび IP マルチキャストホストグループ間で転送されるMLD
ListenerQueryや Reportpackets上で受動的なスヌープを行うことが可能です。スイッ
チを通るMLDコントロールパケットを単純にモニターし、グループ登録情報を抽出し、
それに応じたマルチキャストフィルターの設定を行います。

◆登録されていない IPMCv6フラッディングの有効―登録されていないマルチキャストト
ラフィックを接続された VLAN内に放出します。（初期値：有効）

MLDスヌーピングのためのマルチキャストエントリーを保存するためのテーブルが一
旦一杯になると、新たなエントリーは取得されません。接続された VLANにルーター
ポートが設定されておらず、かつ登録されていないIPMCv6フラッディングが無効になっ
ている場合、テーブル内に見つからないすべての後続のマルチキャストトラフィックを
破棄することで、VLAN全体への放出を防ぎます。
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◆MLD	SSMの範囲―指定されたアドレス範囲内のグループに対して、SSM-aware ホス
トおよびルーターが SSMサービスモデルを実行することを許可するソーススペシフィッ
クマルチキャスト範囲です。（初期値：ff3e::/96）

FF3x::/96 の範囲内の IPv6アドレスは現状、SSM目的地アドレスとしてRFC4607 によっ
て定義され、ソーススペシフィックアプリケーションおよびプロトコルでの使用のため
に予約されています。SSMサービスモデルを実行中の SSM-aware ホストおよびルー
ターは、指定されたアドレス範囲内のすべてのグループへトラフィックを通過させるこ
とができます。

ダウンストリームホストがマルチキャストサービスのために特定のソースからのサービ
スリクエストをした場合、これらのソースはすべてリストに置かれ、トラフィックはこれ
ら各ソースからホストへと転送されます。MLDホストもまた、設定されている以外の
あらゆるソースから転送されるサービスをリクエストできます。この場合、トラフィック
は除外リストのソースからフィルターされ、他のすべての利用可能なソースから転送さ
れます。

◆プロキシメッセージを残す―グループ内の最後のメンバーポートから受信したもの以
外のリーブメッセージを圧縮します。（初期値：無効）

MLDリーブプロキシはすべての不必要なMLDリーブメッセージを圧縮し、ノンクエリ
ヤースイッチが、最後のダイナミックメンバーポートがマルチキャストグループを離れ
る時にだけMLDリーブパケットを転送するようにします。

リーブプロキシ機能は、クエリとして設定されている場合機能しません。スイッチがノ
ンクエリであり、受信ポートがグループ内の最後のダイナミックメンバーポートではな
く、かつルーターポートでもない場合、スイッチはグループスペシフィッククエリを生
成してリーブメッセージを受信したメンバーポートへ送信し、そのポートに対して最後
のメンバークエリタイマーを開始します。

受信ポートがルーターポートであることを除いて、上記すべての条件が満たされてい
る場合、スイッチはGSクエリを送信しませんが、そのポートに対して直ちに最後のメ
ンバークエリタイマーを開始します。

◆プロキシの有効―標準MLDインターフェースをとおして見つかったホストに代わって
MLDホストレポートメッセージを発行するようスイッチを設定します。（初期値：無効）

MLDプロキシが有効の場合、スイッチはアップストリームインターフェース上のルー
ターとMLDメッセージを交換して、アップストリームインターフェース上のホストが担
うべきMLDタスク部分を以下のように実行します。

nn 問い合わせを受けた場合、グループに対してマルチキャストリスナーレポートを送り
ます。

nn ホストが、ホストを一切もたないマルチキャストグループへ参加した場合、グルー
プに対して一方的にマルチキャストリスナーレポートを送信します。
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nn 特定のマルチキャストグループの最後のホストが離れた際、MLDv1 のすべのルー
ターアドレス（FF02::2）に対してunsolicitedmulticastlistenerdonereport を送
信します。

ポート関連設定

◆ポート―ポート識別子です。

◆ルーターポート―レイヤー 3マルチキャストデバイスやMLDクエリヤー（MLD
querier）へ繋ぐルーターポートとして機能させるポートを設定します。（初期値：無効）

MLDスヌーピングがMLDクエリヤーを検出できない場合、既知のMLDクエリヤー（例：
マルチキャストルーター／スイッチ）に接続されたポートを手動で指定することができ
ます。このインターフェースは、接続されているルーター／スイッチによりサポートさ
れるすべての現時点のマルチキャストグループをジョインし、マルチキャストトラフィッ
クがスイッチ内のすべての適切なインターフェースへ転送されることを保証します。

◆ファーストリーブ―リーブパケットが特定のポートで受信された場合、マルチキャスト
サービスのメンバーポートをただちに削除します。（初期値：無効）

リーブパケットが特定のポートで受信され、かつ、ファーストリーブ機能が有効になっ
ている場合、マルチキャストサービスのメンバーポートをただちに削除するようスイッ
チを設定することが可能です。これにより、スイッチはMLDgroup-specific(GS)query
を該当するインターフェースへあらかじめ送る必要なしに、マルチキャスト転送テーブ
ルからポートを削除することができます。

ファーストリーブが使用されない場合、マルチキャストルーター（またはクエリヤー）は、
グループリーブメッセージの受信時にGSクエリメッセージを送信します。特定のタイ
ムアウト時間内にクエリへの応答がどのホストからもない場合のみ、ルーター／クエリ
ヤーはそのグループに対してトラフィックの転送を中止します。

ファーストリーブが有効になっている場合、スイッチは１つのみのホストがインター
フェースへ繋がっていると判断します。よって、インターフェースが一つのMLD有効デ
バイス（サービスホスト、またはMLDスヌーピング実行中の隣接デバイス）だけに
接続されている場合のみ、ファーストリーブをインターフェース上で有効にします。

マルチキャストルーターがポートへ接続されていることをスイッチが検出した場合、
ファーストリーブはそのポートへ適用されません。

ファーストリーブは、たくさんのMLDホストの add および leaveリクエストが頻繁に起
きているネットワークに対し、帯域幅の使用量を最適化することができます。

◆スロットリング―ポートが所属可能なマルチキャストグループの数を制限します。（範
囲：1-10；初期値：無限）

MLDスロットリングは、ポートが同時接続可能な最大マルチキャストグループ数を設
定します。ポートがグループの最大数に達すると、それ以降の新たなMLDリスナーレ
ポートは破棄されます。
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Webインターフェース
MLDスヌーピングのためのグローバルおよびポート関連の設定を行います。

1.	詳細設定　-　IPMC　-　MLDSnooping　-　IPMCMLDSNP 設定の順にクリックしま
す。

2.	必要に応じてMLD設定を変更します。

3.	保存をクリックします。

図 59：MLDスヌーピングのためのグローバルおよびポート関連の設定

MLDスヌーピングとクエリのためのVLANの設定

MLDスヌーピング VLAN設定画面を使用し、VLANインターフェースのためのMLDスヌー
ピングおよびクエリの設定を行います。

パス
詳細設定　-　IPMC　-　MLDSnooping　-　VLAN設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆VLAN	ID―VLAN の識別子です。

◆スヌーピングの有効―有効時、スイッチは指定された VLANインターフェース上のネッ
トワークトラフィックをモニターし、どのホストがマルチキャストトラフィックを受け取り
たいのかを判断します。（初期値：無効）

MLDスヌーピングがグローバルで有効になっている場合、MLDスヌーピングのための
各 VLANインターフェースの設定が優先されます。MLDスヌーピングがグローバルで
無効になっている場合でもVLANインターフェースごとにスヌーピングの設定が可能で
すが、スヌーピングがグローバルで再度有効にされるまではインターフェース設定が
機能しません。
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◆MLDクエリヤー―有効にすると、スイッチを（選択されたインターフェース上での）
クエリヤー（Querier）として機能させ、各ホストがマルチキャストトラフィックの受け
取りを希望するかどうかの問い合わせをさせることができます。（初期値：無効）

ルーター、またはマルチキャスト有効スイッチは、その各ホストに対してマルチキャ
ストトラフィックを受信したいかどうかを定期的に問い合わせすることができます。１
つ以上のルーター／スイッチが LAN上で IP マルチキャスティングを行っている場合、
これらのうち１つのデバイスがクエリヤーとして選ばれ、グループメンバーのために
LANへクエリを行う役割を引き受けます。その後、同デバイスがマルチキャスティン
グサービスを受け取り続けることを確実にするため、同デバイスはすべてのアップスト
リームマルチキャストルーター／スイッチに対してサービスリクエストを拡散します。

クエリヤーとして選ばれたデバイスについては、IPv6アドレスが VLANインターフェー
ス上で設定されている必要があります。クエリヤーとして動作する際に、スイッチはこ
の IPv6アドレスをクエリソースアドレスとして使用します。

万一クエリヤーがネットワーク上で IPv6 マルチキャストルーターを検出した場合、クエ
リヤーは開始されないか、または開始後に自分自身を無効化します。

◆互換性―互換性は、ホストとルーターが、ネットワーク内のそれらデバイス上で動作
している IGMP のバージョンに応じた適切なアクションをすることによって保証されま
す。（オプション：範囲：MLD-Auto、ForcedMLDv1、ForcedMLDv2；　初期値：
MLD-Auto）

◆RV―RobustnessVariable はネットワーク上で想定されるパケットロスに対するチュー
ニングを可能にします。多数のMLDクエリに対する応答の中にMLDレポートが検
出されない場合、マルチキャストサービスの受信対象からポートが削除されます。
Robustnessvariable は、ポート上のレポートを含まないクエリの数を設定します。（範
囲：1-255；初期値：2）

ルーターは直近に受信したクエリからrobustness 値を適用します。クエリヤー
の robustnessvariable(QRV) がゼロの場合、つまりQRVフィールドが宣言済み
robustness 値（declaredrobustnessvalue）を含まない場合、スイッチは本機能によっ
てスタティックに設定された値を robustnessvariableとして設定します。QRV が 7より
も大きい場合、QRVフィールドの最大値がゼロに設定されます。これは本デバイスが
結果的に送信するいかなるクエリメッセージ内においてもQRVをアドバタイズしない
ということを意味します。

◆QI―クエリインターバルはGeneralQueries がクエリヤーによって送信される時間間
隔です。（範囲：1-255 秒；初期値：125 秒）

MLDGeneralQueryメッセージは本属性で指定された間隔で送信されます。このメッ
セージがダウンストリームホストにて受信されると、すべての受信者が、参加済みのマ
ルチキャストグループに対して IGMPレポートを作成します。
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◆QRI―クエリレスポンスインターバルは、定期的なGeneralQueries 内にアドバタイズ
されている最大レスポンス時間です。スイッチがクエリヤーとして機能し、本システム
が generalqueries への応答を待つ最大時間を他のデバイスへ通知するために使用さ
れている場合にQRI が利用されます。（範囲：10-31744(1/10 秒 )；　初期値：10 秒）

◆LLQI―LastListenerQueryInterval(RFC3810―MLDv2forIP) は、group-specific
またはgroup-and-source-specificクエリメッセージへの応答を待つ時間を指定します。
応答を待つ時間は、LLQI に割り当てた値に LastMemberQueryCount（固定値 2）
を乗じた値になります。（範囲：1-31744(1/10 秒 ) の 10 の倍数；　初期値：1秒）

マルチキャストホストがグループを離れる際、MLDリーブメッセージを送信します。リー
ブメッセージがスイッチにより受信されると、スイッチはMLDgroup-specificまたは
group-and-source-specificクエリメッセージを送出することにより、このホストがグルー
プを最後に離れたのかどうかをチェックし、タイマーを開始します。タイマーの期限が
切れるまでにレポートが受信されなかった場合、グループレコードが削除され、レポー
トがアップストリームマルチキャストルーターへ送信されます。

小さい値にするほど、グループまたはソースの最後のメンバーの喪失を検知するまで
の時間が短縮されますが、トラフィックの渋滞を引き起こす可能性があります。

本属性はMLDスヌーピングプロキシレポーティングが有効になっている場合のみ機能
します（176 ページ参照）。

◆URI―UnsolicitedReportInterval は、レポートサプレッション／プロキシレポー
ティングが有効の場合、どのくらいの頻度でアップストリームインターフェースが
unsolicitedMLDreports を転送すべきかを指定します。（範囲：0-31744 秒、初期値：
1秒）

Webインターフェース
MLDスヌーピングおよびクエリのための VLAN設定を行います。

1.	詳細設定　-　IPMC　-　MLDSnooping　-　VLAN設定の順にクリックします。

2.	必要に応じてMLD設定を調整します。

3.	保存をクリックします。

図 60：MLDスヌーピングおよびクエリのためのVLANの設定
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MLDフィルタリングの設定

MLDスヌーピングポートグループフィルタ設定画面を使用し、特定のマルチキャストトラ
フィックをフィルターします。ある特定のスイッチアプリケーションでは、エンドユーザが
利用できるマルチキャストサービスを管理者がコントロールしたい場合があります。；たと
えば、特定のプランに基づくIP/TVサービスです。MLDフィルタリング機能は、スイッチポー
ト上の特定のマルチキャストサービスへのアクセスを拒否することでこの要求を実現しま
す。

パス
詳細設定　-　IPMC　-　MLDSnooping　-　ポートグループフィルター

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート IDです。

◆フィルタリンググループ―ポートにて拒否するマルチキャストグループです。フィルタグ
ループが定義されると、ポート上で受信されたMLDリスナーレポートがこれらグルー
プに対してチェックされます。リクエストされたマルチキャストグループが拒否されると、
MLDレポートは破棄されます。

Webインターフェース
MLDスプーリングポートグループフィルタリングを設定します。

1.	詳細設定　-　IPMC　-　MLDSnooping　-　ポートグループフィルターの順にクリッ
クします。

2.	 新しいフィルタグループの追加をクリックしてテーブルに新しいエントリーを表示しま
す。

3.	フィルターを適用するポートを選択します。

4.	フィルターすべきマルチキャストサービスの IPアドレスを入力します。

5.	保存をクリックします。

図 61：	MLDスヌーピングポートフィルタ設定
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LinkLayerDiscoveryProtocol(LLDP) は、ローカルブロードキャストドメイン上の隣接す
るデバイスについての基本情報を取得するために使用されます。LLDP は送信デバイス
に関する情報をアドバタイズ（advertise）するための定期的なブロードキャストを使用す
るレイヤー 2プロトコルです。アドバタイズされた情報は IEEE802.1ABスタンダードにお
けるTypeLengthValue(TLV)フォーマットで表現され、デバイス情報、機能（capabilities）、
設定情報などの詳細を含みます。LLDP は、発見した隣接のネットワークノードに関する
収集情報をどのように保管、維持するかについても定義しています。

LLDPタイミングおよび TLVs の設定

LLDP 設定画面を使用し、LLDPアドバタイズメントの転送のためのタイミング属性、およ
びアドバタイズされるデバイス情報を設定します。

パス
詳細設定　-　LLDP

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

LLDPタイミング属性

◆送信間隔―LLDPアドバタイズメントのための定期的転送の時間間隔を設定します。
（範囲：5-32768 秒；初期値：30 秒）

本属性は以下のルールに準拠する必要があります。

(TransmissionInterval×TransmissionHoldTime)≤ 65536
かつ
TransmissionInterval≥ (4×TransmissionDelay)

◆送信ホールド回数―以下に示す数式のように、LLDPアドバタイズメント内へ送信さ
れる time-to-live(TTL) 値を設定します。（範囲：2-10；　初期値：3）

time-to-live は、送信 LLDP が期待された時間内にアップデートを転送しなかった場合
に、受信 LLDPエージェントが送信 LLDP のために保持しているすべての情報をどの程
度長く保持するかを意味します。

TTL（秒）は以下のルールに基づきます。

(TransmissionInterval×TransmissionHoldTime)≤ 65536
よってTTL の初期値は30×3=90 秒となります。

リンクレイヤーディスカバリープロトコル
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◆送信遅延―ローカル LLDPMIB 変数内の変更により発生する連続のアドバタイズ転送
間の遅延を設定します。（範囲：1-8192 秒；　初期値：2秒）
転送遅延は、短時間にローカル LLDPMIB オブジェクト内で頻繁な変更がなされた場
合に連続で LLDP 転送が発生することで、各送信において単一の変更ではなく複数の
変更がレポートされる可能性が高まることを防ぐために使用します。

本属性は以下のルールに準拠する必要があります。
(4×TransmissionDelay)≤ TransmissionInterval

◆送信再初期化（Tx	Reinit）―LLDP ポートが無効化されたり、またはリンクがダウンし
た後、再初期化を試みるまでの遅延を設定します。（範囲：1-10 秒；　初期値：2秒）

ポート上で LLDP が再初期化されると、このポートに関連づけられたリモートシステム
の LLDPMIB 内のすべての情報が削除されます。

LLDPインターフェース属性

◆ポート―ポート識別子です。

◆モード―LLDPプロトコルデータユニットのための LLDPメッセージ転送および受信
モードを有効にします。（オプション：無効、有効-TxRx、Rx のみ、Tx のみ；　初期値：
無効）

◆CDP	Aware―CiscoDiscoveryProtocolframes のエンコーディングを有効にします。
（初期値：無効）

有効にした場合、LLDPneighbor テーブルのそれぞれのフィールドへマッピングするこ
とができるCDPTLVs がデコードされ、他のすべてのものは破棄されます。CDPTLVs
は以下のように LLDPneighbors テーブルへマップされます。

nn CDPTLV“DeviceID” は LLDP の ”ChassisID”フィールドへマップされます。

nn CDPTLV“Address” は LLDP の ”ManagementAddress”フィールドへマップされま
す。CDPaddressTLV は複数のアドレスを持つことができますが、はじめのアドレ
スのみが LLDPneighbors テーブルに表示されます。

nn CDPTLV“PortID” は LLDP の ”PortID”フィールドへマップされます。

nn CDPTLV“VersionandPlatform”は LLDPの ”SystemDescription”フィールドへマッ
プされます。

nn CDP および LLDP はともに ”systemcapabilities” をサポートしますが、CDP
capabilities では、LLDP の範囲でない capabilities をカバーしています。これらの
capabilities は LLDPneighbors テーブルの ”その他（others）”フィールドとして表
示されます。

もしすべてのポートで CDPawareness が無効化された場合、スイッチは近隣のデバイ
スから受け取った CDPフレームを転送します。１つでもCDPawareness が有効化さ
れたポートがある場合、すべての CDPフレームはスイッチによって遮断されます。
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ポートに対するCDPawareness を無効にした場合、CDP 情報はただちに除去されま
せんが、ホールドタイム（holdtime）を超過した時点で除去されます。

オプショナル TLVs(OptionalTLVs) ―アドバタイズドメッセージの TLVフィールドに含
まれる情報を設定します。

◆ポートの説明―ポートの説明は RFC2863 の ifDescr オブジェクトとして定義されてい
るもので、製造メーカー、製品名、ハードウェア／ソフトウェアのバージョンの情報を
含みます。

◆システム名―システム名は RFC3418 の sysNameオブジェクトとして定義されている
もので、管理目的のために割り当てられたシステム名を含みます。システム名を設定
するには 51 ページを参照します。

◆システムの説明―システムの説明は RFC3418 の sysDescr オブジェクトとして定義さ
れているもので、システムのハードウェアタイプ、ソフトウェアOS,ネットワークソフトウェ
アの名称およびバージョン識別子を含みます。

◆システム性能―システム性能はシステムの主要な機能、および、それらの機能が有
効になっているかどうかを識別します。TLV によってアドバタイズされる情報は IEEE
802.1AB にて説明されています。

◆管理アドレス―管理アドレスプロトコルパケットはスイッチの IPv4アドレスを含みま
す。使用可能な管理アドレスがない場合、アドレスは CPUまたはこのアドバタイズメ
ントを送信するポートのMACアドレスであることが必要です。

また管理アドレス TLV は、このアドレスに関連付けられた特定のインターフェースに関
する情報、およびハードウェアコンポーネントの種類または本アドレスへ関連付けされ
ているプロトコルエンティティを示すオブジェクトIDに関する情報を含むことができま
す。インターフェース番号およびOID が含まれていることにより、エンタープライズス
ペシフィックあるいは検索のための他の開始ポイント（Interface や EntityMIB などの）
を示すことで、SNMPアプリケーションがネットワークを検知する性能を手助けします。

一般的にはレイヤー 3デバイスに関連付けられた複数の異なるアドレスが存在するた
め、個別の LLDPPDU が 2つ以上の管理アドレス TLVをもつことが可能です。

Webインターフェース
LLDPタイミングおよびアドバタイズド TLVs を設定します。

1.	詳細設定　-　LLDP の順にクリックします。

2.	必要に応じて任意のタイミングパラメーターを修正します。

3.	転送または受信 LLDPメッセージのために必要なモードを設定します。
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4.	CDPフレームのデコーディングを有効または無効にします。

5.	アドバタイズメントメッセージの TLVフィールドに含める情報を指定します。

6.	保存をクリックします。

図 62：LLDP 設定

LLDP-MED 設定

LLDP-MED 設定画面を使用し、エンドポイントデバイスへアドバタイズされるデバイス情
報を設定します。

LLDP-MED(LinkLayerDiscoveryProtocol-MediaEndpointDiscovery) は VoiceoverIP
の電話やネットワークスイッチなどのエンドポイントデバイスを管理するために設けられ
た LLDP 拡張です。LLDP-MEDTLVs は、ネットワークポリシー、パワー、インベントリ、
デバイス位置の詳細などの情報をアドバタイズします。LLDP および LLDP-MED 情報はと
もに SNMPアプリケーションからの利用が可能で、簡易なトラブルシューティング、ネット
ワーク管理の拡張、正確なネットワークトポロジーの維持をすることができます。

パス
詳細設定　-　LLDP-MED

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆[Fast	Start	Repeat	Count]―一般的に、ラピッドスタートアップおよびエンドポイント
の EmergencyCallServiceLocationIdentificationDiscovery は VoIPシステムの非常
に重要な観点です。それに加え、有限の LLDPU 空間を節約する、そして、ネットワー
クポリシーの不適切な知識によりもたらされるセキュリティおよびシステムインテグリ
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ティーのリスクを低減するという両方の目的で、特定のエンドポイントタイプに関連し
た情報のみをアドバタイズする（例えば、許可された voice-capable デバイスのみへ
ボイスネットワークポリシーだけをアドバタイズする）ことが推奨されます。

