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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。
●● 本マニュアルは搭載ファームウエアバージョン、1.00.018 を基に記載しております。● ●
他のバージョンでは記載表記、機能が異なる場合がございます。
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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証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、個装箱に記載の保証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

※●祝祭日、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。



13

●

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。



15

●

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。
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Section●1　はじめに

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ブラウザー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
SNMP●version●3●-●MD5●または●SHA●パスワード（Password）
Port●-●IEEE●802.1x,●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
Port●Authentication
Port●Security
DHCP●Snooping
IP●Source●Guard

Access●Control●List（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（duplex●mode）、フローコントロール、
MTU、コリジョンチェック、省電力モード

転送速度制限（Rate●Limiting） 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 8K●MAC●アドレス、1000●固定 MAC●アドレス、1K●
L2●IGMP●マルチ●キャスト●グループと●128●MVR●グループ（1K●L2●
IGMP●multicast●groups●and●128●MVR●groups）

IP●v4/IPv●6 IPv4/IPv6●、WebUI 管理、QoS をサポート

IEEE●802.1D●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



19

●

機能 内容
Spanning●Tree●アルゴリズム 標準 STP、ラピット●Spanning●Tree●プロトコル（RSTP）とマルチプ

ル●Spanning●Tree●プロトコル（MSTP）をサポート

VLAN 最大 4K の IEEE●802.1Q●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

Link●Layer●Discovery●プロトコル
（LLDP）●（Link●Layer●Discovery●
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、セキュリティを確保すると
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
ク上のマルチメディア通信の優先制御を実現します。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●アプリケーションをサポートします。

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ブラウザーでの管理者権限のアクセス認証をします。ユーザー名とパ
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を
用いた認証ができます。IEEE●802.1X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。同プロトコルは 802.1Xクライアントからユーザー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（Extensible●Authentication●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として、HTTPS 接続によるセキュアなマネージメント●アクセスを
考慮した SNMP●バージョン 3、SNMP/Web●マネージメント●アクセスに有効な 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をサポートし
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 LAN●ID（VLAN●ID）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線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 IEEE●802.3x 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イスに設定します。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。

●◆ ●Rapid●Spanning●Tree●Protocol●（RSTP,●IEEE●802.1w）●-●ラピッド●スパニング●ツリー●プロ
トコル（RSTP,●IEEE●802.1w）●
このプロトコルは、802.1D●STP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,●IEEE●802.1s）
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●
802.1D●STP 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（Tagged●VLAN）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ト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
VLAN●ID 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（Weighted●Round●Robin）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（incoming●traffic）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-sensitive●data）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●「ツール」−「再起動」−「工場出荷時設定」をご
参照ください。

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
メニュー パラメーター デフォルト値

システム IPv4●設定 システム IPアドレス 192.168.3.1

システムサブネットマスク 255.255.255.0

システムデフォルトゲートウェイ 0.0.0.0

システム IP モード Static

IPv6●設定 IPv6ステータス 無効

DNS DNS●IPv4●Server 0.0.0.0

IPアクセスリスト IP 制限ステータス 無効

管理者 ユーザー名 admin

パスワード admin

ユーザー
インターフェイス

タイムアウト設定 WebUIタイムアウト：● 10 分
CLIタイムアウト：● 30 分

Web 設定 Webステータス：● 有効
ポート（1-65535）：● 80

Telnet 設定 Telnetステータス：● 無効
ポート（1-65535）：● 23

SSH 設定 SSHステータス：● 無効
ポート（1-65535）：● 22

システム時間 設定モード ローカル時間

SSL SSLステータス 無効

DHCP 自動設定 自動設定ステータス 無効

システムログ タイムスタンプ 有効

メッセージバッファサイズ 50

Syslogステータス 無効

SNMP SNMP エージェントステータス 有効

SNMP●View 設定 Viewタイプ：Included

SNMPグループアクセス設定 セキュリティモデル：v1

SNMP ユーザー /グループ設定 SNMP バージョン：v1

トラップ管理グローバル設定 トラップステータス：有効

RMON RMONステータス 無効

IEEE●802.3az●EEE EEEステータス 無効

システム	デフォルト
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メニュー パラメーター デフォルト値
ネットワーク 物理