これを念頭に置き、これら関連するプロパティを達成するために、LLDP-MED はプ
ロトコルとプロトコルの最上位にあるアプリケーションレイヤーとの間に LLDP-MED
FastStartinteraction を定義します。はじめに、NetworkConnectivity デバイスは
LLDPDU内の LLDVTLVs のみを転送します。

LLDP-MEDエンドポイントデバイスが検出されてはじめて、LLDP-MEDcapable ネット
ワークコネクティビティデバイスが関連付けられたポート上で送出されるLLDPDUへ
の LLDP-MEDTLVs のアドバタイズを開始します。新しい LLDP-MEDneighbor が検出
されると、LLDP-MED 情報を新しい neighbor へいちはやく共有できるようにするため、
LLDP-MEDアプリケーションはアプリケーションを迅速にスタートするために LLDPDU
の転送を一時的に加速します。

Neighbor 間での転送時に LLDPフレームが喪失するリスクがあるため、ファストスター
ト転送を複数回行い、neighbor が LLDPフレームを受信する可能性を高めることが推
奨されます。ファストスタート繰り返し回数により、ファストスタート転送の繰り返し回
数を指定することができます。推奨される値は 4回で、新しい情報を含む LLDPフレー
ムが受信されると、1秒間隔で 4つの LLDPフレームが転送されます。

LLDP-MED および LLDP-MEDファストスタートメカニズムは LLDP-MEDネットワーク
コネクティビティデバイスとエンドポイント間のリンク上のみで動作することを想定して
おり、よって、ネットワークコネクティビティデバイスを含む LANインフラストラクチャー
エレメント間のリンクや他のタイプのリンクについては適用されないことに注意します。

ロケーション

◆緯度―0 から90 度以内の最大 4桁の数字で正規化します。赤道の北側、南側の方
角を指定することが可能です。

◆経度―0 から180 度以内の最大 4桁の数字で正規化します。本初子午線の東側、西
側の方角を指定することが可能です。

◆標高	―− 32767 から32767までの最大 4桁の数字で正規化します。２つの標高タイ
プ（フロアまたはメートル）から選択できます。

nn メートル：特定の標高基準面により定義された標高のメートルを表します。

nn 複数の階層構造をもつ建物に関連したフォーマットで標高を表します。標高=0.0
は建物の外であっても有効で、指定された経度緯度での地上面の高さ（ground
level）を表します。建物内の場合、0.0 はメインエントランスのある地上の高さに
対応したフロアーレベルを表します。

◆マップ標高基準面―本オプションで設定される座標に対して使用するマップ標高基準
面です。



189



nn WGS84：―WorldGeodesicSystem1984,CRSCode4327,本子午線名：グリニッ
ジ

nn NAD83/NAVD88：北アメリカ標高基準面 1983、CRSCode4269,本子午線名：グ
リニッジ；　対応する標高基準面は 1988 年北アメリカ標高基準面（NAVD88）で
す。この一対の標高基準面は潮汐水（標高基準面=NAD83/MLLWを使用）から離
れた地上の位置を参照する際に使われます。

nn NAD83/MLLW：北アメリカ標高基準面 1983、CRSCode4269,本子午線名：グリ
ニッジ；　対応する標高基準面はMeanLowerLowWater（MLLW）です。この一
対の標高基準面は海水面上の位置を参照する際に使われます。

◆住所―ロケーション設定情報に基づくIETFGeoprivCivicAddress（CivicAddress
LCI）です。

nn 国番号―ASCII 大文字 2文字から成る ISO3166 の国番号です。（例：DK、DE、
US）

nn 都道府県―都道府県です。

nn 郡―郡です。

nn 市―市です。

nn 区・町―区、町です。

nn 通り名・丁・番地・号―通り名・丁・番地・号です。

nn 通り名―通り名です。

nn 方角―方角です。

nn 後続通り名の接尾辞―後続通り名の接尾辞です。

nn 家番号 1―家番号です。

nn 家番号 2―家番号の接尾辞です。

nn 目印―目印または vanityaddress です。

nn 追加の位置情報―追加の位置情報です。

nn 名前―名前（住居およびオフィス）です。

nn 郵便番号―郵便番号です。

nn ビル名―ビル名です。

nn アパート名―部屋（アパート）です。

nn フロア―フロアです。

nn 部屋番号―部屋番号です。
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nn 部屋タイプ―部屋タイプです。

nn コミュニティ名―コミュニティ名です。

nn 私書箱―私書箱です（P.O.BOX）。

nn 追加コード―追加コードです。

◆緊急時電話番号―TIAまたは NENAなどで定義されている緊急時電話番号です。

従来のCAMAまたは ISDNトランクベースPSAPへの緊急時電話のセットアップ時に使
われるELINID を実装するため、ELINID データフォーマットが定義されています。本
フォーマットは緊急時電話のために使用されるELINに対応する数値文字列で構成され
ています。

◆ポリシー―NetworkPolicyDiscovery は、VLAN設定と、ポート上の特定のプロトコ
ルアプリケーション群へ適用されるレイヤー 2およびレイヤー 3の設定内容との間の
不一致について効率的に発見、診断することを可能にします。不正なネットワークポリ
シー設定は、VoIP 環境にてしばしばサービスの品質劣化や停止につながる深刻な問
題です。

このポリシーは、インタラクティブな音声／ビデオ（または両者）など、特定の “リア
ルタイム ”ネットワークポリシー要件をもつアプリケーションだけに使用されることを想
定しています。

アドバタイズされるネットワークポリシー属性は以下です。

nn Layer2VLANID(IEEE802.1Q-2003)

nn Layer2priorityvalue(IEEE802.1D-2004)

nn Layer3Diffservcodepoint(DSCP)value(IETFRFC2474)

本ネットワークポリシーは、指定されたポート上の複数のアプリケーションタイプ群と
連携してアドバタイズすることが可能です。以下のアプリケーションタイプが明確に定
義されています。

nn 音声

nn ゲスト音声

nn ソフト電話音声

nn ビデオ会議

nn ストリーミングビデオ

nn コントロール／シグナリング（上記の各メディアタイプに対し、条件付きで別途ネッ
トワークポリシーをサポートします。）
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大規模なネットワークの場合、組織全体に渡って複数の VoIP ポリシー、アプリケーショ
ンタイプごとの異なるポリシーをサポートすることがあります。LLDP-MED は、それぞ
れ異なるアプリケーションタイプに対応した複数のポリシーをポートごとにアドバタイ
ズすることを可能にします。同一のネットワークコネクティビティデバイス上のそれぞ
れ異なるポートから、認証されたユーザ IDやポート設定をベースにして、複数の異な
るポリシーをアドバタイズすることができます。

LLDP-MED はネットワークコネクティビティデバイスとエンドポイント間のリンク上のみ
で動作することを想定しており、よってLAN内に集約されたリンク上で頻繁に使用さ
れる複数のネットワークポリシーのアドバタイズが不要です。

nn ポリシー ID―ポリシーの IDです。自動的に生成され、特定のポートへマップされ
るポリシーを選択する際に使用します。

nn アプリケーションタイプ―各アプリケーションタイプの使用方法です。

nn ボイス―専用 IP 電話端末や、インタラクティブボイスサービスをサポートする
他の類似した機器に使用します。これらデバイスは主に離れた VLAN上に設置さ
れ、データアプリケーションからの切り離しによって設置を容易にし、セキュリティ
を向上させます。

nn ボイスシグナリング（条件つき）―ボイスシグナリングに対してボイスメディアと
異なるポリシーが必要なネットワークトポロジーで使用します。ボイス（Voice）
アプリケーションポリシーでアドバタイズされるものと同様のネットワークポリ
シーを全体へ適用する場合、このアプリケーションタイプをアドバタイズしないよ
う注意します。

nn ゲスト音声―ゲストユーザおよびビジターがもつ独自の IP 電話端末や、インタ
ラクティブボイスサービスをサポートする類似の機器に対して、別の “制限付き
機能セット”ボイスサービスをサポートします。

nn ゲスト音声シグナリング（条件つき）―ゲストボイスシグナリングに対してゲスト
ボイスメディアと異なるポリシーが必要なネットワークトポロジーで使用します。
ゲストボイス（Voice）アプリケーションポリシーでアドバタイズされるものと同
様のネットワークポリシーを全体へ適用する場合、このアプリケーションタイプを
アドバタイズしないよう注意します。

nn ソフト電話音声―デスクトップ PCまたはノートパソコンなど、典型的なデータ処
理用デバイス上のソフト電話アプリケーションに使用します。このクラスのエンド
ポイントはしばしば複数の VLANをサーポートしていません。一切サポートして
いない場合、一般的には ’untagged’VLANまたは１つの ’tagged’dataspecific
VLANを使用するように設定されます。ネットワークポリシーで ’untagged’VLAN
（以下 Taggedフラグを参照）を使用するようネットワークポリシーで定義されて
いる場合、L2プライオリティフィールドは無視され、DSCP 値のみが考慮されます。

nn ビデオ会議
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nn ストリーミングビデオ―ブロードキャストまたはマルチキャストベースのビデオコ
ンテンツ配信や、特定のネットワークポリシーの取り扱いが必要な、ストリーミン
グビデオサービスをサポートする他の類似アプリケーションに対して使用します。
TCP バッファリングに依存したビデオアプリケーションは、本アプリケーションタ
イプでは想定されていません。

nn ビデオシグナリング（条件つき）―ビデオシグナリングに対してビデオメディアと
異なるポリシーが必要なネットワークトポロジーで使用します。ビデオ会議アプリ
ケーションポリシーでアドバタイズされるものと同様のネットワークポリシーを全
体へ適用する場合、このアプリケーションタイプをアドバタイズしないよう注意し
ます。

nn タグ―特定のアプリケーションタイプが ”tagged”または ”untagged” のどちらの
VLANを使用しているかを示すタグです。

“Untagged” の場合、タグ付けされていないフレームフォーマット、または IEEE
802.1Q-2003で定義されているタグヘッダーを含まないフレームをデバイスが使用
していることを示します。この場合、VLANID およびレイヤー 2プライオリティ値は
無視され、DSCP 値のみが考慮されます。

“Tagged” の場合、IEEE802.1Qで定義されているタグ付けされたフレームフォーマッ
トをデバイスが使用していることを示し、VLANID およびレイヤー 2プライオリティ
値がDSCP 値とともに使用されます。タグ付けされたフォーマットはタグヘッダーと
呼ばれる追加フィールドを含んでいます。またこのフォーマットは IEEE802.1Q-2003
で定義されているprioritytaggedフレームも含みます。

nn VLAN	ID―ポートの VLANIDです。（範囲：1-4095）

nn L2プライオリティ―特定のアプリケーションタイプに使用するレイヤー 2プライオリ
ティです。L2プライオリティでは IEEE802.1D-2004で定義された８つのプライオリ
ティ（0-7）のうちの１つを指定できます。値 0は、IEEE802.1D-2004で定義され
たデフォルトプライオリティを使用することを意味します。

nn DSCP―DSCP 値は、IETFRFC2474で定義されたDiffservノードの振る舞いを特
定のアプリケーションタイプに対して指定します。DSCPでは 64 つのうちの１つ（0-
63）のコードポイント値を指定できます。値 0は、RFC2475で定義されたデフォル
トDSCP 値を使用することを意味します。

◆ポリシーポート設定―すべてのポートが、認証されたユーザIDやポート設定に基づき、
一意のネットワークポリシー、または同一ネットワークポリシーへの異なる属性をアド
バタイズすることができます。

nn ポート―設定を適用するポート番号です。

nn ポリシー ID―該当するポートへ適用するポリシーセットです。要求されるポリシー
に対応するチェックボックスをチェックしてポリシーセットを選択します。
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Webインターフェース
LLDP-MEDTLVs を設定します。

1.	詳細設定　-　LLDP-MED の順にクリックします。

2.	必要に応じて任意のタイミングパラメーターを修正します。

3.	ファストスタート繰り返し回数、エンドポイントデバイスについての詳細情報、選択さ
れたポートへ適用するポリシーを設定します。

4.	保存をクリックします。

図 63：LLDP-MED 設定
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ポートに供給する最大 PoE 電力、スイッチの最大電力割り当て（電力は全ての RJ-45 ポー
トで使用可能です )、ポートの PoE 動作モード、電力割り当ての優先度およびそれぞれ
のポートに割り当てる最大電力を設定するために thePowerOverEthernet 設定ページ
を使用します。スイッチに接続されているデバイスからの電力需要が割り当てを超えると、
スイッチは供給電力を制限するためにポートの電力優先設定を使用します。

機能の使用方法
◆スイッチは接続デバイスの広い範囲にDC電力を供給可能で、これにより追加の電力
供給源が必要なくなり、それぞれのデバイスに接続されているケーブルの数を減らし
ます。供給電力を設定すると、接続されたデバイスからの PoEシグネチャーにより認
証されたスイッチによって自動検出プロセスが開始されます。検出と認証は非準拠デ
バイス (IEEE802.3af または 802.3at) へのダメージを防ぎます。

◆スイッチは IEEE802.3afPoEと IEEE802.3at-2009PoEPlusstandards をサポートしま
す。これらの基準に準拠している電源デバイス (PD) に適切な電力が供給されている事
を確実にするため、802.1adPD が正常に正常に反応するようにスイッチから最初に検
出するパルスは 802.3af ベースになります。次に 802.3atPD がクラス 4デバイスとし
て反応するセカンドPoEPlusパルスを送信し、クラス4電流を引き込みます。その後
にスイッチは PDとピークと平均必要電力、デューティサイクル等の情報を交換します。

◆電力は接続デバイスに対して自動的にオンとオフを切り替える事ができ、スイッチが決
して電力割り当てを超えないようにポートあたりの電力優先度が設定できます。
デバイスがポートに接続されると、電力が供給される前にスイッチにより電力要求が
検出されます。要求デバイスの電力がポートまたはスイッチ全体の電力割り当てを超
えている場合、電力は供給されません。

◆ポートは critical、high、mediumまたは lowの 4つの優先レベルから設定する事が
できます。
スイッチの割り当て内で電力供給をコントロールするには、優先度を critical から
mediumに設定したポートの lowに設定したポートよりも優先して電力を有効にしま
す。例えばデバイスが critical に設定されているポートに接続した時スイッチは要求さ
れた電力を供給し、必要な場合は起動している間は lowに設定されているポートへの
電力供給を拒否します。

パス
詳細設定-POE

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

POWER	OVER	ETHERNET（PoE 給電）
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◆供給電力―ポートまたは接続されている電源デバイス (PD) にどのように電力を供給
するかには 3つのモードがあります。

nn クラス―それぞれのポートはどれだけ電力を供給するかを接続しているPDが属し
ているクラスに応じて自動的に決定し、それに基づいて電力を供給します。4、7、
15.4または 34.2ワットの 4つの異なるポートクラスが存在します。

nn 割り当て―それぞれのポートに供給する電力の量を指定します。それぞれのポート
/PDへの割り当て /供給電力は最大電力フィールドで指定します。

nn LLDP-MED―このモードは、それぞれのポートが LLDPプロトコルを使用してPoE
情報を交換し供給電力の量を決める点を除きクラスモードと良く似ています。LLDP
情報が利用できない場合、ポートはクラスモードを使用して電力供給を受けます。
このモードでは最大電力フィールドは機能しません。

全てのモードでポートに設定された供給電力を上回る電力を使用した場合、ポートは
シャットダウンします。

◆電力管理モード―ポートのシャットダウンを設定するには 2つのモードがあります：

nn 実消費電力―実際の電力消費が全てのポートで供給可能な電力量を上回った場
合、または実際の電力消費がポートに設定された電力を上回った場合ポートは
シャットダウンします。ポートは優先度に応じてシャットダウンします。２つのポート
が同じ優先度の場合、数字の高いポートがシャットダウンします。

nn 余力―合計の電力供給量が供給可能な量を上回った場合ポートはシャットダウンし
ます。このモードでは PDが供給可能電力よりも多くの電力をリクエストしてもポー
トの電力はONになりません。

◆最大供給電力量―スイッチへの電力供給量です。スイッチに接続されたデバイスが
スイッチの電力量より多くを要求した場合、供給電力をコントロールするためにポート
の電力優先度設定が使用されます。( 範囲：0-190ワット)

◆ポート―ポート ID

◆PoEモード―以下のオプション含むポートの PoE の動作モード：

nn 無効	―そのポートでは PoE は無効です。

nn PoE―PoEIEEE802.3af(Class4PD は 15.4Wに制限されます。) が有効です。

nn PoE+―PoE+IEEE802.3at(Class4PDs は 34.2Wに制限されます。)が有効です。

◆優先度	―ポートの優先度はリモートデバイスが供給可能な電力より多くの電力を要求
した時に使用します。このケースでは優先度が lowで数字が高いポートがオフになり
ます。
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◆最大電力	―リモートデバイスへ供給可能な最大電力。(範囲：0-34.1ワット　PoEモー
ドにより変わります。)

Webインターフェース
グローバルかつポートを指定してPoEを設定するには：

1.	詳細設定-POEをクリックします。

2.	ポートへの電力供給方法、シャットダウン方法、スイッチの電力供給の PoE のグロー
バルパラメータを設定します。

3.	ポートの PoE 動作モード、電力割り当て優先度、供給電力を指定します。

4.	「保存」を選択します。

図 64：Power	Over	Ethernet(PoE)	設定
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指定のポートへダイナミックなアドレスの学習または固定アドレスの割り当てを設定する
ために、MACアドレステーブル設定を使用します。

スイッチは全ての既知のデバイスのアドレスを保持します。この情報はトラフィックが直
接インバウンドとアウトバウンド間を通過するために使用されます。トラフィックのモニタ
リングにより学習された全てのアドレスはダイナミックアドレステーブルに保持されます。
特定のポートに結びついた固定アドレスを手動で設定する事もできます。

パス
基本設定/詳細設定-MACテーブル

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

スタックエージング設定

◆自動エージングを無効にする―ダイナミックエントリーの自動エージングを無効にしま
す。(デフォルトではアドレスエージングは有効です。）

◆エージング時間	―学習したエントリーがディスカードされた後の時間。( 範囲：10-
1000000 秒；デフォルト：300 秒 )

MACアドレステーブル設定

◆自動―不明なソースMACアドレス付きフレームを受信するとすぐに自動的に学習さ
れます。(これがデフォルト設定です。）

◆無効	―アドレスは学習されずMACアドレステーブルに保持されません。

◆セキュア―固定MACアドレスエントリーのみ使用され、他のフレームはドロップしま
す。

スイッチを管理するのに使用するこのリンクはセキュアな学習モードに変更する前に固
定MACテーブルに追加されていることを確認してください。そうしなければ管理への
リンクが失われ、他のセキュアでないポートを使用またはシリアスインターフェースで
スイッチに接続してリストアする事しかできなくなります。

MEMO
MACアドレステーブルの中の与えられたポートへの学習モードがグレーアウトしている場合、ユーザー
によって変更できないように他のソフトウェアモジュールがモードをコントロールしています。例えば、
802.1XでのMACベース認証等が別のモジュールとしてあげられます。

MACアドレステーブルの設定
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固定MACテーブル設定

◆VLAN	ID―VLANID( 範囲：1-4095)

◆MACアドレス―ポート .A 固定アドレスにマッピングされたデバイスの物理アドレスを
スイッチの特定のポートへ割り当てる事ができます。特定のアドレスは割り当てられた
ポートに結びつき移動しません。固定アドレスが別のポートで認められた時、そのア
ドレスは無視されアドレステーブルには記載されません。

◆ポートメンバー―ポート ID

Webインターフェース
MACアドレステーブルを設定するには：

1.	設定-MACテーブルをクリックします。

2.	要求された場合、エージング時間を変更します。

3.	ポートでのMACアドレスの学習方法を指定します。

4.	「新しいMACアドレスの追加」ボタンをクリックし、VLANIDとMACアドレスを入力
しアドレスがマッピングされるポートをマークして要求された固定MACアドレスを追
加します。

5.	「保存」をクリックします。

図 65：MACアドレステーブル設定
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広大なネットワークでは、ルータはそれぞれのサブネットのブロードキャストトラフィッ
クを別々のドメインに区分けするために使用されます。本スイッチはネットワークグルー
プのノードを別々のブロードキャストドメインに組織化するために VLANを使用してレイ
ヤー2と同様のサービスを提供します。VLANはブロードキャストトラフィックを元々のグ
ループだけに制限し、広大なネットワークの中でブロードキャストストームを取り除く事が
できます。また、より安全でクリーンなネットワーク環境も提供します。

IEEE802.1QVLAN はネットワーク内のどこにでも配置することができ、同じ物理セグメン
トに属しているように通信を行うポートのグループです。VLAN は物理的な接続を変更す
る事なくデバイスの新しい VLANへの移動を許可する事でネットワークの管理を簡素化し
ます。VLAN は、マーケティング部門や R&Dなどの部門別グループや、E-メールなどの
利用別グループ、ビデオ会議等のマルチメディアアプリケーションを使用したマルチキャ
ストグループを簡単に組織化する事ができます。

VLAN はブロードキャストトラフィックを減らし、IPアドレスや IP サブネットをアップデー
トする事なくネットワークの変更を許可する事で優れたネットワーク効率を提供します。
VLAN はトラフィックが別の VLAN へ届くためには構成済みのレイヤー 3リンクを通過し
なければいけないため、本質的に高いレベルのネットワークセキュリティを提供します。

本スイッチは以下の VLAN機能をサポートしています：

◆ IEEE802.1Q 標準に基づく最大 256 の VLAN。

◆明示または暗黙タギングを使用した複数のスイッチにわたる分散型 VLAN学習。

◆ポートに複数の VLANへの参加を許可するポートオーバーラップ。

◆終端のステーションが複数の VLANに属す事ができます。

◆ VLAN-awareとVLAN-unaware デバイス間のトラフィックの通過。

◆優先タギング

ポートをVLANに割り当てる

スイッチで VLANを有効にする前に、それぞれのポートを参加するVLANグループに割
り当てなくては行けません。
デフォルトでは全てのポートはタグ付けされていないポートとしてVLAN1 に割り当てられ
ています。もしポートに一つ以上の VLANと中間のネットワークデバイスまたは VLANを
サポートしている接続の別の終端のホストへトラフィックを運ばせたい場合タグ付きポー
トとして追加します。次にGVRPを使用して手動またはダイナミックにトラフィックを運ぶ

IEEE	802.1Q	VLAN
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パスに従って別の VLAN-aware ネットワークデバイスにあるポートを同じVLAN に割り当
てます。しかし、スイッチのポートを一つ以上の VLAN に参加させたくても、中間のネッ
トワークデバイスまたは接続している別の終端のホストが VLANをサポートしていない場
合、そのポートはタグ付けされていないポートとして追加しなければいけません。

ポートをVLANに割り当てる

それぞれのポートを参加するVLANグループに割り当てる事でスイッチで VLANを有効に
するために VLANメンバー設定ページを使用します。

パス
基本設定 /詳細設定-VLAN 設定-VLANメンバーシップ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆VLAN	ID―VLANID( 範囲：1-4095)

◆VLAN―VLAN の名前 ( 範囲：1-32 の英数字 )

◆ポートメンバー―ポート ID。

ポートオーバーラップは異なるVLAN間で一般的に共有されているファイルサーバー
やプリンター等のネットワークリソースへのアクセスを許可するために使用する事がで
きます。オーバーラップしない VLANを実装し、引き続き通信が必要な場合、それら
の VLANはルーター経由で接続しなければなりません。

Webインターフェース
IEEE802.1QVLANグループを設定するには：

1.	設定-VLAN 設定-VLANメンバーシップをクリックします。

2.	必要な場合、デフォルトVLAN(VLAN1) に割り当てられているポートを変更します。

3.	新しい VLANを設定するには、「VLAN の追加」をクリックしVLANID を入力し新しい
グループに割り当てられるポートをマークします。

4.	「保存」をクリックします。

MEMO EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PL では VLAN ID 1 を削除することができません。
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図	66：VLANメンバー設定

各ポートメンバーに設定できるステータス
選択した VLANグループにそのポートメンバーを設定します。

選択した VLANグループにそのポートメンバーを含めません。

ForbiddenVLAN に設定し、選択した VLANグループにポートメンバーが自動的に含
められることを禁止します。

ポートメンバーにVLAN属性を設定する

Queue-in-Queueフレームと埋め込みタグの処理、イングレスフィルターの有効化、フレー
ムタイプによる許可設定、DEFORUTOポートVLANID(PVID)の設定を含む特定のインター
フェースの VLAN属性を設定するために VLANポート設定ページを使用します。

パス
基本設定 /詳細設定 -VLAN 設定-ポート

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆S-ports	イーサタイプ―ポートタイプが S-customport に設定されているとき、その
ポートで受信する全てのフレームのイーサタイプ（プロトコル IDまたは TPIDとも呼
ばれます ) は特定の値に変更します。デフォルトでは、このイーサタイプは 0x88a8 に
設定されています。(IEEE802.1ad)IEEE802.1AD は、ダブルタグフレームを使用して同
一メディア越しに別々の VLANインスタンスに複数の独立したカスタマーを提供する
ためにサービスプロバイダーに仮想ブリッジローカルネットワークの使用を許可する
Queue-in-Queueタギングのオペレーションを概説します。

ポートのタイプが S-portまたは S-customport に設定されている時、ポートはダブ
ルタグフレームがスイッチをまたいで転送中である事を示すために受信した全てのフ
レームのイーサタイプを変更します。スイッチはこれらのフレームをアウタータグ内に
示された VLANへ引き渡します。これはイーサフィールドの他はコンポーネントの変更
をせず、アウタータグも取り払いません。

◆ポート―ポート ID
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◆ポートタイプ	―イングレスフレーム内でポートが VLANIDをどのように処理するかを
設定します。(デフォルト：Unaware)

nn C-port―カスタマー用ポートです。それぞれのフレームは VLANタグに表示され
た VLANに割り当てられ、タグは取り除かれます。

nn S-port―サービス用ポートです。受信した全てのフレームのイーサタイプはダブル
タグフレームがスイッチをまたいで転送されている事を示すために 0x88a8 へ設定
されます。スイッチはこれらのフレームをアウタータグに示されているVLANへ受け
渡します。これはイーサフィールドの他はコンポーネントの変更をせず、アウタータ
グも取り払いません。

nn S-custom-port―カスタムサービス用ポートです。受信した全てのフレームのイー
サタイプはダブルタグフレームがスイッチをまたいで転送されている事を示すため
に S-portsイーサタイプフィールドで設定した値に変更されます。スイッチはこれ
らのフレームをアウタータグに示されているVLANへ受け渡します。これはイーサ
フィールドの他はコンポーネントの変更をせず、アウタータグも取り払いません。

nn Unaware―全てのフレームはポートの VLANID に分類されタグは取り除かれませ
ん。

◆フィルタリング―イングレスポートがメンバーでない VLANにタグ付けされたフレーム
をどう処理するかを決めます。(デフォルト：無効 )

nn フィルタリングは Taggedフレームのみ影響します。

nn フィルタリングが有効で、ポートがメンバーでない VLANにタグ付けされたフレーム
を受信するとそれらのフレームはディスカードされます。

nn フィルタリングが無効で、ポートがメンバーでない VLANにタグ付けされたフレーム
を受信するとそれらのフレームは他の全てのポートに流入します。

nn フィルタリングはGVRP や STP のような VLANが独立した BPDUフレームには影響
しません。しかしGMRP のような VLANが依存しているBPDUフレームには影響を
与えます。

◆フレームタイプ―インターフェースが Taggedまたは Untaggedフレームを含む全て
のフレームタイプを受信するか、Taggedフレームだけを受信するか、Untaggedフレー
ムだけを受信するかを設定します。全てのフレームタイプを受信するように設定すると、
受信したUntaggedフレームはデフォルトのVLANへ割り当てられます。Taggedフレー
ムのみを受信するように設定するとインターフェースが受信したUntaggedフレームは
全てディスカードされます。(オプション：全て、Tagged、Untagged；デフォルト：全て )

◆ポートVLAN	モード―受信および送信トラフィックに対してVLANタグをどのように処
理するかを決めます。(オプション：なし、詳細設定；デフォルト：詳細設定 )

nn なし―フレームが割り当てられた VLANの ID がポートから送信されたフレームに
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挿入されます。割り当てられた VLANID は Taggedフレームのイングレスタグまた
はUntaggedイングレスフレームのデフォルトPVIDを基にする事ができます。この
モードは通常 VLAN-awaeスイッチに接続されているポートに使用されます。

nn 詳細設定―以下に記すようにポートVLANIDを設定する事ができます。ポートで
受信するUntaggedフレームはポートVLANID に分類されます。ポートタイプが
Unaware の場合、ポートで受信した全てのフレームはそのポートの VLANID に分
類されます。ポートに送信したフレームの VLANID の分類がそのポートの VLANID
と異なる場合、分類された VLANIDとVLANタグがフレームに挿入されます。

VLAN-aware デバイスを含むパスに沿ってスイッチからのフレームを転送する場合、ス
イッチは VLANタグを含まなければ行けません。
(目的のホストを含む )VLAN-awareデバイスを含まないパスに沿ってスイッチからのフ
レームを転送する場合、スイッチはフレームを転送する前にはじめに VLANタグを取
り除かなければなりません。

◆ポートVLAN	ID- インターフェースで受信した untaggedフレームが割り当てられた
VLANID。( 範囲：1-4095；デフォルト1)

ポートはポートVLANIDと同じVLANのメンバーでなければいけません。

◆送信タグ―ポートの送信タギングを決定します。

nn Untag_pvid―(PVIDを使用している )ネイティブ VLANを除く全ての VLANがタグ
付けされます。

nn Tag_all―全ての VLANがタグ付けされます。

nn Untag_all―全ての VLANがタグ付けされません。

Webインターフェース
VLAN ポートメンバーの属性を設定するには：

1.	設定-VLAN 設定-ポートをクリックします。

2.	それぞれのインターフェースに必要な設定をします。

3.	「保存」をクリックします。
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図 67：VLAN	ポート設定

ポートメンバーをプライベートVLAN に割り当てる際にプライベートVLANメンバー設定
ページを使用します。

プライベートVLANは割り当てられているVLANのポート間でポートベースのセキュリティ
とアイソレーションを提供します。プライベートVLAN に割り当てられたポートのデータト
ラフィックはアップリンクポートへとアップリンクポートからの転送のみとなります。( ポー
トは標準 IEEE802.1QVLANとプライベートVLANの両方のメンバーに設定されます。)

プライベートVLAN 内でのポートアイソレーションはダウンリンクポートとしてデザインさ
れ、アップリンクポートを除くスイッチの他のポートとの通信はできません。プライベー
トVLANと801.1QVLAN の両方が割り当てられたポートはアップリンクポートに指定さ
れ、割り当てられている同じプライベートVLAN 内の全てのダウンリンクポートと802.1Q
VLAN に割り当てられているポートと通信ができます。

どのようにプライベートVLANが使用されるかの一例として複数の組織 ( マルチテナント)
への提供サービスがあげられます。全てのテナントが一つのプライベートVLANに割り当
てられても、ローカルスイッチ上のテナント間では直接トラフィックの受け渡しを行いませ
ん。外部との通信は一つ以上のサービスプロバイダーに接続している (インターネットや
IPTV、VOIP 等の )アップリンクポートへ制限されます。異なるセットのサービスプロバイ
ダーが他のクライアントグループを要求した場合、一つ以上のプライベートVLANを設定
する事ができます。

パス
詳細設定-プライベートVLAN-PVLANMembership

プライベートVLANの設定
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パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆PVLAN	ID―プライベートVLANID

デフォルトでは全てのポートはVLAN1とPVLAN1のメンバーとして設定されています。
これらの全てのポートは 802.1QVLAN1 のメンバーなので PVLAN1 のメンバー間で
はアイソレーションは実行できません。PVLAN1 を適切に利用するために、アイソレー
ションを行うポートをVLAN1から取り除きます（200ページ参照）次にアップリンクポー
トをローカルサーバーまたは PVLANメンバーがアクセスを要求する他のサービスプロ
バイダーに接続します。

◆ポートメンバー―ポート ID

Webインターフェース
プライベートへの VLANポートメンバーを設定するには

1.	詳細設定-プライベートVLAN-PVLANMembershipとクリックします。

2.	PVLANメンバーを追加または削除するか、VLAN の追加をクリックしてポートのメン
バーをマークします。

3.	「保存」をクリックします。

図 68：プライベートVLANメンバー設定
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同じプライベートVLAN 内のカスタマーポート間での通信を防止するためにポートア
イソレーション設定ページを使用します。プライベートVLAN(PVLAN) 内のポートは同
じPVLAN 内に無い他のポートから隔離されています。ポートアイソレーションは同じ
PVLAN 内のポート間の通信を防止します。隔離されたポートはいかなるユニキャストや
マルチキャスト、ブロードキャストトラフィックも同じPVLAN 内の他のポートへ転送でき
ません。

パス
詳細設定-プライベートVLAN-ポートアイソレーション

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆ポート番号	―ポートID

Webインターフェース
隔離するポートを設定するには：

1.	設定-プライベートVLAN-ポートアイソレーションとクリックします。

2.	お互いに隔離するポートをマークします。

3.	「保存」をクリックします。

図 69：ポートアイソレーション設定

ポートアイソレーションを使用する
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VLAN ベースのMACアドレスを設定するためにMACベース VLANメンバー設定ページ
を使用します。MAC ベース VLAN 機能は VLANID をソースMACアドレスに従ってイン
グレスuntaggedフレームに割り当てます。

MACベースVLANの分類が有効になると、ポートで受信したuntaggedフレームはフレー
ムのソースMACアドレスにマッピングされた VLANに割り当てられます。一致するMAC
アドレスがない場合、untaggedフレームは受信ポートのネイティブ VLANID(PVID) に割
り当てられます。

パス
詳細設定-ダイナミックVLAN設定-MAC ベースVLAN

機能の使用方法
◆ソースMACアドレスは一つの VLANID にのみマッピング可能です。

◆設定されたMACアドレスはブロードキャストまたはマルチキャストアドレスにはでき
ません。

◆MACベースおよびプロトコルベースVLANが共に有効な場合、この順で優先度が適
用され、ポートベースVLANが最後になります。

パラメーター
以下のパラメータが表示されます：

◆MACアドレス―特定の VLANへマッピングされるソースMACアドレス。MACアドレ
スは「xx-xx-xx-xx-xx-xx」のフォーマットで指定しなければいけません。

◆VLAN	ID―イングレストラフィックが特定のソースMACアドレスと一致した VLANは
転送されます。( 範囲：1-4093)

◆ポートメンバー―VLAN に割り当てられたポート

Webインターフェース
MACアドレスをVLANにマッピングするには：

1.	設定-ダイナミックVLAN設定-MAC ベースVLANとクリックします。

2.	MACアドレスフィールドにアドレスを入力します。

MACベースVLANの設定
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3.	VLANフィールドに IDを入力します。指定するVLAN は既に設定されていてはいけま
せん。

4.	VLAN に割り当てるポートを指定します。

5.	「保存」をクリックします。

図 70：MACベースVLAN	メンバー設定

複数のプロトコルのサポートを要求するネットワークは容易に通常の VLANにはグループ
できません。特定のプロトコルに参加している全てのデバイスを網羅するために異なる
VLAN 間でトラフィックを受け渡すためには標準でないデバイスが必要になります。この
種の設定はユーザーからセキュリティやアクセスの容易性を含む VLAN の基本的な利点
を奪います。

これらの問題を避けるために、物理ネットワークを要求されているプロトコルごとに論理
VLANグループへ分けるプロトコルベースVLANにスイッチを設定する事ができます。ポー
トでフレームを受信すると、インバウンドパケットに使用されているプロトコルタイプを
基に VLANメンバーシップを決定します。

機能の使用方法
◆プロトコルベースVLANを設定するには以下のステップに従ってください。

1.	はじめに使用したいプロトコルのVLANグループを設定します（200ページ参照）。必
須ではありませんが、ネットワークで動作しているそれぞれの主要なプロトコルにつ
いて別々の VLANを設定する事をお勧めします。

2.	プロトコル設定（追加）ページを使用してVLAN に割り当てたいそれぞれのプロト
コルグループを作成します。

3.	インターフェース設定（追加）ページを使用してそれぞれのインターフェースのプロ
トコルを適切な VLANにマッピングします。

◆MACベース、IP サブネットベース、プロトコルベースの VLANが同時にサポートされ
ている場合、その順番で優先度が適用されポートベースVLANが最後になります。

プロトコルVLAN



209



プロトコルVLANグループの設定

プロトコルグループを作成するためにプロトコルをグループマッピングテーブルに使用し
ます。

パス
詳細設定–ダイナミックVLAN設定–プロトコルベースVLAN―グループプロトコル設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆フレームタイプ―プロトコルで使用するフレームタイプとしてイーサネット、LLC( ロジ
カルリンクコントロール )または SNAP(SubNetworkAccessProtocol-RFC1042) を
選択します。

◆値―特定のプロトコルを定義する値です。このフィールドは選択したフレームタイプ
により異なります。

イーサネット―イーサネットタイプの値( 範囲：0x0600-0xffff；Default：0x0800)

LLC―DSAP((DestinationServiceAccessPoint)とSSAP(SourceServiceAccess
Point) を含む値です。( 範囲：0x00-0xff；Default：0xff)

SNAP―OUI(OrganizationallyUniqueIdentifier)とPID(プロトコルID)を含む値です：

nn OUI―文字列内のそれぞれのペアが 0x00-0xff の範囲の 16 進数で表されるxx-xx-
xxフォーマットの値です。

nn PID―OUI が 16 進数の000000の場合、そのプロトコル IDは SNAP の上部で起
動しているプロトコルのイーサネットタイプ (EtherType)フィールドの値です。OUI
が特定の組織に属している場合、プロトコル IDはその組織からSNAP の上部で起
動しているプロトコルに割り当てられる値になります。

別の言い方をすると、OUIフィールドが 00-00-00 の場合、PID の値は therType
(0x0600-0xffff)となり、OUI の値が 00-00-00 以外の場合、PID の有効な値は
0x0000 から0xffffまでのいずれかになります。

◆グループ名―プロトコル VLANグループに割り当てられる名前です。この名前は半角
英数字 (a-zまたは A-Z、0-9) の組み合わせで構成される16 文字の独自の文字列でな
ければいけません。

MEMO
IPプロトコルイーサネットフレームとマッチしているトラフィックはスイッチの管理 IPと共に設定されてい
るVLAN(VLAN1 デフォルト) にマッピングされます。IPプロトコルイーサネットトラフィックは別の VLAN
にマッピングされるとスイッチへの管理ネットワーク接続ができなくなります。もし接続ができなくなった
場合、リセットボタンを押して工場出荷時設定に戻す事で管理ネットワークに接続できるようになります。
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Webインターフェース
プロトコルグループを設定するには：

1.	詳細設定–ダイナミックVLAN 設定–プロトコルベースVLAN―グループプロトコル
設定とクリックします。

2.	「追加」をクリックします。

3.	フレームタイプ、値、グループ名を入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 71：プロトコルVLAN設定

プロトコルグループをポートへマッピングする

プロトコルグループをVLAN のグループに参加するそれぞれのインターフェースにマッピ
ングするためにグループ名をVLANマッピングテーブルに使用します。

パス
詳細設定-ダイナミックVLAN設定–プロトコルベースVLAN―グループ VLAN設定

機能の使用方法
◆プロトコルベースVLANを作成するには、この設定画面だけを使用してインターフェー
スに割り当てます。VLANメンバーシップ等の固定テーブル（200 ページ参照）のような
他の VLANメニューでインターフェースを割り当てると、それらのインターフェースは
いかなるプロトコルタイプのトラフィックも関係するVLANへ受け入れてしまいます。

◆フレームがプロトコル VLANへ割当てられたポートに進入すると、以下の方法で処理
されます：

nn フレームがタグ付きの場合、タグ付きフレームに適用されている標準ルールに従っ
て処理されます。

nn フレームがタグなしでプロトコルタイプが一致した場合、フレームは適切な VLAN
へ転送されます。

nn フレームがタグなしでプロトコルタイプが一致しない場合、フレームはこのインター
フェースのデフォルトの VLANへ転送されます。
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パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆グループ名―プロトコル VLANグループへ割り当てられた名前です。この名前は半角
英数字 (a-zまたは A-Z、0-9) の組み合わせで構成される16 文字の独自の文字列でな
ければいけません。

◆VLAN	ID―一致したトラフィックが転送されるVLANです。( 範囲：1-4095)

◆ポートメンバー―VLAN に割り当てられたポートです。

Webインターフェース
プロトコルグループをVLANまたはトランクにマッピングするには：

1.	詳細設定-ダイナミックVLAN 設定–プロトコルベースVLAN―グループ VLAN 設定
とクリックします。

2.	プロトコルグループのグループ名を入力します。

3.	プロトコルのトラフィックが転送されるVLANIDを入力します。

4.	選択したプロトコル VLANに割り当てるポートを選択します。

5.	「保存」をクリックします。

図 72：ポートをプロトコルVLANに割り当てる
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ソースアドレスがIPサブネット-VLAN(IPsubnet-to-VLAN)マッピングテーブルで見つかっ
た場合にタグ付けされていないイングレスフレームを指定の VLANへマッピングするため
に IP サブネットベースVLAN設定ページを使用します。

ポートベースの分類を使用している時は、ポートで受信した全てのタグなしフレームは
VID(PVID) がそのポートと関連しているVLANに属しているものとして分類されます。

IP サブネットベースVLAN の分類が有効な時は、タグ付きでないイングレスフレームの
ソースアドレスは IPサブネット-VLAN(IPsubnet-to-VLAN) マッピングテーブルと照合さ
れます。そのサブネットのエントリーが見つかると、タグ付きでないフレームは受信ポー
トの VLANID(PVID) に属す物として分類されます。

パス
詳細設定-ダイナミックVLAN設定–IP サブネットベースVLAN

機能の使用方法
◆各 IP サブネットは一つの VLANID にのみマッピング可能です。IP サブネットは IPアド
レスとマスクから構成されます。指定のVLANは既存のVLANである必要はありません。

◆ポートがタグ付けされていないフレームを受信すると、ソース IPアドレスは IPサブネッ
ト-VLAN(IPsubnet-to-VLAN) マッピングテーブルと照合され、そのエントリーが見つ
かると、対応するVLANID がフレームに割り当てられます。マッピングが見つからな
い場合、受信ポートの PVID がフレームに割り当てられます。

◆ IP サブネットはブロードキャストまたはマルチキャストIPアドレスにはできません。

◆MACベース、IP サブネットベース、プロトコルベースの VLANが同時にサポートされ
ている場合、その順番に優先度が適用されポートベースVLANが最後になります。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆VCE	ID―エントリーのインデックスです。( 範囲：0-256,0 はエントリーのインデック
ス番号が自動生成されます。)

◆IPアドレス―サブネットの IPアドレスです。有効な IPアドレスは 0-255 の 4 つの 10
進数で構成され、ピリオドで分けられます。

◆マスク長―ネットワークマスクの長さです。

IP サブネットベースVLAN設定
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◆VLAN	ID―一致した IP サブネットのトラフィックが転送されるVLANです。( 範囲：
1-4095)