インターフェイス
管理状態 有効

モード 自動

Jumbo 有効

フローコントロール 無効

EAP パススルー 無効

BPDU パススルー 有効

スパニングツリー グローバル STPステータス 無効

トランキング トランキング設定 無効

ミラーリング ミラーリングステータス 無効

ループ防止 ループ防止ステータス 無効

IGMP●Snooping IGMP●Snooping 無効

ルーターに IGMPレポートのみ転送 有効

MLDスヌーピング MLDスヌーピング 無効

マルチキャスト
フィルター

マルチキャストフィルターモード すべてのグループを転送

帯域制御 ストームコントロール DLF：無効
ブロードキャスト：無効
マルチキャスト：無効

入力レート制限 帯域幅：64kbps × 15625
状態：無効

出力レート制限 帯域幅：64kbps × 15625
状態：無効

VLAN タグ付きVLAN 管理 VLANステータス：無効

ポート 許容可能フレームタイプ：すべて
入力フィルタリング：有効

フォワーディングテーブルモード設定 ラーニングモード：IVL

ダイナミックフォワーディングテーブル設定 ポート：すべて

プライベートVLANステータス 無効

Voice●VLAN Voice●VLAN●ステータス 無効

LLDP LLDP●ステータス 無効

QoS CoS QoSステータス 無効

ポートプライオリティ CoS 0

DSCP DSCPクラスマッピングステータス 無効

スケジューリング
アルゴリズム

スケジューリングアルゴリズム Strict●Priority

IPv6●Traffic●Class IPv6●Traffic●Class●ステータス 無効
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メニュー パラメーター デフォルト値
PoE PoE 給電設定 有効

Legacy 無効

プライオリティ 低

電力制限 自動

タイマー設定 未設定

セキュリ
ティ　

ポート
セキュリティ

グローバル設定 システム最大アドレス：無制限

ポート設定 ポート：All
状態：無効
違反時のアクション：プロテクト
セキュリティモード：
　　タイムアウト時に削除
エージングタイプ：アブソルート

アドレス設定 未設定

ポートアクセス
制御

ポートアクセス制御ステータス 無効

認証方式 ローカル

RADIUS サーバープライオリティ 1

サーバーポート 1812

Accounting●Port 1813

TACACS+ サーバープライオリティ 1

サーバーポート 49

タイムアウト 5 秒

サービス拒否 Land●Attack 許可

Blat●Attack 許可

TCP●Null●Scan 許可

TCP●Xmas●scan 許可

TCP●Synfin 許可

TCP●Syn●Srcport●less●1024 許可

Ping●Death●Attack 許可

TCP●Tiny●Frag●Attack 許可

DHCP●Snooping DHCP●Snooping●ステータス 無効

Trusted●Interfaces●Settings Trust：有効

バインディングデータベース設定 ポート：1
タイプ：Static

ツール 診断 ケーブル診断設定 ポート：1

再起動 再起動タイプ 再起動のみ

Ping 実行 送信先 IPアドレス 0.0.0.0

タイムアウト値 3 秒

Pingリクエスト数 10Times.
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2  各部の名称
前面パネル