◆ポートメンバー―IP サブネットVLANに割り当てられるポートです。

Webインターフェース
IP サブネットベースVLANを設定するには：

1.	詳細設定-ダイナミックVLAN設定–IP サブネットベースVLANとクリックします。

2.	VCEID、ネットワークマスク長、VLANID を入力し、VLAN に割り当てるポートをマー
クします。

3.	「保存」をクリックします。

図	73：ポートを IPサブネットVLANに割り当てる

IP テレフォニーがエンタープライズネットワークに展開されている場合、ボイスオーバー
IP(VoIP) ネットワークトラフィックを他のデータトラフィックから分離することをお勧めしま
す。トラフィックの分離は過度なパケットの遅延やパケットロス、信号の変動を防止する
事で高品質な音声を提供します。全ての VoIPトラフィックを単一の VoiceLAN に割り当
てることで最良の結果が得られます。

VoiceLANの使用にはいくつかのアドバンテージがあります。VoIPトラフィックを他のデー
タトラフィックから分離する事によってセキュリティを提供します。

ネットワーク上の VoIPトラフィックに必要な帯域幅を保証し端末相互間のQoS ポリシー
と高プライオリティを適用する事ができます。VLANアイソレーションは音声品質に大き
な影響を与える壊滅的なブロードキャストおよびマルチキャストトラフィックから保護しま
す。

本スイッチはネットワークの VoiceVLANを指定しVoIPトラフィックのサービスプライオリ
ティを設定する事ができます。VoIPトラフィックは接続されているVoIPデバイスを見つけ
るためにソースMACアドレスまたは LLDP(IEEE802.1ab) を使用しスイッチのポートで検

VOIPトラフィックの管理
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出する事ができます。設定済みのポートで VoIPトラフィックが検出されると、スイッチは
自動的にポートをVoiceVLANのタグ付きメンバーに割り当てます。別の方法として、スイッ
チのポートを手動で設定する事もできます。

VoIPトラフィックの設定

スイッチの VoIPトラフィックを設定するために VoiceVLAN 設定ページを使用します。は
じめにスイッチのポートに接続されているVoIP デバイスの自動検出を有効にし、ネット
ワークの VoiceVLANID を設定します。VoIPトラフィックをポートで受信しなくなった時
にポートをVoiceVLAN から取り除くために VoiceVLANエージング時間も設定する事が
できます。

パス
詳細設定-VoiceVLAN-VoiceVLAN 設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

グローバルスタック設定

◆モード (3)―スイッチでVoiceVLANオペレーションを有効または無効にします。(デフォ
ルト：無効 )

◆VLAN	ID―ネットワークでの VLANIDを設定します。スイッチは一つの VoiceVLAN
のみサポートします。( 範囲：1-4095；デフォルト1000)

VoiceVLAN はスイッチで定義されたmanagementVLAN（52 ページの「IPv4アドレス
の設定」を参照）、MVRVLAN（161 ページの「マルチキャストVLANレジストレーション」
を参照）または、ポートに割り当てられたネイティブVLAN（201ページの「ポートメンバー
に VLAN属性を設定する」を参照）などの他の機能と同一にはなれません。

◆エージング時間―ポートが VoIPトラフィックを受信しなくなった時にポートが Voice
VLAN から取り除かれるまでの時間です。( 範囲：10-10,000,000 秒；デフォルト：
86400 秒 )

◆トラフィッククラス―VoiceVLAN 上のトラフィックのサービス優先度を決定します。
VoiceVLAN 機能がポートで有効になると受信した全ての VoIP パケットの優先度は新
しい優先度に上書きされます。( 範囲：0-7；デフォルト：7)

(3) VoiceVLANを有効にする前にMSTPは無効にするか（150ページの「STAにグローバル設定を行う」を参照）、VoiceVLANのポー
トモードを自動または強制に設定しなければなりません。これは SpanningTree のイングレスフィルターがタグ付けされた
VoiceVLAN の VoIP トラフィックをドロップするのを防ぎます。



215



スイッチは各ポートに 8つのプライオリティキューを提供しています。これらのキュー
の使用方法については 52 ページの「IPv4アドレスの設定」をご参照ください。

ポート設定

◆モード―ポートをVoiceVLAN に追加するかどうかを指定します。(デフォルト：無効 )

nn 無効―該当ポートで VoiceVLAN機能は無効です。ポートは VoIPトラフィックを検
出せず、VoiceVLAN に追加されません。

nn 自動 (3)―ポートで VoIPトラフィックが検出されるとポートはタグ付きメンバーとし
てVoiceVLAN に追加されます。
VoIPトラフィックの検出方法をOUIまたは LLDP(802.1ab) いずれかもしくは両方か
ら選択しなければいけません。OUIを選択するときは、MACアドレス範囲をテレフォ
ニーOUIリスト(TelephonyOUIlist) 内に必ず設定してください。

nn 強制 (3)―選択したポートで VoiceVLAN 機能が有効です。

◆セキュリティ―VoiceVLANID にタグ付けされたポート上で受信した非 VoIP パケット
をディスカードするセキュリティフィルターを有効にします。
VoIPトラフィックはテレフォニーOUIリスト内に設定されたソースMACアドレスまた
はスイッチに接続されているVoIP デバイスを発見するために使用されるLLDPを通し
て識別されます。非VoIPソースから受信するパケットはドロップされます。(デフォルト：
無効 )

◆ディスカバープロトコル―ポート上の VoIPトラフィックを検出する方法を選択します。
(デフォルト：OUI)

nn OUI―VoIP デバイスからのトラフィックはソースMACアドレスのOUI によって検出
されます。OUI 番号は各通信機器メーカーに割り当てられている番号で、デバイス
のMACアドレスの最初の 24ビットを構成します。MACアドレスのOUI 番号はトラ
フィックがどの VoIP デバイスからの物かをスイッチが認識するためにテレフォニー
OUIリスト内に設定しなければなりません。

nn ポートに接続されているVoIP デバイスを発見するために LLDP(802.1ab) を使用し
ます。LLDP はシステムキャパビリティTLV 内の「テレフォンビットがオンになって
いるかどうかをチェックします。詳細は 287 ページの「LLDP(LinkLayerDiscovery
Protocol)」をご参照ください。

nn OUI	&	LLDP―ポート上の VoIPトラフィックを検出するのにOUI テーブルの参照と
LLDP の両方を使用します。

このオプションは検出モードが「自動」に設定している時のみ機能します。LLDPはディ
スカバープロトコルが「LLDP」または「OUI&LLDP」に設定される前に有効にし
なければいけません。ディスカバープロトコルを「OUI」から「LLDP」に変更する
と自動検出プロセスは再起動します。
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Webインターフェース
VoIPトラフィックを設定するには：

1.	詳細設定-VoiceVLAN-VoiceVLAN 設定と選択します。

2.	スイッチまたは指定のポートで VoIP 設定に必要な変更を設定します。

3.	「保存」をクリックします。

図	74：Voice	VLANのグローバル設定とポート設定

テレフォニー	OUI の設定

スイッチに接続されているVoIP デバイスを特定するために VoiceVLANOUIテーブルを
使用します。VoIP デバイスは受信パケットのソースMACアドレス内の製造者固有識別番
号 (OUI) で特定することができます。OUI 番号は各通信機器メーカーに割り当てられてい
る番号で、デバイスのMACアドレスの最初の 24ビットを構成します。VoIP 装置のMAC
OUI 番号はそれらのデバイスからのトラフィックが VoIPとして認識されるようにスイッチ
上に設定することができます。

MEMO
OUI テーブルを変更すると接続されているVoIP デバイスの自動検出プロセスは再起動します。

パス
詳細設定-VoiceVLAN–OUI
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パラメーター
以下のパラメーターが表示されます：

◆テレフォニー	OUI	―VoIP 装置を識別するために IEEE によりベンダーに割り当てられた
グローバルな固有の IDを指定します。OUI は 6 文字の長さで入力フォーマットは 16
進数で表されるxx-xx-xxでなければなりません。

◆詳細―VoIP サービスを識別するユーザー定義のテキストです。

Webインターフェース
VoIP 装置にMACOUI 番号を設定するには：

1.	詳細設定-VoiceVLAN–OUIとクリックします。

2.	「追加」をクリックします。

3.	ネットワーク内で VoIP デバイスのOUI を指定するMACアドレスを入力し、そのデバ
イスの詳細を入力します。

4.	「保存」をクリックします。

図 75：OUIテレフォニーリストの設定

インターネットへアクセスするすべてのスイッチまたはルーターは、同じクラス内のパケッ
トへ同じ転送方式を提供するため、クラス情報を基にしています。クラス情報はエンドホ
スト、またはパス上にあるスイッチやルーターによって割り当てることが可能です。プラ
イオリティはジェネラルポリシーまたはパケットの詳細調査に基づいて割り当てることがで
きます。ただし、コアのスイッチやルーターに過剰な負荷がかからないよう、パケットの
詳細調査はネットワークの終端部に近い場所で行われることが推奨されます。

QoS
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パス上にあるスイッチやルーターはクラス情報を使用することにより、他のトラフィック
クラスに割り当てられているリソースを優先することができます。個別のデバイスがトラ
フィックを扱う方法をper-hopbehaviorと呼びます。パス上のすべてのデバイスは一貫
性のあるエンドツーエンドのQualityofService(QoS)ソリューションを実現するため、一
貫性をもった設定がなされることが必要です。

この章では、トラフィックの混雑によりスイッチ内でトラフィックのバッファが発生した場合、
どのパケットがより大きな優先権をもつかを指定する方法を説明します。本スイッチは各
ポートに対し４つのプライオリティキューを提供します。ポートの高優先度キュー内のデー
タパケットはより低い優先度のキューをもつものより先に送信されます。各インターフェー
スへデフォルト優先度、キューイングモード、キューウェイトを設定できます。

本スイッチでは、Qos 分類基準およびサービスポリシーを設定することも可能です。per
hop ベースでの特定のトラフィックタイプの要件を満たすため、本スイッチのリソースを
優先することが可能です。各パケットは、イーサネットタイプ、VLANID、TCP/UDP ポート、
DSCP,Tos、またはパケット内のVLAN優先タグをベースとして、ネットワークへのエントリー
時に分類されます。設定したネットワークポリシーに基づき、異なる種類のトラフィックを
異なる種類の転送へマークすることができます。

ポート分類の設定

QoS 受信ポート設定画面を使用し、デフォルトトラフィッククラス、DPレベル（IEEE
802.1p）、ユーザプライオリティ、dropeligibleindicator、タグフレームに対する分類モー
ド、DSCP ベースのQos 分類などの、ポートに対する基本的なQos パラメーターの設定
を行います。

パス
詳細設定　-　Qos　-　Qos ポート分類設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Qos 受信ポート設定

◆ポート―ポートIDです。

◆QoSクラス―デフォルトQosクラス（他のいかなる方法にも分類されていないフレー
ムに対するQoSクラス）を制御します。QoSクラス、キューおよびプライオリティ間で
1対 1のマッピングが行われます。0のQoSクラスが最も低いプライオリティです。（範
囲：0-7；初期値：0）
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◆DPレベル―他のいかなる方法にも分類されていないフレームに対するデフォルトの
ドロッププライオリティを制御します。（範囲：0-1；初期値：0）

◆PCP―タグ付けされていないフレームに対するデフォルトのプライオリティコードポイ
ント（またはユーザプライオリティ）を制御します。（範囲：0-7；初期値：0）

◆DEI―タグ付けされていないフレームに対するデフォルトのドロップエリジブルイン
ディケーター（DropEligibleIndicator）を制御します。（範囲：0-1；初期値：0）

◆タグクラス―本ポート上のタグ付けされたフレームに対する分類モードを表示します。

nn 無効―タグ付けされたフレームに対し、デフォルトのQoSクラスとDPレベルを使
用します。

nn 有効―タグ付けされたフレームに対し、マッピングされた PCPとDEI のバージョン
を使用します。

モードをクリックしてモード [and/or] マッピングを設定します。

◆DSCP	Based―クリックしてDSCPベースQoS受信ポート設定（231ページ参照）を有効
にします。

QoS 受信ポートタグクラス（QoSIngressPortTagClassification）

◆タグ設定―本ポート上のタグ付けされたフレームに対するクラスモードを設定します。

nn 無効―タグ付けされたフレームに対し、デフォルトのQoSクラスとDPレベルを使
用します。

nn 有効―タグ付けされたフレームに対し、マッピングされた PCPとDEI のバージョン
を使用します。

◆PCP/DEI―タグクラスが有効になっている場合、クラス（PCP,DEI）から (QoSクラス ,
DPレベル ) の値に対するマッピングオプションを表示します。

◆QoSクラス―タグクラスが有効になっている場合、クラス（PCP,DEI）からQoSクラ
ス値に対するマッピングを制御します。（範囲：0-7；初期値：0）

◆DPレベル―タグクラスが有効になっている場合、クラス（PCP,DEI）からDPレベル
（DropPrecedence）値に対するマッピングを制御します。（範囲：0-1；初期値：0）
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Webインターフェース
ポートに対する基本的なQoS パラメーターを設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　QoS ポート分類設定をクリックします。

2.	任意の受信ポートQoS 分類パラメーターを設定します。

3.	保存をクリックします。

図 76：QoS 受信ポートの設定

タグ付きフレームに対するタグクラスを設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　QoS ポート分類設定の順にクリックします。

2.	タグクラスフィールドに表示される値をクリックします。

3.	タグ付きフレームに対し、タグクラスモードを「無効」に設定してデフォルトのQoSク
ラスとDPレベルを使用するか、または「有効」に設定してマッピングされた PCPと
DEI のバージョンを使用します。

4.	保存をクリックします。



221



図 77：受信ポートタグクラスの設定

ポートポリシーの設定

QoS 受信ポートポリサー画面を使用し、受信キューへ入ってくるフレームの帯域幅を制
限します。本機能によりネットワークマネージャーがポート上の受信トラフィックの最大
レートを制御することを可能にします。ポートポリシーをネットワーク末端にあるインター
フェースに設定することで、ネットワーク内へ入ってくるトラフィックを制限します。許容可
能量を超えたパケットは破棄されます。

ポートポリシーは個別のポートへ適用することが出来ます。本機能がポートへ設定される
と、トラフィックレートがハードウェアにより監視され、適合性がチェックされます。適合
しないトラフィックは破棄され、適合するトラフィックは内容が変更されることなしに転送
されます。

パス
詳細設定　-　QoS　-　ポートポリシー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート ID。

◆有効―ポート上のポートポリシーを有効または無効にします。

◆レート―ポートに対し、受信キューに入ってくるフレームの最大レートを制御します。
（範囲：100-1,000,000kbps/fps,1-3.300Mbps/kfps；　初期値：（すべての単位に対
し）500）
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◆単位―ポリサーレートで使用する単位を kbps,Mbps,fps,kfps から選択します。初期
値は kbpsです。

◆フローコントロール―フローコントロールが有効で、かつポートがフローコントロール
モードの場合、フレームを破棄する代わりにポーズフレームが送信されます。

Webインターフェース
受信ポートポリシーを設定します。

1.	 詳細設定　-　QoS　-　ポートポリシーの順にクリックします。

2.	任意のポートに対し必要に応じてポートポリシーを有効化し、最大受信レートおよび単
位を設定し、必要な場合はフローコントロールを有効にします。

3.	保存をクリックします。

図 78：受信ポートポリシーの設定

送信ポートスケジューラーの設定

QoS 送信ポートスケジュール設定画面を使用し、キューモードやウェイトを含むQoS 送
信ポートスケジューラーの概要を表示します。ポートフィールドの任意のエントリーをク
リックして送信キューモード、キューシェーパー（帯域幅を超過するレートとアクセス）、ポー
トシェーパーを設定します。

パス
詳細設定　-　QoS　-　ポートスケジュール
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パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

表示されるQoS 送信ポートスケジューラー

◆ポート（Port）―ポート IDです。

◆モード（Mode）―本ポートに対するスケジュールを表示します。

◆ウェイト（Weight）―ポートが使用する各送信キューのウェイトを表示します。

QoS 送信ポートスケジューラー、キュースケジューラーおよびポートシェーパーの設定

◆スケジュールモード―本スイッチでは、より低い優先度のキューがサービスされる前
により高い優先度のキューを処理するようすべてのトラフィックに要求する厳格なルール
（strictrule）をベースにしてキューをサービスするように設定するか、または、各キュー
に対してスケジュールウェイトを指定するDeficitWeightedRound-Robin(DWRR)
キューイングを設定することが可能です。（オプション：strict、ウェイト；　初期値：
strict）

DWRR はWRRと似た方法でキューをサービスしますが、次のキューがサービスされる
のはキューのDeficitCounter が転送パケットサイズよりも小さくなった時のみです。

ウェイトスケジュールは、キュー 0-6 に対するウェイトサービスの組み合わせ、および
高優先度 7と8へのストリクトサービスを使用します。

◆キューシェーパー―本ポート上の本キューに対するキューシェーピングを有効にするか
どうかを設定します。

nn 有効―キューシェーピングを有効または無効にします。（初期値：無効）

nn レート―キューシェーパーのレートを設定します。初期値は 500です。この値は
100-1000000kbps、または 1-3300Mbps に制限されています。

nn 単位―キューシェーパーレートで使用する単位をkbpsまたはMbpsから選択します。
（初期値：kbps）

nn 超過―超過帯域幅の使用をキューに対して許可するかどうかを選択します。（初期
値：無効）

◆キュースケジューラー―スケジュールモードが「ウェイト」に設定されている場合、各
キューに対して相対的なウェイトを指定する必要があります。DWRR は既定の相対ウェ
イトを各キューに使用することで、スイッチが次のキューへ移る前に各キューをサービ
スするサービスタイムのパーセントを決定します。これにより、厳格なプライオリティ
キューイングで発生するhead-of-lineblockingを回避します。
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nn ウェイト―各キュー（および該当する各トラフィックプライオリティ）へ割り当てるウェ
イトです。このウェイトは各キューがサービスされるための問い合わせ頻度を設定
するため、本設定によって、特定のプライオリティ値が割り当てられたソフトウェア
アプリケーションに対するレスポンス時間が影響を受けます。（範囲：1-100；　初
期値：17）

nn パーセント―本キューに対するウェイトをパーセントで指定します。

◆ポートシェーパー―本キューを送信するトラフィックのレートを設定します。

nn 有効―ポートシェーピングを有効または無効にします。（初期値：無効）

nn レート―ポートシェーパーのレートを設定します。初期値は 500です。この値は
100-1000000kbps、または 1-3300Mbps に制限されています。

nn 単位―ポートシェーパーレートで使用する単位をkbpsまたはMbpsから選択します。
（初期値：kbps）

Webインターフェース
送信ポートで使用されるキューモードおよびウェイトの概要を表示します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　ポートスケジュールの順にクリックします。

2.	ポートフィールド下にある任意のエントリーをクリックしてポートスケジューラーおよび
シェーパーを設定します。

図 79：送信ポートスケジュールの表示

送信ポートで使用されるスケジュールモード、送信キューモード、キューシェーパー、お
よびポートシェーパーを設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　ポートスケジュールの順にクリックします。

2.	ポートフィールドの任意のエントリーをクリックします。
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3.	スケジュールモード、キューシェーパー、キュースケジューラー（スケジュールモードの
「ウェイト」設定時）、およびポートシェーパーを設定します。

4.	 保存をクリックします。

図 80：	送信ポートスケジュールおよびシェーパーの設定

送信ポートシェーピングの設定

QoS 送信ポートシェーパー画面を使用し、各キューおよびポートに対するレートを含む
QoS 送信ポートシェーパーの概要を表示します。ポートフィールドの任意のエントリーを
クリックして、送信キューモード、キューシェーパー（帯域幅を超過するレートとアクセス）、
ポートシェーパーを設定します。

パス
詳細設定　-　QoS　-　ポートシェーピング

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。
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表示されるQoS 送信ポートスケジューラー

◆ポート―ポート IDです。

◆シェーパー―キューシェーパーレートおよびポートシェーパーレートを表示します。

QoS 送信ポートスケジューラー、キュースケジューラー、ポートシェーパーの設定

本設定画面はポートスケジューラーまたはポートシェーパー画面からアクセス可能です。
「送信ポートスケジューラー」以下にある各パラメーターの説明を参照します。

Webインターフェース
各キューおよびポートに対するレートの概要を表示します。

1.	詳細設定　＞　QoS　＞　ポートシェーピングの順にクリックします。

2.	ポートフィールドの任意のエントリーをクリックして、ポートスケジューラーおよびシェー
パーを設定します。

図 81：送信ポートシェーパーの表示

ポート設定モードの設定

QoS 送信ポートタグ設定画面を使用し、QoS 送信ポートタグ設定モードの概要を表示し
ます。ポートフィールドの任意のエントリーをクリックして、分類された PCP/DEI 値、デフォ
ルトの PCP/DEI 値、またはマッピングされたQoSクラスおよびドロッププライオリティの
バージョンを使用した設定モードの設定を行います。

パス
詳細設定　-　QoS　-　タグポート

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。
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表示されるポート設定モード

◆ポート―ポート IDです。

◆モード―本ポートに対するタグ設定モードを表示します。

nn 分類したPCP/DEI 値を使用―分類した PCP（PriorityCodePointまたは User
Priority）およびDEI（DropEligibleIndicator）値を使用します。

nn 初期設定―デフォルトの PCP/DEI 値を使用します。

nn マッピング設定値で制御―マッピングされたQoSクラスおよびドロップ優先レベル
（dropprecedencelevel）のバージョンを使用します。

ポート設定モードの設定

◆タグ設定モード―本ポートで使用するタグ設定モードを設定します。

nn 分類したPCP/DEI 値を使用―分類した PCP/DEI 値を使用します。

nn 初期設定―デフォルトの PCP/DEI 値を使用します。（範囲：PCP0-7,初期値：0；
　DEI0-1,初期値：0）

nn マッピング設定値で制御―分類したQoSクラス値およびDPレベル（drop
precedence）の PCP/DEI 値へのマッピングを設定します。

nn QoSクラス /DPレベル―QoSクラス値およびDPレベル（dropprecedence）
に対するマッピングオプションを表示します。

nn PCP―特定のプライオリティコードポイント（またはユーザプライオリティ）値
にマッチさせる送信フレームについてコメントします。（範囲：0-7；　初期値：0）

nn DEI―特定の DropEligibleIndicator にマッチさせる送信フレームについてコメ
ントします。（範囲：0-1；　初期値：0）

Webインターフェース
各ポートに使用するQoS 送信ポートタグ設定モードを表示します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　タグポートの順にクリックします。

2.	ポートフィールドの任意のエントリーをクリックして、ポートタグ設定モードを設定しま
す。
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図 82：ポートタグ設定モードの表示

タグ設定モードを設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　タグポートの順にクリックします。

2.	ポートフィールドの任意のエントリーをクリックします。

3.	タグ設定モードおよび任意のパラメーターを選択したモードで設定します。

4.	保存をクリックします。
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図 83：ポートタグ設定モードの設定
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ポートDSCP 変換および書き換えの設定

QoS ポートDSCP 設定画面を使用し、受信ポート変換および分類設定とDSCP 値の送信
ポート書き換えについての設定を行います。

パス
詳細設定　-　QoS　-　DSCP ポート

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆ポート―ポート IDです。

◆受信ポート変換―特定の分類方法に基づくDSCP 値の受信ポート変換を有効にしま
す。

◆受信ポート設定―分類方法を指定します。

nn 無効―受信 DSCP 分類が行われません。

nn DSCP=0―受信 DSCP が 0の場合に分類します。

nn 選択―DSCP 変換テーブル（232 ページ参照）で分類が有効になっている限られ
たDSCP のみを分類します。

nn All―すべてのDSCPを分類します。

◆送信ポート書き換え―ポート送信によるDSCP 値の書き換えを設定します。

nn 無効―送信ポート書き換えが行われません。

nn 有効―再マッピングなしで送信ポート書き換えが行われます。

nn 再マッピングDP	Aware―DSCPをもつアナライザーからのフレームが再マッピン
グされ、再マッピングされたDSCP 値によって設定されます。フレームのDPレベ
ルに応じ、再マッピングされたDSCP 値が DSCP 変換テーブル、送信再マッピング
DP0、DP1フィールドのいずれかから取得されます（232 ページ参照）。

nn 再マッピングDP	Unaware―DSCPをもつアナライザーからのフレームが再マッピ
ングされ、再マッピングされたDSCP 値によって設定されます。再マッピングされ
たDSCP 値は常にDSCP 変換テーブル、送信再マッピングDP0フィールドから取得
されます（232 ページ参照）。

Webインターフェース
DSCP 値の受信ポート変換と分類設定、および送信ポート書き換えについて設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　DSCP ポートの順にクリックします。

2.	必要な受信ポート変換および送信ポート書き換えパラメーターを設定します。
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3.	保存をクリックします。

図 84：ポートDSCP 変換と書き換えの設定

DSCPベースQoS 受信分類の設定

DSCP ベースQoS 設定画面を使用し、DSCP ベースQoS 受信分類設定を行います。

パス
詳細設定　-　QoS　-　DSCP ベースQoS

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆DSCP―受信パケット内のDSCP 値です。（範囲：0-63）

◆信頼―特定の DSCP 値を信頼するかどうかを設定します。信頼されたDSCP 値をも
つフレームのみが特定のQoSクラスとドロップレベル（DPL）へマッピングされます。
信頼されていないDSCP 値をもつフレームは non-IPフレームとして処理されます。

◆QoSクラス―対応するDSCP 値が受信プロセスに分類されるQoS 値です。（範囲：
0-7；　初期値：0）

◆DPL―対応するDSCP 値が受信プロセス（ingressprocessing）に分類されるドロッ
プ優先レベル（DropPrecedenceLevel）です。（範囲：0-1,1 がドロップ優先度高；
初期値：0）

Webインターフェース
DSCP ベースQoS 受信設定を設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　DSCP ベースQoS

2.	DSCP 値を信頼するかどうかを指定し、対応するQoS 値や DPレベル（受信プロセス
に使用）を設定します。
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3.	保存をクリックします。

図 85：	DSCP ベールQoS 受信設定の設定

DSCP 変換の設定

DSCP 変換画面を使用し、受信トラフィックに対するDSCP 変換、または送信トラフィック
に対するDSCP 書き換えを設定します。

パス
詳細設定　-　QoS　-　DSCP 変換

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆DSCP―DSCP 値です。（範囲：0-63）

◆受信ポート変換―特定の分類方法に基づいたDSCP 値の受信変換を有効にします。
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◆受信ポート選択―QoS ポートDSCP 設定テーブルでの定義と同様に受信側での選択
を有効にします（230 ページ参照）。

◆送信ポート再マッピングDP0―DP0フィールドを、選択したDSCP 値へ再マッピング
します。DP0 は低優先度のドロッププライオリティを意味します。

◆送信ポート再マッピングDP1―DP1フィールドを、選択したDSCP 値へ再マッピング
します。DP1 は高優先度のドロッププライオリティを意味します。

Webインターフェース
DCSP 変換や再マッピングを設定します。

1.	詳細設定　-　QoS　-　DSCP 変換の順にクリックします。

2.	必要な受信ポート変換と送信ポート再マッピングパラメーターを設定します。

3.	保存をクリックします。

図 86：	DSCP 変換および再マッピングの設定
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DSCP 分類の設定

DSCP 分類設定画面を使用し、DSCP 値をQoSクラスおよびドロップ優先レベルへマッピ
ングします。

パス
詳細設定　-　QoS　-　DSCP 分類設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

◆QoSクラス /DPL―QoSクラス値およびDPレベルに対するマッピングオプションを表
示します。

◆DSCP―DSCP 値です。（範囲：0-63）

Webインターフェース
DSCP 値をQoSクラスおよびドロップ優先レベルへマッピングします。

1.	詳細設定　-　QoS　-　DSCP 分類設定の順にクリックします。

2.	主要なDSCP 値を、対応するQoSクラスやドロップ優先レベルへマッピングします。

3.	保存をクリックします。
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図 87：DSCPの QoS/DPL 値へのマッピング

QoSコントロールリスト

QoSコントロールリスト設定画面を使用し、イーサネットタイプ、VLANID、TCP/UDP
port、DSCP、ToS、VLANプライオリティタグに基づいた、受信パケットの取り扱いに関
するQualityofService ポリシーを設定します。

一度QCE がポートにマッピングされると、QoSコントロールリスト内の最初のエントリー
にマッチするトラフィックが、同エントリーにて定義されたQoSクラス、ドロップ優先レ
ベル（dropprecedencelevel）、DSCP 値へ割り当てられます。いずれのQCE にもマッ
チしないトラフィックは、ポートのデフォルトQoSクラスへ分類されます。

パス
詳細設定　-　QoS　-　QoSコントロールリスト

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。
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QoSコントロールリスト

◆QCE―QualityControlEntry のインデックスです。

◆ポート―ポート IDです。

◆フレームタイプ―受信フレームを探すフレームのタイプを指定します。選択可能なフ
レームタイプは次の通りです。：すべて、イーサネット、LLC、SNAP、IPv4、IPv6

◆SMAC―ソース側のMACアドレスです。

◆DMAC―送信先のMACアドレスです。

◆VID―VLANIDです。

◆アクション―受信するフレームタイプが合致したときに行うアクションを表示します。

nn クラス―フレームがQCE にマッチした場合、クラスに一致したキューが入ります。

nn DPL―優先度レベルが特定の値に設定されます。

nn DSCP―DSCP 値が特定の値に設定されます。

表 11：ボタンの説明
ボタン 説明

新しいQCE 設定を上に追加します。

QCE 設定を編集します。

QCE 設定を上へ動かします。

QCE 設定を下へ動かします。

QCE 設定を消去します。

新しいQCE 設定を下に追加します。

◆ポートメンバー―QCE 設定を適用するポートメンバーを選択します。

◆タグ―VLANタグの設定を行います。(Any、タグ無し、タグ付き )

◆VID―VLAN 設定を行います。(Any、詳細設定 (1-4095)、範囲 )

◆PCP―PriorityCodePoint(PCP) の設定を行います。(Any,0,1,2,3,4,5,6,7,0-1,2-3,4-5,6-
7,0-3,4-7初期値：0)

◆DEI―DropEligibleIndicator(DEI) の設定を行います。(Any,0,1)
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◆SMAC―ソース側のMACアドレスの設定を行います。(Any,Specific)

◆DMAC	Type―送信先のMACアドレスの設定を行います。(Any,UC(Unicast),MC(Mul
ticast),BC(Broadcast))

◆Frame	Type	―フレームタイプの設定を行います。

nn Any―全タイプのフレームを許可します。

nn Ethernet―イーサネットⅡフォーマットパケットをフィルターします。(MACパラメー
タオプション：Any,詳細設定600-FFFF初期値：FFFF)

nn LLC―LinkLogicalControl 設定を行います。

nn SSAP	Address	―ソースサービスアクセスポイントのアドレス設定を行います。
(Any,Specific(0x00-0xff)初期値：0xff)

nn DSAP	Address―送信先サービスアクセスポイントのアドレス設定を行います。
(Any,Specific(0x00-0xff)初期値：0xff)

nn Control―LLCフレームタイプに対してコマンドやシーケンス情報を含むか制御
をするアドレスの設定を行います。(Any,Specific(0x00-0xff)初期値：0xff)

nn SNAP―OUIとプロトコル IDを区別するSubNetworkAccessProtocol の設定を行
います。

nn PID―PID の設定を行います。(Any, 詳細設定初期値：Any)

nn IPv4―IPv4フレームタイプの設定を行います。

nn Protocol―プロトコルタイプを設定します。(Any,UDP,TCP, 他 (0-255)初期値：
Any)

nn ソース IP―ソースの IPアドレスを設定します。(Any,Specific初期値：Any)

nn IP	Fragment―フラグメントパケットの受信設定を行います。(Any,Yes,No初期
値：Any)

nn DSCP―Diffservコードポイント値の設定を行います。(Any,specific(0-
63,BE,CS1-CS7,EF,AF11-AF43),Range　初期値：Any)

nn IPv6―IPv6フレームタイプの設定を行います。

nn Protocol―プロトコルタイプを設定します。(Any,UDP,TCP, 他 (0-255)初期値：
Any)

nn ソース IP(32	LSB)	―ソースの IPアドレスを設定します。(Any,Specific初期値：
Any)

nn DSCP―Diffservコードポイント値の設定を行います。(Any,specific(0-
63,BE,CS1-CS7,EF,AF11-AF43),Range　初期値：Any)
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◆アクションパラメータ―受信するフレームタイプが合致したときに行うアクションの設
定を行います。

◆class―フレームがQCE にマッチした場合、キューがQoSクラスに対応するか、基本
分類ルールに従ってキューが設定されます。(Default,0-7初期値：Default)

◆DPL―優先度レベルが特定の値に設定されるか、または設定がそのまま残ります。
(Default,0-1初期値：Default)

◆DSCP―DSCP 値が特定の値に設定されるか、または設定がそのまま残ります。
(0-63,BE,CS1-CS7,Default初期値：Default)

ウェブインターフェース

1.	詳細設定-QoS-QoSコントロールリストをクリックします。

2.	 ボタンをクリックし、QCEを追加します。

3.	設定が完了したら、保存をクリックします。

図	88：QCE 設定
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Stormコントロール設定

ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストのパケット制限を設けるための、トラフィッ
クストームを制御する設定を行います。トラフィックストームの設定では、ブロードキャス
ト、マルチキャスト、ユニキャストのトラフィックに閾値を設定することが出来ます。閾値
以上のパケットを落とすことで、動作性能の低下を防ぐことが出来ます。

パス
詳細設定-QoS-Stormコントロール

◆フレームタイプ―ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストを選択できます。

◆有効―ストーム制御を行うパケットにチェックを入れます。

◆レート(pps)―閾値を設定します。(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1K,2K,4K,8K,16K,32K
,64K,128K,256K,512K,1024K,2048K,4096K,8192K,16384K,32768K初期値：1)

ウェブインターフェース

1.	詳細設定-QoS-Stormコントロールをクリックします。

2.	ストーム制御を有効にしたいフレームタイプを選択し、レートを設定します。

3.	設定が完了したら、保存をクリックします。

図	89：ストーム制御設定
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ソースポートとターゲットポートへ流れるトラフィックを解析することが出来るミラーリング
とRSPANの設定を行います。
スイッチを跨いだミラーリング&RSPAN 設定を行うことが出来ます。

パス
基本 /詳細設定-ミラーリング&RSPAN

設定上の注意
アクセスコントロールリストとミラーリング&RSPAN の設定は独立しています。ミラーリン
グ&RSPANを有効にした場合、112ページの「アクセスコントロールリストでトラフィックを
フィルタリングする」や 116 ページの「アクセスコントロールリストの設定」で紹介したアク
セスコントロールの設定より優先されます。

◆セッション番号―ミラーリングセッション番号です。本製品では 1のみ選択できます。

◆モード―ミラーリング&RSPAN の有効 /無効が選択できます。( 初期値：無効 )

◆タイプ―ミラーリングのタイプを選択します。(ミラー、ソース、中継、目的地初期値：
ソース )

◆VLAN	ID―タイプにミラー以外を選択した場合、VLANIDを設定します。( 初期値：
200)

◆リフレクタポート―タイプにソースを選択した場合、ポート番号を選択します。

◆ポート	―ポート番号です。

◆ソース	―リフレクタポートによるパケットの種類を選択します。( 無効 , 受信と送信 , 受
信のみ , 送信のみ初期値：無効 )
◆中継―中継するポートを選択します。

◆目的地―パケットを送信するポートを選択します。

ウェブインターフェース

1.	基本 /詳細設定-ミラーリング&RSPANをクリックします。

2.	モードを有効にします。

3.	タイプを選択します。

ミラーリング	&	RSPAN 設定
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4.	タイプにミラー以外を選択した場合、VLANIDを設定します。

5.	タイプにソースを選択した場合、リフレクタポートを選択します。

6.	ソース、中継、目的地をそれぞれ設定し、保存をクリックします。

図 90：ミラーリング	&	RSPAN 設定
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UpnP の設定を行います。

パス
詳細設定-UPnP

◆モード―UPnP の有効 / 無効を設定します。( 初期値：無効 )

◆TTL―スイッチから送信されるUPnPメッセージの TimeToLive(TTL) の値を設定しま
す。( 範囲：4-255初期値：4)

◆SSDP 受信間隔―SimpleServiceDiscoverProtocol(SSDP) パケットの受信間隔の時
間を設定します。( 範囲：100-86400 秒初期値：100 秒 )

ウェブインターフェース

1.	詳細設定-UPnPをクリックします。

2.	UPnPを有効にし、TTLとSSDP 受信間隔を設定します。

3.	保存をクリックします。

図 91：UPnP 設定

UPnP 設定
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◆定期的にトラフィックの流れをサンプリングします。

◆トラフィック混雑状態をリアルタイムで管理することが出来ます。

◆許可されてないネットワークアクセスを特定することが出来ます。

パス
詳細設定-sFlow

受信設定

◆オーナー―現在のオーナーのステータスが表示されます。

nn none―オーナーがアクセスしていない状態です。

nn Configured	through	local	management―オーナーがWebを通してアクセスして
いる状態です。

nn リリースボタンを押すと、オーナーは解放され、sFlow サンプリングは無効にな
ります。

nn IPアドレス /Hostname―IPアドレスまたはホスト名を入力します。

nn UDPポート―UDP ポート番号を入力します。( 範囲：0-65534初期値：6343)

nn タイムアウト―タイムアウト時間を入力します。( 範囲：0-9999999 秒0 はタイムア
ウトしません。)

nn 最大データグラムサイズ―sFlow の最大データグラムサイズを入力します。( 範囲：
200-1468 バイト初期値：1400 バイト)

ポート設定

◆ポート―ポート番号です。

◆フローサンプラー

nn 有効―フローサンプラーを有効にするポートを選択します。

nn サンプリングレート―サンプリングレートを入力します。( 範囲：1-4096 パケット0
はサンプリングしません。初期値：無効 )

nn 最大ヘッダー数―sFlow のデータグラムヘッダーの最大値を入力します。( 範囲：
14-200 バイト初期値：128 バイト)

sFlow 設定
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◆ポーリング

nn 有効―ポーリングを有効にします。

nn 間隔―ポーリング間隔の時間を入力します。( 範囲：0-3600 秒初期値：無効 )

ウェブインターフェース

1.	詳細設定-sFlow

2.	sFlow の対象となるデバイスの IPアドレス /Hostname、UDP ポート、タイムアウト、
最大データグラムサイズを設定します。

3.	フローサンプラーを有効にし、サンプリングレートと最大ヘッダー数を設定します。

4.	一定間隔でチェックを行う場合、ポーリングカウンタを有効にし、時間間隔を設定し保
存をクリックします。

図 92：sFlow 設定
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5	 モニタリング
システム情報

デバイスのシステム情報を表示します。

パス
モニタリング-システム-システム情報

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-システム-システム情報をクリックします。

図 93：システム情報

CPU負荷

デバイスの CPUの負荷情報をグラフで表示します。

パス
モニタリング-システム-CPU負荷

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-システム-CPU負荷をクリックします。
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図 94：CPU負荷

システムログ

システムのログ情報を表示します。

パス
モニタリング-システム-システムログ

◆レベル―システムログに表示するログレベルを設定します。( 情報、警告、エラー、
全情報 )

nn レベルクリア―システムログからクリアするログレベルを設定します。( 情報、警
告、エラー、全情報初期値：全情報 )

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-システム-システム情報をクリックします。

2.	ログを更新する場合、更新をクリックします。

3.	ログをクリアする場合、レベルクリアでクリアするレベルを選択し、クリアをクリックし
ます。
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図 95：システム情報

システムログ詳細

システムログから、番号ごとにログ情報を表示します。

パス
モニタリング-システム-システムログ詳細

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-システム-システムログ詳細をクリックします。

2.	ログ IDを入力し、更新をクリックします。

図 96：システムログ詳細情報
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熱保護

各ポートの状態と温度を表示します。

パス
モニタリング-熱保護

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-熱保護をクリックします。

	図	97：熱保護

ポートステータス

各ポートのリンクアップステータスを表示します。

パス
モニタリング-ポート-ステータス

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-ポート-ステータスをクリックします。

図 98：ポートステータス
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トラフィック統計

各ポート毎の、トラフィック量の統計データを表示します。

パス
モニタリング-ポートートラフィック統計

◆ポート―各ポート番号を示しています。

◆パケット

nn 受信―受信パケットデータの合計を示しています。

nn 送信―送信パケットデータの合計を示しています。
◆バイト

nn 受信―受信バイトデータの合計を示しています。

nn 送信―送信バイトデータの合計を示しています。

◆エラー

nn 受信―受信エラーパケットの合計を示しています。

nn 送信―送信エラーパケットの合計を示しています。

◆ドロップ

nn 受信―受信ドロップパケットの合計を示しています。

nn 送信―送信ドロップパケットの合計を示しています。

◆フィルター

nn 受信―受信フィルターパケットの合計を示しています。

nn 送信―送信フィルターパケットの合計を示しています。

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-ポートートラフィック統計をクリックします。
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図 99：ポート	ステータス統計

QoS 統計

各ポート毎の、QoS によるキューカウンタのパケット統計データを表示します。

パス
モニタリング-ポート-QoS 統計

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-ポート-QoS 統計をクリックします。

2.	各ポートのキューカウンタを見る場合、ポート番号をクリックします。

図 100：QoS 統計
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QCLステータス

QoS のコントロールリストを表示します。

パス

◆モニタリング―ポート-QCLステータス

◆ユーザ―固定 IP 登録デバイス同士による競合状態や、ソフトウェアモジュールの情報
が表示されます。

◆QCE#―QoSControlEntry(QCE) の index 番号を表示します。

◆フレームタイプ	―フレームタイプを表示します。(Any,Ethernet,LLC,SNAP,IPv4,IPv6)

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆アクション

nn クラス―QCE に合致した場合、特定のQoSクラスキューを置き換えます。

nn DPL―DropPrecedeceLevel(DPL) が特定の値に設定されます。

nn DSCP―DSCP が特定の値に設定されます。

nn 競合―QCE のステータスを表示します。競合が生じている場合に Yesと表示され
ます。

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-ポート-QCLステータスをクリックします。
2.	リストからユーザを選択し、表示させる情報を選択します。

3.	もし競合が生じている場合、" 競合の解決 " ボタンをクリックすることで、競合が解消
されます。

図 101：QoSコントロールリストステータス
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統計データ詳細

各ポート毎の負荷状態など、ネットワークトラフィックの詳細情報を表示します。統計デー
タは、システムリブート後からの情報となります。統計データは 60 秒毎に更新されます。

パス
モニタリング-ポート-統計データ詳細

◆トータル受信パケット/送信パケット

nn 受信パケット/送信パケット―送受信したパケットデータ数を表示します。

nn 受信オクテット/送信オクテット―送受信したバイトデータ数を表示します。

nn 受信ユニキャスト/送信ユニキャスト―送受信したユニキャストデータ数を表示します。

nn 受信マルチキャスト/送信マルチキャスト―送受信したマルチキャストデータ数を表
示します。

nn 受信ブロードキャスト/送信ブロードキャスト	―送受信したブロードキャストデータ
数を表示します。

nn 受信ポーズ /送信ポーズ―ポーズフレームを送受信した回数を表示します。

◆受信カウンタサイズ /送信カウンタサイズ―入力パケットサイズと出力パケットサイズ
の統計データを、フレームサイズ別で表示します。

◆キューカウンタの受信 /キューカウンタの送信―入力キューと出力キューの統計データ
を表示します。

◆受信エラーカウンタ

nn 受信ドロップパケット―問題が無いパケットであるにも関わらず廃棄となったパケッ
ト統計データを表示します。バッファスペースを解放する場合などに、廃棄パケット
が生じます。

nn 受信 CRC/アラインメント―CRCまたはアラインメントエラーパケットを受信した統
計データを表示します。

nn 受信アンダーサイズ―64 オクテットより短いパケットの統計データを表示します。

nn 受信オーバーサイズ―最大フレーム長より長いパケットデータの統計データを表示
します。

nn 受信フラグ―64 オクテットより短いパケットで、FCSまたはアラインメントエラーを
含んでいるパケットの統計データを表示します。

nn 受信ジャバー―最大フレーム長より長いパケットで、FCSまたはアラインメントエ
ラーを含んでいるパケットの統計データを表示します。
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nn 受信フィルター―パケットフォワードの際にフィルターをかけたパケットの統計デー
タを表示します。

◆送信エラーカウンタ

nn 送信ドロップパケット―送信ドロップフレーム数の統計データを表示します。

nn 送信 ( 交換 / 衝突 )	―遅延または衝突による送信ドロップフレーム数の統計データ
を表示します。

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-ポート-統計データ詳細をクリックします。

図 102：ポート統計詳細 Part1
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管理やセキュリティ制御を目的としたパケットデータの統計情報を表示します。

アクセス管理統計

本製品の管理や設定を行うために送受信されたパケット統計データを表示します。

パス
モニタリング-セキュリティ-アクセス管理統計

◆インタフェース―ネットワークプロトコル別に表示されます。(プロトコル：
HTTP,HTTPS,SNMP)

◆受信パケット/許可パケット/拒否パケット―管理や設定のために受信、許可、拒否
したパケットデータの統計情報を表示します。

ウェブインターフェース

1.	モニタリング-セキュリティ-アクセス管理統計をクリックします。

図 103：アクセス管理統計

ポートセキュリティ

スイッチ
各ポート毎のセキュリティ設定情報やMACアドレス学習ステータスをユーザ別に表示し
ます。

パス
モニタリング-ネットワーク-ポートセキュリティ-スイッチ

セキュリティ
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ユーザーモジュールリスト

◆ユーザモジュール名―各セキュリティサービスの名称を表示します。
ステータス表示時の文字-ステータスに表示される際の文字を表しています。

ポートステータス

◆ポート―ポート番号です。ポート番号をクリックすると、各ポートのステータスが確認
できます。

◆ユーザ―ユーザモジュールのポートセキュリティが有効になっているかどうかを表示し
ます。"-" の場合、ユーザモジュールは無効になっています。

◆ステータス―現時点のポートステータスを表示しています。ステータス表示は 4種類
あります。

nn 無効―ユーザモジュールが使われておりません。

nn 準備完了―少なくとも１つのユーザモジュールが使用されています。

nn 制限の上限に到達しました―少なくとも1つのユーザモジュールが使用されていま
す。また、これ以上MACアドレスの学習は出来ない状態となります。

nn Shutdown―ウェブ UIで制限設定を変更しない限り、これ以上のMACアドレス学
習はできません。

◆MACアドレスカウント―現在学習したMACアドレスを表示します。ユーザモジュール
が有効になっていない場合、"-" が表示されます。

ウェブインターフェース
1.	モニタリグ-セキュリティ-ネットワーク-ポートセキュリティ-スイッチをクリックしま
す。
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図 104：	ポートセキュリティスイッチステータス

ポート

各ポートのMACアドレス学習に関する情報を表示します。

パス
モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-ポートセキュリティ-ポート

◆MACアドレス―このポートで登録 /検出されたMACアドレスを表示します。

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆ステータス―MACアドレスをブロックしているかフォワードしているかを表示します。
ブロックされているMACアドレスはパケットの送受信を行うことが出来ません。

◆MACアドレス追加時間―MACアドレスが追加された日時が表示されます。

◆エージング /ホールド―ブロックされたMACアドレスは、ホールド時間が経過するま
でブロックされます。全てのMACアドレスのフォワードが許可され、エージングが有
効に設定されている場合、ポートを定期的に監視します。フレームが送受信されてい
ない場合、MACテーブルからMACアドレスが除外されるか、新しくエージングが始
まります。エージングが無効に設定されている場合、"-" が表示されます。
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-ポートセキュリティ-ポートをクリックしま
す。

図 105：ポートセキュリティ設定

ネットワークアクセスサーバ設定

各ポートの 802.1x のステータス、認証が行われたポートの IDやソース情報を表示します。

スイッチ
パス
モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-ネットワークアクセスサーバ設定-スイッチ

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆Adminステータス―各ポートの権限情報を表示します。設定に関しては、101ページのネッ
トワークアクセスサーバ設定をご覧ください。

◆ポートステータス―各ポートのステータスを表示します。設定に関しては、101ページの
ネットワークアクセスサーバ設定をご覧ください。

◆ラストソース―EAP 認証またはMACベース認証を行った最新のMACアドレス情報を
表示します。

◆ラストID―EAP 認証またはMACベース認証を行った最新のユーザ名情報を表示しま
す。

◆QoSクラス―101 ページのネットワークアクセスサーバ設定に記載している、RADIUS-
AssignedQoSが割り当てられている場合に表示されます。割り当てられていない場合、
空白となります。

◆ポートVLAN	ID―ポートの VLANID が表示されます。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-ネットワークアクセスサーバ設定-スイッチ
をクリックします。
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ポート
パス
モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-ネットワークアクセスサーバ設定-ポート

◆Adminステータス―各ポートの権限情報を表示します。設定に関しては、101ページのネッ
トワークアクセスサーバ設定をご覧ください。

◆ポートステータス―各ポートのステータスを表示します。設定に関しては、101ページの
ネットワークアクセスサーバ設定をご覧ください。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-ネットワークアクセスサーバ設定-スイッチ
をクリックします。

図 106：ネットワークアクセスサーバー	スイッチステータス

アクセスコントロールリストステータス

アクセスコントロールリストのフィルタリングやフレームタイプ、フォワード設定情報を表
示します。( 設定に関して112 ページで紹介しています )

パス
モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-アクセスコントロールリストステータス

◆ユーザ―ユーザ情報を表示します。(72ページのソフトウェアモジュールのリストを参考
にしてください。)

◆ポート―ポートのステータスを表示します。

◆フレームタイプ―マッチしているフレームタイプを表示します。

◆アクション―フォワードを許可 /拒否しているステータスを表示します。
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◆レート制限―レート制限のステータスを表示します。

◆ミラー―ポートミラーリングステータスを表示します。

◆CPU転送パケット―アクセスコントロールで一致したパケットを、CPUにフォワードす
るかどうかの情報を表示します。

◆最初の CPU転送パケット―アクセスコントロールで一致した最初のパケットを、CPU
へフォワードするかどうかの情報を表示します。

◆カウンタ―フレーム単位でアクセスコントロールに一致した回数を表示します。

◆競合―ハードウェア制限によりアクセスコントロールが働かない場合に "Yes"と表示さ
れます。

ウェブインタフェース
1.	モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-アクセスコントロールリストステータスをク
リックします。

図 107：アクセスコントロールリスト	ステータス

Snooping	統計

DHCPプロトコルのパケットデータを表示するために、ポート別にDHCPSnooping の統
計情報を表示します。

パス
モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-DHCP-Snooping統計

◆受信ディスカバーパケット/送信ディスカバーパケット―送受信したディスカバーパケッ
ト数を表示します。

◆受信オファーパケット/送信オファーパケット―送受信したオファーパケット数を表示し
ます。

◆受信リクエストパケット/送信リクエストパケット―送受信したリクエストパケット数を表
示します。
◆受信Decline パケット/送信 Decline パケット―送受信したDecline パケット数を表示
します。
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◆受信 ACKパケット/送信 ACK パケット―送受信した ACK パケット数を表示します。

◆受信NAKパケット/送信 NAKパケット―送受信したNAK パケット数を表示します。

◆受信リリースパケット/送信リリースパケット―送受信したリリースパケットを表示しま
す。

◆受信 Informパケット/送信 Informパケット―送受信した Informパケットを表示しま
す。

◆受信 Lease	Query パケット/ 送信 Lease	Query パケット	―送受信した LeaseQuery パ
ケットを表示します。

◆受信 Lease	Unassinged パケット/送信 Lease	Unassigned パケット―送受信した
LeaseUnassigned パケットを表示します。

◆受信 Lease	Unknown パケット/送信 Lease	Unknown パケット―送受信した Lease
Unknown パケットを表示します。

◆受信 Lease	Active パケット/ 送信 Lease	Active パケット―送受信した LeaseActive
パケットを表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-DHCP-Snooping 統計をクリックします。

図 108：DHCP	Snoopingポート統計



261



リレー統計

DHCPリレーサービスの情報を表示するために、DHCPリレーの統計情報を表示します。

パス
モニタリング-セキュリティ-ネットワーク-リレー統計

サーバー統計

◆サーバーへの送信パケット	―クライアントからサーバーへリレーされたパケット数を表
示します。

◆送信エラー―クライアントへ送信されたエラーパケット数を表示します。

◆サーバーからの受信パケット―サーバーから受信したパケット数を表示します。

◆エージェントオプション受信パケットMissing―エージェント情報のオプションが無かっ
た受信パケット数を表示します。

◆サーキットID受信パケットMissing	―サーキットIDのオプションが無かった受信パケッ
ト数を表示します。

◆リモートID欠落受信パケット―リモートID のオプションが無かった受信パケット数を
表示します。

◆不正サーキットID受信パケット―サーキットID に一致しなかった受信パケット数を表
示します。

◆不正リモートID受信パケット―リモートID に一致しなかった受信パケット数を表示し
ます。

クライアント統計

◆クライアントへの送信パケット―サーバーからクライアントへリレーされたパケット数を
表示します。

◆送信エラー―サーバーへ送信されたエラーパケット数を表示します。

◆クライアントからの受信パケット―クライアントから受信したパケット数を表示します。

◆エージェントオプション受信パケット―スイッチから受信したパケット数を表示します。

◆エージェントオプションReplace―スイッチのリレー情報で置き換えられた、DHCPク
ライアントのパケット数を表示します。
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◆エージェントオプションKeep―保持されたDHCPクライアントのパケット数を表示しま
す。

◆エージェントオプションDrop―既にリレー情報を含んでいるために、落とされたパケッ
ト数を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング-セキュリティ-DHCP–リレー統計をクリックします。

図 109：DHCPリレー統計

ARP 監視

ARP 監視テーブルで VLANID、MACアドレス、IPアドレス情報を表示します。

パス
モニタリング–セキュリティ–ARP 監視

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–セキュリティ–ARP 監視をクリックします。

図 110：ダイナミックARP 監視テーブル
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IPソースガード

IPソースガードテーブルでポート、VLANID、MACアドレス、IPアドレス情報を表示します。

パス
モニタリング–セキュリティ–IPソースガード

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–セキュリティ–IPソースガードをクリックします。

図 111：ダイナミックIPソースガードテーブル

RADIUS認証サーバーやアカウンティングサーバーの設定情報とIPアドレスの情報を表示
します。

RADIUS 設定情報

RADIUS 認証とアカウンティングサーバーの設定情報を表示します。

パス
モニタリング–セキュリティ-AAA–RADIUS 設定情報

RADIUS 認証サーバステータス

◆IPアドレス―IPアドレスとUDPポート番号を表示します。

◆ステータス―サーバーのステータスを表示します。ステータスは以下の状態が表示さ
れます。

nn 無効―サーバーが無効になっています。

nn Not	Redy―サーバーの準備は完了していますが、IP 通信がまだ出来ない状態と
なっています

認証サーバー情報
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nn Ready―サーバーの準備が完了し、IP 通信が出来る状態となっています。

nn Dead―サーバーに接続しようとしていますが、タイムアウトしてしまっています。
サーバーが一時的に使えなくなっている可能性があります。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–セキュリティ–AAA–RADIUS 設定情報

図 112：RADIUS 認証サーバステータス

RADIUS 詳細

RADIUS 認証やアカウンティングサーバーの詳細情報が表示されます。

パス
モニタリング–セキュリティ–AAA–RADIUS 設定

RADIUS 認証設定

◆受信パケット

nn アクセス許可―サーバーから受信した、アクセス許可パケット数を表示します。

nn アクセス拒否―サーバーから受信した、アクセス拒否パケット数を表示します。

nn アクセスチャレンジ―サーバーから受信した、アクセスチャレンジパケット数を表示
します。

nn 異常アクセス反応―サーバーから受信した、不正な形式として扱われた RADIUS 認
証パケット数を表示します。

nn 不正 Authenticators―サーバーから受信した、不正な Authenticator が含まれて
いるパケット数を表示します。
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nn Unkownタイプ―サーバーから受信した、認証ポート上の未知のパケット数を表示
します。

nn パケット落ち―サーバーから受信した、認証ポート上で落ちたパケット数を表示し
ます。

◆送信パケット

nn アクセスリクエスト―サーバーへ送信した、アクセスリクエストパケット数を表示し
ます。

nn アクセス再送信―サーバーへ送信した、アクセス再送信パケット数を表示します。

nn ペンディングリクエスト	―サーバーからの反応を待っていることを知らせるために
サーバーへ送信した、ペンディングリクエストパケット数を表示します。

nn タイムアウト	―認証のタイムアウトをサーバーへ知らせるための、送信パケット数を
表示します。

◆その他情報

nn IPアドレス―認証サーバーの IPアドレスとポート番号を表示します。

nn ステータス―ステータスを表示します。

nn Disabled―サーバーが無効になっています。

nn Not	Ready―サーバーは有効になっていますが、IP 通信がまだ出来ない状態と
なっています。

nn Ready―サーバーの準備が完了し、IP 通信が出来る状態となっています。

nn Dead―サーバーに接続しようとしていますが、タイムアウトしてしまっています。
サーバーが一時的に使えなくなっている可能性があります。

nn Round-Trip	時間―最新のアクセス応答またはアクセスチャレンジを送信した時間
と、RADIUS 認証サーバで認証された時間の差を表示します。精度は 100msです。
0ms が表示される場合、まだ Round-Trip 通信がサーバーと行われていません。

RADIUSアカウンティング設定

◆受信パケット

nn 反応―サーバーから受信したパケットを表示します。

nn 異常反応―不正な形式として扱われた RADIUS 認証パケット数を表示します。

nn 不正 Authenticators―サーバーから受信した、不正な Authenticator が含まれて
いるパケット数を表示します。

nn Unkownタイプ―サーバーから受信した、認証ポート上の未知のパケット数を表示
します。
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◆送信パケット

nn リクエスト―サーバーへ送信した、アクセスリクエストパケット数を表示します。

nn 再送信―サーバーへ送信した、アクセス再送信パケット数を表示します。

nn ペンディングリクエスト―サーバーからの反応を待っていることを知らせるために
サーバーへ送信した、ペンディングリクエストパケット数を表示します。

nn タイムアウト―認証のタイムアウトをサーバーへ知らせるための、送信パケット数を
表示します。

◆その他情報

nn IPアドレス―認証サーバーの IPアドレスとポート番号を表示します。

nn ステータス―ステータスを表示します。

nn Disabled―サーバーが無効になっています。

nn Not	Ready―サーバーは有効になっていますが、IP 通信がまだ出来ない状態と
なっています。

nn Ready―サーバーの準備が完了し、IP 通信が出来る状態となっています。

nn Dead―サーバーに接続しようとしていますが、タイムアウトしてしまっています。
サーバーが一時的に使えなくなっている可能性があります。

nn Round-Trip	時間―最新のアクセス応答またはアクセスチャレンジを送信した時間
と、RADIUS 認証サーバで認証された時間の差を表示します。精度は 100msです。
0ms が表示される場合、まだ Round-Trip 通信がサーバーと行われていません。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング -セキュリティ–AAA–RADIUS 詳細をクリックします。

図 113：RADIUS 認証サーバ	統計	#1
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アラームやイベントの反応など、RMON(リモートモニタ ) の統計情報を表示します。

リモートモニタ統計

それぞれのポートごとに、広い範囲の統計データが表示されます。統計データは、初期
設定では 60 秒ごとに更新されます。

パス
モニタリング–セキュリティ–スイッチ–リモートモニタ–リモートモニタ統計

◆ID―ID 番号が表示されます。

◆データソース (インタフェース ID)―ポート ID が表示されます。

◆ドロップ―リソースが足りないために落とされたパケット数が表示されます。

◆オクテット―受信した合計のオクテットデータ数が表示されます。

◆パケット―受信した合計パケット数が表示されます。( 不正パケットやブロードキャス
トパケット、マルチキャストパケットも含みます )

◆ブロードキャスト―受信したブロードキャストパケット数の合計が表示されます。

◆マルチキャスト―受信したマルチキャストパケット数の合計が表示されます。

◆CRCエラー―64 から1518オクテットの長さで受信したパケットの合計が表示されま
す。(FCSオクテットは含みますが、フレーミングビットは含みません。)

◆アンダーサイズ―64 オクテットより小さい受信パケットの合計が表示されます。

◆オーバーサイズ―1518オクテットより大きい受信パケットの合計が表示されます。

◆フラグ―不正 CRC に付帯している、64オクテットより小さい受信フレームの合計が表
示されます。

◆ジャバー―不正 CRC に付帯している64オクテットより大きい受信フレームの合計が
表示されます。

◆衝突―衝突パケットの合計が表示されます。

リモートモニタ
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◆64バイト―長さが 64オクテットの、受信パケットの合計が表示されます。(不正パケッ
トを含みます )

◆x–	y バイト―長さが xオクテットからyオクテットの、受信パケットの合計が表示され
ます。( 不正パケットを含みます )

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–スイッチ–リモートモニタ統計をクリックします。

図 114：RMON(リモートネットワークモニタリング )ステータス統計

リモートモニタ履歴

RMON(リモートモニタ ) の物理インターフェース、ネットワーク利用状況、パケットタイ
プやエラーの履歴情報を表示します。

パス
モニタリング–セキュリティ–スイッチ–RMON–リモートモニタ履歴

◆ID履歴	―履歴コントロールのエントリー番号を表示します。

◆IDサンプル―エントリーに関係したデータを表示します。

◆サンプルスタート―ブート直後から、サンプルがスタートした時間を表示します。

◆利用状況―サンプリングで取得した、物理レイヤーの利用状況を表示します。

そのほかの情報は、267 ページの「リモートモニタ統計」の項目を参照してください。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–セキュリティ–スイッチ–RMON–リモートモニタ履歴をクリックします。

図 115：RMON(リモートネットワークモニタリング )ステータス
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アラーム

RMON(リモートモニタ ) のアラーム設定情報を表示します。

パス
モニタリング–セキュリティ–スイッチ–リモートモニタ–アラーム

◆ID―アラームコントロール ID番号が表示されます。

◆間隔―サンプリングの時間間隔が表示されます。

◆MIB 番号―MIB の番号が表示されます。

◆サンプルタイプ―サンプルタイプの情報が表示されます。(95ページのリモートモニタ–
アラームの設定ページを確認してください )

◆値―最後に取得したデータを表示します。

◆開始時間アラーム―設定したアラームが実行される時間を表示します。

◆上昇閾値―取得した情報が設定した閾値を越えている場合、または最後に取得した
情報が閾値の値より小さい場合、アラームが生成されます。

◆上昇値―上昇閾値のイベント発生時に使用する値を表示します。

◆下降閾値―取得した情報が設定した閾値より低い場合、または最後に取得した情報
が閾値の値より大きい場合、アラームが生成されます。

◆下降値―下降閾値のイベント発生時に使用する値を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–セキュリティ-スイッチ–リモートモニタ–アラームをクリックします。

図 116：RMON(リモートネットワークモニタリング )	アラーム情報
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イベント

RMON(リモートモニタ ) のイベント設定情報を表示します。

パス
モニタリング–セキュリティ–スイッチ–リモートモニタ–イベント

◆イベントID―イベントID 番号を表示します。

◆ログ―ログ番号を表示します。

◆ログ時間―イベントが発生したログ時間を表示します。

◆ログ詳細―イベントの詳細を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–セキュリティ–スイッチ–リモートモニタ–イベントをクリックします。

図 117：RMON(リモートネットワークモニタリング )	イベント統計

LACP 設定情報や各ポートの機能ステータス、制御パケットの統計情報を表示します。

システムステータス

LACPグループ情報を表示します。

パス
モニタリング–LACP–システムステータス

◆アグリゲーション ID―リンクアグリゲーショングループのアグリゲーション ID番号を表
示します。

LACP(Link	Aggregation	Control	Protocol)
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◆パートナーシステム ID―パートナーのシステム ID番号を表示します。

◆パートナーキー―パートナーが割り振っているキー情報を表示します。

◆パートナー優先度―優先度情報を表示します。

◆ローカルポート―リンクアグリゲーション設定されているローカルポートの情報を表示
します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LACP–システムステータスをクリックします。

図 118：LACPシステムステータス

ポートステータス

LACPグループのポートステータスを表示します。

パス
モニタリング–LACP–ポートステータス

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆LACP―リンクアグリゲーションステータスを表示します。

nn Yes―リンクアグリゲーションが有効になっていて、リンクアップしています。

nn No―リンクアグリゲーションが無効になっています。

nn Backup―アグリゲーショングループに入れません。他のポートがグループを抜け
れば、グループに入ることが出来ます。

◆キー―アグリゲーションポート用のキーの値を表示します。同じキーのポートで、アグ
リゲーションを利用することが出来ます。

◆アグリゲーション ID―アグリゲーション IDを表示します。

◆パートナーシステムID―LACPプロトコルで割り振られるパートナーシステム IDを表示
します。
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◆パートナーポート―ローカルポートに接続されているパートナーのポート情報を表示
します。

◆パートナー優先度―パートナーの優先度情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LACP–ポートステータスをクリックします。

図 119：LACPステータス

ポート統計

LACPコントロールパケットをポートごとに統計情報を表示します。

パス
モニタリング–LACP–ポート統計

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆LACP 受信パケット―受信した LACP のフレーム数を表示します。

◆LACP 送信パケット―送信した LACP のフレーム数を表示します。

◆廃棄パケット―未確認、または不正な形式のため、廃棄されたフレーム数を表示しま
す。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LACP–ポート統計をクリックします。
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図 120：LACP 統計

ループバック状態など、ループ防止ステータスを表示します。

パス
モニタリング–ループ防止設定

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆アクション―ループが検知されたときの動作を表示します。

◆送信―ポートの送信ステータスを表示します。

◆ループ回数―ループを検知した回数を表示します。

◆ステータス―ステータスを表示します。

◆ループ防止の有効 /無効―現在ループが検知されているかどうか表示します。

◆最後にループした時間―最後にループが検知された時間を表示します。

ウェブインターフェース
モニタリング–ループ防止設定をクリックします。

ループ防止設定
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図 121：ループ防止ステータス

SpanningTreeブリッジステータスや SpanningTreeプロトコルパケットの統計情報を表
示します。

ブリッジステータス

STA のポートやブリッジの情報を表示します。

パス
モニタリング–SpanningTree–ブリッジステータス

◆MSTI―MSTI(MSTインスタンス )を表示します。STPステータス画面表示へリンクさ
れます。

◆ブリッジ ID―このブリッジ状態での、ブリッジの優先度とMACアドレスが表示されま
す。

◆ルート	ID―本製品がルートデバイスとして受け入れられている場合、ブリッジの優先
度とMACアドレスが表示されます。

◆ルート	ポート―ルートに近いポート番号が表示されます。ルートポートが表示されな
い場合、本製品が SanningTree ネットワークのルートデバイスとして受け入れられて
います。

◆ルート	コスト―ルートデバイスに対しての、ルートポートからのパスコストを表示しま
す。ルートブリッジに対しては 0となります。他のブリッジに関しては、パスコストの
合計値が表示されます。

◆接続フラグ―接続状態が変化するためのフラグ情報を表示します

◆最終接続変更時間―最後に接続状態が変更した時間を表示します。

Spanning	Tree
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STPブリッジステータス

◆ブリッジインターフェース―ブリッジインターフェースを表示します。

◆リージョナルポート―リージョナルルートブリッジとして選ばれているブリッジ IDが表
示されます。(CIST インスタンスのみ表示されます )

◆内部ルートコスト―リージョナルルートのパスコストを表示します。リージョナルルート
ブリッジに対しては 0となります。他のブリッジに関しては、パスコストの合計値が表
示されます。

CIST ポートステータス

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆ポートID―RSTPプロトコルによって決められたポートIDを表示します。

◆役割―役割がルートブリッジの場合は rootport、LANを通してルートブリッジに接
続している場合はDesignatedPort、他のブリッジやポートの場合は altenativeまたは
backupと表示されます。

◆状態―ポートの現在の SpanningTree 状態を表示します。

nn Blocking―STA の設定メッセージを受信していますが、パケットをフォワードして
いません。

nn Learning―ポートアドレステーブルが消去され、新しくアドレスの学習を始めまし
た。

nn Forwarding―パケットをフォワードして、アドレスを学習し続けています。

◆パスコスト―SpanningTree ルートに対するパスコストを表示します。自動設定値ま
たは設定された値となります。

◆エッジ―RSTP ポートのエッジフラグステータスを表示します。

◆Point-to-Point―他のブリッジと接続があるかどうか表示します。各ポートでの Point-
to-Point 設定は、RSTP のステータスをどれくらい早く送信できるか設定することが出
来ます。

◆アップ時間―ブリッジポートが初期化されてから経過した時間を表示します。
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング–SpanningTree–ブリッジステータスをクリックします。
2.	エントリーされているMSTI をクリックすると、STPブリッジステータスが確認できます。

図 122：STPブリッジ

ポートステータス

ポートの SpanningTreeステータス情報を表示します。

パス
モニタリング–SpanningTree–ポートステータス

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆CIST	役割―役割がルートブリッジの場合は rootport、LANを通してルートブリッジ
に接続している場合はDesignatedPort、他のブリッジやポートの場合は altenativeま
たは backupと表示されます。

◆CIST	状態―ポートの現在の SpanningTree 状態を表示します。

nn Blocking―STA の設定メッセージを受信していますが、パケットをフォワードして
いません。

nn Learning―ポートアドレステーブルが消去され、新しくアドレスの学習を始めまし
た。

nn Forwarding―パケットをフォワードして、アドレスを学習し続けています。

◆アップ時間―ブリッジポートが初期化されてから経過した時間を表示します。
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング–SpanningTree–ポートステータスをクリックします。

図 123：STPポートステータス

ポート統計

SpanningTree のポートステータスを表示します。

パス
モニタリング–SpanningTree–ポート統計

◆送信パケット/受信パケット―ポート– ポート番号を表示します。

◆MSTP―ポート番号のMSTP 設定BPDUの受信 /送信数の合計を表示します。

◆RSTP―ポート番号の RSTP 設定BPDUの受信 /送信数の合計を表示します。

◆STP―ポート番号のレガシー STP 設定BPDUの受信 /送信数の合計を表示します。

◆TCN―ポート番号の (レガシー )TCN(TopologyChangeNotifiction)BPDU の受信 /
送信数の合計を表示します。

◆廃棄パケット	未確認パケット―ポート番号の、未確認SpanningTreeBPDUの受信 (廃
棄 ) 数を表示します。

◆廃棄パケット	規格非準拠パケット―ポート番号の、規格に準拠していない Spanning
TreeBPDU の受信 ( 廃棄 ) 数を表示します。
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング–SpanningTree–ポート統計をクリックします。

図 124：STP 統計

MVRとマルチキャストグループの統計情報を表示します。

MVR統計

MVR の統計情報を表示します。

パス
モニタリング-MVR-MVR 統計

◆VLAN	ID―VLANID 情報を表示します。

◆IGMP/MLD	Queries	Received―受信した IGMP/MLDクエリを表示します。

◆IGMP/MLD	Queries	Transmitted―送信した IGMP/MLDクエリを表示します。

◆IGMPv1	Joins	Received―受信したMGMPv1Joins を表示します。

◆IGMPv2/MLDv1	Reports	Received―受信した IGMPv2とMLDv1Reports それぞれ
を表示します。

◆IGMPv3/MLDv2	Reports	Received―受信した IGMPv3とMLDv2Reports それぞれ
を表示します。

◆IGMPv2/MLDv1	Leaves	Received―受信した IGMPv2とMLDv1Leaves それぞれを
表示します。

MVR(マルチキャストVLANレジストレーション)
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング-MVR-MVR 統計をクリックします。

図 125：MVR統計

MVRグループチャンネル

MVRVLANで割り振られたマルチキャストグループ情報を表示します。

パス
モニタリング–MVR–MVRグループチャンネル

◆VLAN	ID―VLANID 情報を表示します。

◆Groups―マルチキャストグループの情報を表示します。

◆Port	Members―エントリーしているメンバー情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–MVR–MVRグループチャンネルをクリックします。

図 126：MVRチャンネル (グループ ) 情報
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MVR	SFM(Source-Filtered	Multicast) 情報

フィルタリングされたMVR情報を表示します。

パス
モニタリング–MVR–MVRSFM情報

◆VLAN	ID―VLANID 情報を表示します。

◆Group―マルチキャストグループ情報を表示します。

◆Port―ポート番号を表示します。

◆Source	Address―IPアドレスのソースを表示します。最大 128 の IPソースアドレス
が利用できます。

◆Type―Allowまたは Deny が表示されます。

◆Hardware	Filter/Switch―特定のグループへデータが送信されるように、ソース IPv4
アドレスがチップで調整されているかどうか表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–MVR–MVRSFM情報をクリックします。

図 127：MVR	SFM情報
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IGMPSnooping 情報や、それぞれのサービスグループのポートメンバー情報を表示しま
す。

IGMP	Snoopingステータス

IGMPクエリステータスや、IGMP のトラフィックを運んでいるVLAN、アップストリームの
ルータ/スイッチへのマルチキャスト情報を表示します。

パス
モニタリング–IPMC–IGMPSnooping–ステータス

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆Querier	Version―IGMPクエリが供給される時にスイッチで使用される IGMP バー
ジョン情報を表示します。

◆Host	Version―IGMPproxy モード内のホストとして供給される時にスイッチで使用さ
れる IGMP バージョン情報を表示します。

◆Querier	Status―クエリのステータスを ”ACTIVE”または ”IDLE” で表示します。

◆Queries	Transmitted―送信したクエリを表示します。

◆Queries	Received―受信したクエリを表示します。

◆V1	Reports	Received―IGMP バージョン1reports の受信情報を表示します。

◆V2	Reports	Received―IGMP バージョン2reports の受信情報を表示します。

◆V3	Reports	Received―IGMP バージョン3reports の受信情報を表示します。

◆V2	Leaves	Received―IGMP バージョン2leavereports の受信情報を表示します。

ルータポート

◆Port―ポート番号を表示します。

◆Status―各ポートの状態を表示します。

IPMC
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング–IPMC–IGMPSooping–ステータスをクリックします。

図 128：IGMPスヌーピング	ステータス

グループ情報

それぞれの IGMPSnoopingサービスグループ情報を表示します。

パス
モニタリング–IPMC–IGMPSnooping–グループ情報

◆VLAN	ID―VLANID 情報を表示します。

◆Groups―特定のマルチキャストサービスに属する IPアドレスを表示します。

◆Port	Members―特定のマルチキャストサービスに属するVLAN情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–IPMC–IGMPSnooping–グループ情報をクリックします。

図 129：IGMPスヌーピング	グループ情報
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IPv4	SFM(Source-Filtered	Multicast) 情報

IGMPSFM情報を表示します。

パス
モニタリング–IPMC-IGMPSnooping–Ipv4SFM情報

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆グループ―マルチキャストグループの IPアドレスを表示します。

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆モード―フィルタリングされているモード (VLANID、ポート番号、グループアドレス )
を表示します。

◆ソースアドレス―IPアドレスのソースを表示します。最大 128 の IPソースアドレスが
利用できます。

◆タイプ―Allowまたは Deny が表示されます。

◆ハードウェアフィルター /スイッチ―特定のグループへデータが送信されるように、ソー
ス IPv4アドレスがチップで調整されているかどうか表示します。

ウェブインターフェース
モニタリング–IPMC–IGMPSnooping–Ipv4SFM情報を表示します。

図 130：IGMP	SFM情報
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MLDSnooping の統計情報を表示します。

パス
モニタリング–IPMC–MLDSnooping–IPMCMLDSNPステータス

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆Querier	Version―MLDクエリが供給される時にスイッチで使用されるMLDバージョ
ン情報を表示します。

◆Host	Version―MLDproxy モード内のホストとして供給される時にスイッチで使用さ
れるMLDバージョン情報を表示します。

◆Querier	Status―クエリのステータスを ”ACTIVE”または ”IDLE” で表示します。

◆Queries	Transmitted―送信したクエリを表示します。

◆Queries	Received―受信したクエリを表示します。

◆V1	Reports	Received―MLD バージョン1reports の受信情報を表示します。

◆V2	Reports	Received―MLD バージョン2reports の受信情報を表示します。

◆V3	Reports	Received―MLD バージョン3reports の受信情報を表示します。

◆V2	Leaves	Received―MLD バージョン2leavereports の受信情報を表示します。

ルータポート

◆Port―ポート番号を表示します。

◆Status―各ポートの状態を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–IPMC–MLDSooping–IPMCMLDSNPステータスをクリックします。

MLD	Snooping　※EHB-SG2A08、EHB-SG2A08-PLにはこの機能はありません。
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図 131：MLDスヌーピング	ステータス

グループ情報

それぞれのMLDSnoopingサービスグループ情報を表示します。

パス
モニタリング–IPMC–MLDSnooping–グループ情報

◆VLAN	ID―VLANID 情報を表示します。

◆Groups―特定のマルチキャストサービスに属する IPアドレスを表示します。

◆Port	Members―特定のマルチキャストサービスに属するVLAN情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–IPMC–MLDSnooping–グループ情報をクリックします。

図 132：MLD	Snoopingグループ情報



286

Chapter5　モニタリング

IPv4	SFM(Source-Filtered	Multicast) 情報

MLDSFM情報を表示します。

パス
モニタリング–IPMC-MLDSnooping–Ipv4SFM情報

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆Group―マルチキャストグループの IPアドレスを表示します。

◆Port―ポート番号を表示します。

◆Mode―フィルタリングされているモード (VLANID、ポート番号、グループアドレス )
を表示します。

◆Source	Address―IPアドレスのソースを表示します。最大 128 の IPソースアドレス
が利用できます。

◆Type―Allowまたは Deny が表示されます。

◆Hardware	Filter/Switch―特定のグループへデータが送信されるように、ソース IPv4
アドレスがチップで調整されているかどうか表示します。

ウェブインターフェース
モニタリング–IPMC–MLDSnooping–Ipv6SFM情報を表示します。

図 133：MLD	SFM情報
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LLDPneighborとLLDP 統計情報を表示します。

パス
モニタリング–LLDP–LLDPNeighbours

◆ローカルポート―リモートで LLDP が利用可能なデバイスが接続されているローカル
ポートを表示します。

◆シャーシ ID―本システムでのシャーシ IDを表示します。

◆リモートポートID―LLDPDUが送信されたポート情報を表示します。

◆システム名―システム名を表示します。

◆ポートの説明―ポートの情報を表示します。

◆システム性能―システムの機能を表示します。表 12を参照してください。

表 12：システム性能
ID	Basis Reference

Other –

Repeater IETFRFC2108

Bridge IETFRFC2674

WLAN AccessPointIEEE802.11MIB

Router IETFRFC1812

Telephone IETFRFC2011

DOCSIScabledevice IETFRFC2669andIETFRFC2670

Stationonly IETFRFC2011

◆管理アドレス―リモートデバイスの IPアドレスを表示します。Nrighbor デバイスがア
クセスを許可している場合、エントリーをクリックするとNeighbor デバイスのWebUI
を開くことが出来ます

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LLDP–LLDPNeighbours をクリックします。

LLDP(Link	Layer	Discovery	Protocol)
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図 134：LLDP	Neighbours 情報

LLDP-MED	Neighbours

LLDP-MEDTLV に含まれている、リモートデバイスの機能やアプリケーションタイプ、ポ
リシー情報を表示します。

パス
モニタリング-LLDP-LLDP-MEDNeighbours

◆Port―LLDPを受信したポートを表示します。

◆Device	Type―デバイスのタイプを表示します。

◆LLDP-MEDCapabilities―下記の LLDP-MEDneighbor の機能を表示します。

◆LLDP-MEDcapabilities、NetworkPolicy、LocationIdentification、ExtendedPower
viaMDI―PSE

◆Extended	Power	vis	MDI―PD、Inventory、Reserved

◆Appication	Type―LLDP 設定ページで設定した、LLDP-MEDTLV 情報が表示されま
す。

◆Policy―ネットワークポリシーが定義されている場合、”Defined”と表示されます。定
義されていない場合は ”Unknown” が表示されます。

◆Tag―アプリケーションタイプが taggedVLAN か、untaggedVLAN かの情報を表示
します。

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆Priority―アプリケーションタイプで設定されたレイヤー 2の優先度情報を表示しま
す。( 範囲：0-7)

◆DSCP―IETFRFC2474で定義されている、Diffservnode の動きを提供するアプリケー
ションタイプの情報を表示します。( 範囲：0-63)
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ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LLDP–LLDP-MEDNeighbours をクリックします。

図 135：LLDP-MED	Neighbor 情報

PoE(Power	over	Ethernet)

PoE のステータスを中心とした LLDPPoENeighbor 情報を表示します。

パス
モニタリング–LLDP–PoE

◆ローカルポート―LLDPフレームを受信したポートを表示します。

◆電力タイプ	―デバイスタイプの状態をPSE(PowerSourceEntity) または PD(Power
Device) で表示します。規格に準拠していない場合、”Reserved”と表示されます。

◆電力源―電力源が PSEデバイスの場合、PrimaryPowerSourceまたは Backup
PowerSourceとして動作します。PDデバイスの場合、localpowersupplyまたは
powersource の PSEとして動作します。規格に準拠していない場合、”Unkown”と表
示されます。

◆電力優先度	―PDデバイスまたは PSEデバイスの電力優先度をCritical、High、low
で表示します。優先度が不明の場合、”Unknown”と表示されます。
◆最大電力―PSE デバイスからPDデバイスへ供給する最大電力を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LLDP–PoE をクリックします。
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図 136：LLDP	Neighbor	PoE 情報

EEE(Energy	Efficient	Ethernet)

LLDPメッセージを通して得られるEEE 情報を表示します。

パス
モニタリング–LLDP–EEE

◆ローカルポート―LLDPフレームを受信したポートを表示します。

◆送信パケット	Tx	Tw―LowPowerIdle モードになった時、リンクパートナーが送信パ
スを保持できる最大時間を表示します。

◆受信パケット	Rx	Rw―リンクパートナーがスリープ状態から立ち上がるまでに、送信
パスの保持が許容される時間を表示します。

◆フォールバック受信パケット	Tw―リンクパートナーから受信したフォールバック時間を
表示します。

◆エコー	Tx	Tw―リンクパートナーのエコー TxTw 値を表示します。

◆エコー	Rx	Tw―リンクパートナーのエコー RxTx 値を表示します。

◆分解送信パケット	Tx	Tw―このリンクの、分解された TxTwを表示します。

◆分解受信パケット	Rx	Tw―このリンクの、分解された RxTwを表示します。

◆EEE 同期―neighbor デバイスによってEEE が同期している場合、ステータスを表示
します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–LLDP–EEE をクリックします。
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図 137：LLDP	EEE 情報

ポート統計

LLDP ポートの統計情報と制御フレーム情報を表示します。

パス
モニタリング–LLDP–ポート統計

LLDP統計グローバルカウンタ

◆Neighbour	entries	were	las	changed	at―LLDPneighbor エントリーリストの最終更
新時間を表示します。

◆Total	Neighbours	Entries	Added―本製品が再起動してから、新しく追加されたエン
トリー数を表示します。

◆Total	Neighbours	Entries	Deleted―LLDPリモートシステムから消去されたエント
リー数を表示します。

◆Total	Neighbours	Entries	Dropped―エントリーテーブルが最大に到達していたため
拒否されたエントリー数を表示します。

◆Total	Neighbours	Entries	Aged	Out―リモートTTL がタイムアウトしたため消去され
たエントリー数を表示します。

LLDP 統計ローカルカウンタ

◆Local	Port―ポート番号を表示します。

◆Tx	Frames―LLDPPDU の送信情報を表示します。

◆Rx	Frames―LLDPPDU の受信情報を表示します。

◆Rx	Errors―エラーを含んだ、受信 LLDPフレーム数を表示します。

◆Frame	Discarded―廃棄されたフレーム数を表示します。

◆TLVs	Discarded―Type、Length、Vaue(TLV) の LLDPフレームが衝突した数を表示
します。
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◆TLVs	Unrecognized―認識されていない Type、Length、Value(TLV)フレームを表
示します。

◆Org.Discared―廃棄されたOrganizationalType、Length、Value(TLV) を表示します。

◆Age-Outs―正しい LLDP 情報を受け取れている期間を表示します。Age-Outs の時間
内に LLDPフレームが受信された場合、LLDP 情報が除去され Age-Outカウンタが増
加します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング-LLDP–ポート統計をクリックします。

図 138：LLDP 統計	グローバルカウンタ

PoE(PoweroverEthernet) のステータスを表示します。

パス
モニタリング–PoE

◆ローカルポート―ポート番号を表示します。

◆PDクラス―PD のクラスを表示します。

nn Class0：最大 15.4W

nn Class1：最大 4.0W

nn Class2：最大 7.0W

PoE
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nn Class3：最大 15.4W

nn Class4：最大 30.0W

◆電力リクエスト―PD から要求されている電力量を表示します。

◆電力割り振り―どのポートに電力を割り振っているか表示します。

◆消費電力―現在消費している電力を表示します。

◆消費電流―現在消費している電流を表示します。

◆優先度194 ページで設定した、優先度の設定を表示します。

◆ポートステータス―接続されているデバイスの PoE サービス状態を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–PoE をクリックします。

図 139：Power	over	Ethernet	(PoE)ステータス

ダイナミック及び固定のMACアドレステーブルを表示します。

パス
モニタリング–MACテーブル

◆Type―エントリータイプがダイナミックか固定か表示します。

◆VLAN―VLAN 情報を表示します。

MACテーブル
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◆MAC	Address―MACアドレスを表示します。

◆Port	Members―各ポートのエントリー情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–MACテーブルをクリックします。

図 140：MACアドレステーブル

VLAN 設定情報を表示します。

VLANメンバーシップ

VLANメンバーの情報を表示します。

パス
モニタリング–VLAN–VLANメンバーシップ

◆ソフトウェアモジュール別に VLANメンバー情報を表示することが出来ます。

nn Static：固定で割り当てられているVLAN情報を表示します。

nn NAS：RADIUS サーバー認証のためのポートベースVLANで使用されるポートの情
報を表示します。

nn MVR：マルチキャストVLANの設定情報を表示します。

nn VoiceVLAN：VoiceVLAN の設定情報を表示します。

nn MSTP：802.1sMultipleSpanningTreeProtocol(MSTP) の設定情報を表示します。

VLAN
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nn VCL―VLANControlList の設定情報を表示します。

nn RSPAN―RSPAN の設定情報を表示します。

nn Combined―全ての設定情報を表示します。

◆VLAN	ID―VLANID を表示します。

◆ポートメンバー―メンバーとして割り当てられているポート情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–VLAN–VLANメンバーシップをクリックします。
2.	右上に表示されているソフトウェアモジュールリストから表示させたいモジュールを選
択します。

図 141：VLANメンバーステータス	Static	ユーザ

VLANポート

各ポートの VLANステータス情報を表示します。

パス
モニタリング-VLAN-VLAN ポート

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆PVID―ポートVLANIDを表示します。

◆ポートタイプ―UnAware に設定している場合、全てのフレーム情報がポートVLANID
の設定通りに割り振られ、タグは落とされません。Aware に設定している場合、それ
ぞれのフレームは VLANタグとVLANID にそって割り振られ、タグは落とされます。

◆フィルター―フィルターが有効の場合、VLANメンバーではないポートではフレームを
廃棄します。
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◆フレームタイプ―全てのフレームを受け入れるか、Taggedフレームのみを受信する
かの設定情報を表示します。Taggedフレームのみ受信するポートの場合、Untagged
フレームは廃棄されます。

◆送信タグ―送信されるフレームが Tagged か Untagged か表示します。

◆UVID―UntaggedVLANID を表示します。

◆競合―機能面やハードウェア面で競合が生じているかどうかのステータス情報を表示
します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–VLAN-VLAN ポートをクリックします。
2.	右上に表示されているソフトウェアモジュールリストから表示させたいモジュールを選
択します。

図 142：VLANポートステータス	Static	user
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ダイナミックVLANの設定情報を表示します。

MACベースVLAN

MACベースVLANの設定情報を表示します。

パス
モニタリング–ダイナミックVLAN–MAC ベースVLAN

◆ソフトウェアモジュール別に VLANメンバー情報を表示することが出来ます。

nn Static：固定で割り当てられているVLAN情報を表示します。

nn NAS：RADIUS サーバー認証のためのポートベースVLANで使用されるポートの情
報を表示します。

nn Combined―全ての設定情報を表示します。

◆MACアドレス―MACアドレスを表示します。

◆VLAN	ID―MACアドレスと合致するVLANIDを表示します。

◆ポートメンバー- メンバーとして割り当てられているポート情報を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–ダイナミックVLAN–MAC ベースVLANをクリックします。
2.	右上に表示されているソフトウェアモジュールリストから表示させたいモジュールを選
択します。

図 143：MACベースVLANメンバーステータス	Static

ダイナミックVLAN
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サンプルトラフィック情報とUDP制御パケット統計情報を表示します。

パス
モニタリング–sFlow

受信パケット統計

◆オーナー―sFlow 情報のオーナーが表示されます。

nn オーナーがいない場合や、認識していない場合、<none> が表示されます。

nn ウェブを通じて設定された場合 -、<Configuredthroughlocalmanagement>と表
示されます。

nn SNMPで設定された場合、<identifyingthesFlowreceiver>と表示されます。

◆IPアドレス―IPアドレスまたは sFlow 受信者のホスト名が表示されます。

◆タイムアウト―サンプリングが止まってオーナーが解放されてからの時間を表示しま
す。

◆送信成功―送信が成功したUDPデータグラム数を表示します。

◆送信エラー―送信に失敗したUDPデータグラム数を表示します。

◆フローサンプル―sFlow 受信デバイスに送信したフローサンプル数を表示します。

◆カウンタサンプル―sFlow 受信デバイスに送信したカウンタサンプル数を表示します。

ポート統計

◆ポート―ポート番号を表示します。

◆受信フロー	サンプル /送信フロー	サンプル―sFlow 受信デバイスへ送受信したフロー
サンプルのパケット数を表示します。

◆カウンタサンプル―sFlow 受信デバイスへ送信したカウンタサンプル数を表示します。

ウェブインターフェース
1.	モニタリング–sFlowをクリックします。

sFlow
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図 144：MACベースVLANメンバーステータス	Static
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6	 Ping 送信
ICMPエコーリクエストパケットを送信します。

IPv4アドレス、IPv6アドレスに pingを送信します。

◆IPアドレス―IPアドレスを設定します。IPv4では 0-255 の数字がピリオドで区切られ
た 4つ構成の形式で設定してください。IPv6では 16ビットHEX の値がコロンで区切
られた 8つ構成の形式で設定してください。

◆Ping 長―ping 長を設定します。( 範囲：2-1452 バイト)

◆Ping 送信回数―pingを送信する回数を設定します。( 範囲：1-60 回 )

◆Ping 送信間隔―pingを送信する間隔を設定します。( 範囲：0-30 秒 )

ウェブインターフェース
1.	 IPv4 の場合は Ping 送信–Ping(IPv4)、IPv6 の場合は Ping 送信–Ping(IPv6) をクリッ
クします。

2.	 IPアドレス、Ping 長、Ping 送信回数、Ping 送信間隔を設定します。
3.	開始をクリックします。

開始を押した後、Ping 送信の結果が表示されます。Ping 送信が終わった後、”New
Ping” をクリックすると、Ping 設定画面に戻ります。

Ping(IPv4)、Ping(IPv6)
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図 145：ICMP	Ping 設定
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7	 メンテナンス
デバイスの再起動、初期化、ファームウェアアップデート、設定ファイルの保存と復元を
行うことが出来ます。

本製品を再起動します。

パス
メンテナンス–再起動Device

ウェブインターフェース
1.	メンテナンス–再起動Device をクリックします。
2.	適用をクリックします。

図 146：デバイス再起動

本製品を工場出荷時の初期状態に戻します。
※ IPアドレスは変更されません。IPアドレスを工場出荷状態に戻すには、本体前面にあ
るRESET ボタンを 10 秒長押ししてください。

パス
メンテナンス–工場出荷設定

ウェブインターフェース
1.	メンテナンス–工場出荷設定をクリックします。

再起動Device

工場出荷設定



304

Chapter7　メンテナンス

2.	初期化をクリックします。

図 147：初期化設定

ファームウェアのアップデート、代替ファームウェアへの変更を行います。

ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートを行います。
パス
メンテナンス–ファームウェア–ファームウェアアップデート

ウェブインターフェース
1.	メンテナンス–ファームウェア–ファームウェアアップデートをクリックします。
2.	参照をクリックし、ファームウェアデータを選びます。
3.	アップデートをクリックすると、アップデートが開始されます。

図 148：ファームウェアアップデート

※注意：ファームウェアアップデート中は電源を絶対に抜かないでください。

ファームウェア
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設定ファイルの保存と復元を行います。

保存

現在の本製品の設定情報をファイルとして保存することが出来ます。

パス
メンテナンス–設定ファイル–保存

ウェブインターフェース
1.	メンテナンス–設定ファイル–保存をクリックします。
2.	設定を保存をクリックします。

図 149：設定保存

復元

設定ファイルを復元します。
パス
メンテナンス–設定ファイル–復元

ウェブインターフェース
1.	メンテナンス–設定ファイル–復元をクリックします。
2.	参照をクリックし、設定ファイルを選びます。
3.	設定を復元をクリックします。

図 150：設定ファイルを復元

設定ファイル
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8	 概要
Thisproduct includescopyrightedthird-partysoftwaresubjecttothetermsofthe
GNUGeneralPublicLicense(GPL),GNULesserGeneralPublicLicense(LGPL),orother
relatedfreesoftwarelicenses.
TheGPLcodeusedinthisproduct isdistributedWITHOUTANYWARRANTYandis
subjecttothecopyrightsofoneormoreauthors.Fordetails,refertothesection"The
GNUGeneralPublicLicense"below,orrefertotheapplicablelicenseasincludedin
thesource-codearchive.

GNUGENERALPUBLICLICENSE
Version2,June1991

Copyright(C)1989,1991FreeSoftwareFoundation,Inc.
59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307USA

Everyoneispermittedtocopyanddistributeverbatimcopiesofthislicensedocument,
butchangingitisnotallowed.

Preamble

Thelicensesformostsoftwarearedesignedtotakeawayyourfreedomtoshareand
changeit.Bycontrast,theGNUGeneralPublicLicenseisintendedtoguaranteeyour
freedomtoshareandchangefreesoftware--tomakesurethesoftwareisfreeforallits
users.ThisGeneralPublicLicenseappliestomostoftheFreeSoftwareFoundation's
softwareandtoanyotherprogramwhoseauthorscommittousingit.(Someother
FreeSoftwareFoundationsoftwareiscoveredbytheGNULibraryGeneralPublic
Licenseinstead.)Youcanapplyittoyourprograms,too.

Whenwespeakoffreesoftware,wearereferringtofreedom,notprice.OurGeneral
PublicLicensesaredesignedtomakesurethatyouhavethefreedomtodistribute
copiesoffreesoftware(andchargeforthisserviceifyouwish),thatyoureceivesource
codeorcangetitifyouwantit,thatyoucanchangethesoftwareorusepiecesofitin
newfreeprograms;andthatyouknowyoucandothesethings.

Toprotectyourrights,weneedtomakerestrictionsthatforbidanyonetodenyyou
theserightsortoaskyoutosurrendertherights.Theserestrictionstranslatetocertain
responsibilitiesforyouifyoudistributecopiesofthesoftware,orifyoumodifyit.

THE GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
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Forexample,ifyoudistributecopiesofsuchaprogram,whethergratisorforafee,you
mustgivetherecipientsalltherightsthatyouhave.Youmustmakesurethatthey,
too,receiveorcangetthesourcecode.Andyoumustshowthemthesetermssothey
knowtheirrights.

Weprotectyourrightswithtwosteps:(1)copyrightthesoftware,and(2)offeryou
thislicensewhichgivesyoulegalpermissiontocopy,distributeand/ormodifythe
software.

Also,foreachauthor'sprotectionandours,wewanttomakecertainthateveryone
understandsthatthereisnowarrantyforthisfreesoftware.Ifthesoftwareismodified
bysomeoneelseandpassedon,wewantitsrecipientstoknowthatwhattheyhave
isnottheoriginal,sothatanyproblemsintroducedbyotherswillnotreflectonthe
originalauthors'reputations.

Finally,anyfreeprogramisthreatenedconstantlybysoftwarepatents.Wewishto
avoidthedangerthatredistributorsofafreeprogramwillindividuallyobtainpatent
licenses,ineffectmakingtheprogramproprietary.Topreventthis,wehavemadeit
clearthatanypatentmustbelicensedforeveryone'sfreeuseornotlicensedatall.

Theprecisetermsandconditionsforcopying,distributionandmodificationfollow.

GNU	GENERAL	PUBLIC	LICENSE	TERMS	AND	CONDITIONS	FOR	COPYING,	DISTRIBUTION	
AND	MODIFICATION
1. ThisLicenseappliestoanyprogramorotherworkwhichcontainsanoticeplaced
bythecopyrightholdersayingitmaybedistributedunderthetermsofthis
GeneralPublicLicense.The"Program",below,referstoanysuchprogramorwork,
anda"workbasedontheProgram"meanseithertheProgramoranyderivative
workundercopyrightlaw:thatistosay,aworkcontainingtheProgramora
portionofit,eitherverbatimorwithmodificationsand/ortranslatedintoanother
language.(Hereinafter,translationisincludedwithoutlimitationintheterm
"modification".)Eachlicenseeisaddressedas"you".

Activitiesotherthancopying,distributionandmodificationarenotcovered
bythisLicense;theyareoutsideitsscope.TheactofrunningtheProgramis
notrestricted,andtheoutputfromtheProgramiscoveredonlyifitscontents
constituteaworkbasedontheProgram(independentofhavingbeenmadeby
runningtheProgram).WhetherthatistruedependsonwhattheProgramdoes.

2. YoumaycopyanddistributeverbatimcopiesoftheProgram'ssourcecodeas
youreceiveit,inanymedium,providedthatyouconspicuouslyandappropriately
publishoneachcopyanappropriatecopyrightnoticeanddisclaimerofwarranty;
keepintactallthenoticesthatrefertothisLicenseandtotheabsenceofany
warranty;andgiveanyotherrecipientsoftheProgramacopyofthisLicense
alongwiththeProgram.
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Youmaychargeafeeforthephysicalactoftransferringacopy,andyoumayat
youroptionofferwarrantyprotectioninexchangeforafee.

3. YoumaymodifyyourcopyorcopiesoftheProgramoranyportionofit,thus
formingaworkbasedontheProgram,andcopyanddistributesuchmodifications
orworkunderthetermsofSection1above,providedthatyoualsomeetallof
theseconditions:

a). Youmustcausethemodifiedfilestocarryprominentnoticesstatingthatyou
changedthefilesandthedateofanychange.

b). Youmustcauseanyworkthatyoudistributeorpublish,thatinwholeor
inpartcontainsorisderivedfromtheProgramoranypartthereof,tobe
licensedasawholeatnochargetoallthirdpartiesunderthetermsofthis
License.

c). Ifthemodifiedprogramnormallyreadscommandsinteractivelywhenrun,
youmustcauseit,whenstartedrunningforsuchinteractiveuseinthemost
ordinaryway,toprintordisplayanannouncementincludinganappropriate
copyrightnoticeandanoticethatthereisnowarranty(orelse,sayingthat
youprovideawarranty)andthatusersmayredistributetheprogramunder
theseconditions,andtellingtheuserhowtoviewacopyofthisLicense.
(Exception:iftheProgramitselfisinteractivebutdoesnotnormallyprintsuch
anannouncement,yourworkbasedontheProgramisnotrequiredtoprint
anannouncement.)

Theserequirementsapplytothemodifiedworkasawhole.Ifidentifiablesections
ofthatworkarenotderivedfromtheProgram,andcanbereasonablyconsidered
independentandseparateworksinthemselves,thenthisLicense,anditsterms,
donotapplytothosesectionswhenyoudistributethemasseparateworks.
Butwhenyoudistributethesamesectionsaspartofawholewhichisawork
basedontheProgram,thedistributionofthewholemustbeonthetermsofthis
License,whosepermissionsforotherlicenseesextendtotheentirewhole,and
thustoeachandeverypartregardlessofwhowroteit.

Thus,itisnottheintentofthissectiontoclaimrightsorcontestyourrightsto
workwrittenentirelybyyou;rather,theintentistoexercisetherighttocontrol
thedistributionofderivativeorcollectiveworksbasedontheProgram.

Inaddition,mereaggregationofanotherworknotbasedontheProgramwith
theProgram(orwithaworkbasedontheProgram)onavolumeofastorage
ordistributionmediumdoesnotbringtheotherworkunderthescopeofthis
License.

4. YoumaycopyanddistributetheProgram(oraworkbasedonit,underSection
2)inobjectcodeorexecutableformunderthetermsofSections1and2above
providedthatyoualsodooneofthefollowing:
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a). Accompanyitwiththecompletecorrespondingmachine-readablesource
code,whichmustbedistributedunderthetermsofSections1and2above
onamediumcustomarilyusedforsoftwareinterchange;or,

b). Accompanyitwithawrittenoffer,validforatleastthreeyears,togiveany
thirdparty,forachargenomorethanyourcostofphysicallyperforming
sourcedistribution,acompletemachine-readablecopyofthecorresponding
sourcecode,tobedistributedunderthetermsofSections1and2aboveona
mediumcustomarilyusedforsoftwareinterchange;or,

c). Accompanyitwiththeinformationyoureceivedastotheofferto
distributecorrespondingsourcecode.(Thisalternativeisallowedonlyfor
noncommercialdistributionandonlyifyoureceivedtheprograminobject
codeorexecutableformwithsuchanoffer,inaccordwithSubsectionb
above.)

Thesourcecodeforaworkmeansthepreferredformoftheworkformaking
modificationstoit.
Foranexecutablework,completesourcecodemeansallthesourcecodeforall
modulesitcontains,plusanyassociatedinterfacedefinitionfiles,plusthescripts
usedtocontrolcompilationandinstallationoftheexecutable.However,asa
specialexception,thesourcecodedistributedneednotincludeanythingthatis
normallydistributed(ineithersourceorbinaryform)withthemajorcomponents
(compiler,kernel,andsoon)oftheoperatingsystemonwhichtheexecutable
runs,unlessthatcomponentitselfaccompaniestheexecutable.

Ifdistributionofexecutableorobjectcodeismadebyofferingaccesstocopy
fromadesignatedplace,thenofferingequivalentaccesstocopythesourcecode
fromthesameplacecountsasdistributionofthesourcecode,eventhoughthird
partiesarenotcompelledtocopythesourcealongwiththeobjectcode.

5. Youmaynotcopy,modify,sublicense,ordistributetheProgramexceptas
expresslyprovidedunderthisLicense.Anyattemptotherwisetocopy,modify,
sublicenseordistributetheProgramisvoid,andwillautomaticallyterminateyour
rightsunderthisLicense.However,partieswhohavereceivedcopies,orrights,
fromyouunderthisLicensewillnothavetheirlicensesterminatedsolongassuch
partiesremaininfullcompliance.

6. YouarenotrequiredtoacceptthisLicense,sinceyouhavenotsignedit.However,
nothingelsegrantsyoupermissiontomodifyordistributetheProgramorits
derivativeworks.Theseactionsareprohibitedbylawifyoudonotacceptthis
License.Therefore,bymodifyingordistributingtheProgram(oranyworkbased
ontheProgram),youindicateyouracceptanceofthisLicensetodoso,andallits
termsandconditionsforcopying,distributingormodifyingtheProgramorworks
basedonit.
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7. EachtimeyouredistributetheProgram(oranyworkbasedontheProgram),
therecipientautomaticallyreceivesalicensefromtheoriginallicensortocopy,
distributeormodifytheProgramsubjecttothesetermsandconditions.Youmay
notimposeanyfurtherrestrictionsontherecipients'exerciseoftherightsgranted
herein.Youarenotresponsibleforenforcingcompliancebythirdpartiestothis
License.

8. If,asaconsequenceofacourtjudgmentorallegationofpatentinfringementor
foranyotherreason(notlimitedtopatentissues),conditionsareimposedonyou
(whetherbycourtorder,agreementorotherwise)thatcontradicttheconditions
ofthisLicense,theydonotexcuseyoufromtheconditionsofthisLicense.If
youcannotdistributesoastosatisfysimultaneouslyyourobligationsunderthis
Licenseandanyotherpertinentobligations,thenasaconsequenceyoumaynot
distributetheProgramatall.Forexample,ifapatentlicensewouldnotpermit
royaltyfreeredistributionoftheProgrambyallthosewhoreceivecopiesdirectly
orindirectlythroughyou,thentheonlywayyoucouldsatisfybothitandthis
LicensewouldbetorefrainentirelyfromdistributionoftheProgram.

Ifanyportionofthissectionisheldinvalidorunenforceableunderanyparticular
circumstance,thebalanceofthesectionisintendedtoapplyandthesectionasa
wholeisintendedtoapplyinothercircumstances.

Itisnotthepurposeofthissectiontoinduceyoutoinfringeanypatentsorother
propertyrightclaimsortocontestvalidityofanysuchclaims;thissectionhasthe
solepurposeofprotectingtheintegrityofthefreesoftwaredistributionsystem,
whichisimplementedbypubliclicensepractices.Manypeoplehavemade
generouscontributionstothewiderangeofsoftwaredistributedthroughthat
systeminrelianceonconsistentapplicationofthatsystem;itisuptotheauthor/
donortodecideifheorsheiswillingtodistributesoftwarethroughanyother
systemandalicenseecannotimposethatchoice.

Thissectionisintendedtomakethoroughlyclearwhatisbelievedtobea
consequenceoftherestofthisLicense.

9. Ifthedistributionand/oruseoftheProgramisrestrictedincertaincountrieseither
bypatentsorbycopyrightedinterfaces,theoriginalcopyrightholderwhoplaces
theProgramunderthisLicensemayaddanexplicitgeographicaldistribution
limitationexcludingthosecountries,sothatdistributionispermittedonlyinor
amongcountriesnotthusexcluded.Insuchcase,thisLicenseincorporatesthe
limitationasifwritteninthebodyofthisLicense.

10.TheFreeSoftwareFoundationmaypublishrevisedand/ornewversionsofthe
GeneralPublicLicensefromtimetotime.Suchnewversionswillbesimilarin
spirittothepresentversion,butmaydifferindetailtoaddressnewproblemsor
concerns.
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Eachversionisgivenadistinguishingversionnumber.IftheProgramspecifies
aversionnumberofthisLicensewhichappliestoitand"anylaterversion",you
havetheoptionoffollowingthetermsandconditionseitherofthatversionorof
anylaterversionpublishedbytheFreeSoftwareFoundation.IftheProgramdoes
notspecifyaversionnumberofthisLicense,youmaychooseanyversionever
publishedbytheFreeSoftwareFoundation.

11. IfyouwishtoincorporatepartsoftheProgramintootherfreeprogramswhose
distributionconditionsaredifferent,writetotheauthortoaskforpermission.For
softwarewhichiscopyrightedbytheFreeSoftwareFoundation,writetotheFree
SoftwareFoundation;wesometimesmakeexceptionsforthis.Ourdecisionwill
beguidedbythetwogoalsofpreservingthefreestatusofallderivativesofour
freesoftwareandofpromotingthesharingandreuseofsoftwaregenerally.

NOWARRANTY

1. BECAUSETHEPROGRAMISLICENSEDFREEOFCHARGE,THEREISNOWARRANTY
FORTHEPROGRAM,TOTHEEXTENTPERMITTEDBYAPPLICABLELAW.EXCEPT
WHENOTHERWISESTATEDINWRITINGTHECOPYRIGHTHOLDERSAND/OROTHER
PARTIESPROVIDETHEPROGRAM"ASIS"WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,
EITHEREXPRESSEDORIMPLIED,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIED
WARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.
THEENTIRERISKASTOTHEQUALITYANDPERFORMANCEOFTHEPROGRAMIS
WITHYOU.SHOULDTHEPROGRAMPROVEDEFECTIVE,YOUASSUMETHECOST
OFALLNECESSARYSERVICING,REPAIRORCORRECTION.

2. INNOEVENTUNLESSREQUIREDBYAPPLICABLELAWORAGREEDTOINWRITING
WILLANYCOPYRIGHTHOLDER,ORANYOTHERPARTYWHOMAYMODIFYAND/
ORREDISTRIBUTETHEPROGRAMASPERMITTEDABOVE,BELIABLETOYOUFOR
DAMAGES,INCLUDINGANYGENERAL,SPECIAL,INCIDENTALORCONSEQUENTIAL
DAMAGESARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSETHEPROGRAM
(INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOLOSSOFDATAORDATABEINGRENDERED
INACCURATEORLOSSESSUSTAINEDBYYOUORTHIRDPARTIESORAFAILURE
OFTHEPROGRAMTOOPERATEWITHANYOTHERPROGRAMS),EVENIFSUCH
HOLDEROROTHERPARTYHASBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH
DAMAGES.

END	OF	TERMS	AND	CONDITIONS
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