EHB-SG2B24F-PLEHB-SG2B24F-PL

EHB-SG2B24EHB-SG2B24

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

2321191715131197531

24222018161412108642

25 26 27 28

RESET

PWR

LOOP

For Business

1000BASE-T

W e b  S m a r t EHB-SG2B24

SFP

LINK/ACT
10/100Mbps
1000Mbps

EHB-SG2B16F-PLEHB-SG2B16F-PL

EHB-SG2B16EHB-SG2B16

RESET

86

7531 151311

16141210

9

20191817

42

PWR

1 2

6 7

3

8

4

9 10

5

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

LOOP

For Business

1000BASE-T

W e b  S m a r t

EHB-SG2B16

SFP

LINK/ACT
10/100Mbps
1000Mbps

EHB-SG2B08-PLEHB-SG2B08-PL

1 3 5 7

2 4 6 8

9

10

86

7531

42

9 10PWR

LOOP

MODERESET

PoE
MAX LINK/ACT

PoE

For Business

PoE

EHB-SG2B08-PL
1000BASE-T

W e b  S m a r t

SFP

LINK/ACT

PoE

PWR FAIL
PWR OK

10/100Mbps
1000Mbps

EHB-SG2B08EHB-SG2B08

2 1 4 5

1

2

2

1

2

2

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5
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番号 項目 説明
1 LED インジケータ Power●LED 点灯 緑 電源 ON

消灯 − 電源 OFF

LINK/ACT●LED 点灯 緑 1000Mbps で接続

点滅 緑 1000Mbps でデータを送受信しています。

点灯 橙 10/100Mbps で接続

点滅 橙 10/100Mbpsでデータを送受信しています。

消灯 − リンクが確立していません。

PoE●LED
※ ●EHB-SG08-PL、

EHB-SG16F-PL、
EHB-SG24F-PL のみ

点灯 緑 PoE 給電を行っています。

消灯 − PoE 給電を行っていません。

PoE●Max●LED
※ ●EHB-SG08-PL、

EHB-SG16F-PL、
EHB-SG24F-PL のみ

点灯 赤 供給可能電力に到達しました。

消灯 −
供給可能電力に到達していません。PoE●
受電機器に給電可能です。

LOOP●LED 点滅 赤 ループが発生しています。

消灯 − ループが発生していません。

FAN●LED
※ ●EHB-SG16F-PL、

EHB-SG24F-PL のみ

点灯 緑 ファンが正常に動作しています。

点灯 赤 ファンに障害が発生しています。

2 リセットスイッチ このスイッチを約 10 秒押すと、工場出荷状態に戻ります。
※●工場出荷状態設定中、LED インジケータの表示は変わりません。

3 モード切替ボタン LINK/ACT●LEDとPoE●LED の表示を切り替えます。
切り替った MODE のランプが緑色に点灯します。

4 1000BASE-T/●
100BASE-TX/●
10BASE-T ポート●

各ポート、Auto●Negotiation をサポートしています。最適なデュプレックス
モード（半二重 / 全二重）と通信速度（1000/100/10Mbps）を自動的に
選択します。
各ポートは AUTO-MDIX 対応です。ポートタイプを自動判別して接続する
ため、ストレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要がありません。

•●通信速度やデュプレックスモードを固定に設定すると、AUTO-MDIX
機能は無効となります。

•●1000BASE-T で使用する場合、接続ケーブルはカテゴリー 5e 以上に
対応した IEEE802.3ab 準拠製品を接続してください。

5 SFP ポート 1000BASE-LX、1000BASE-SX モジュールを取り付けるためのポートです。
Auto●Negotiationとフローコントロールをサポートし、全二重の通信方式
および 1Gbps の通信速度で動作します。
※●SFP ポートは、エレコム製のモジュールのみサポートします。
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3  本製品の設置方法

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.	 ●AC ケーブルを接続します。Power●LED が点灯します。

1 3 5 7

2 4 6 8

9

10

86

7531

42

9 10PWR

LOOP

MODERESET

PoE
MAX LINK/ACT

PoE

For Business

PoE

EHB-SG2B08-PL
1000BASE-T

W e b  S m a r t

SFP

LINK/ACT

PoE

PWR FAIL
PWR OK

10/100Mbps
1000Mbps

1 3 5 7

2 4 6 8

9

10

PWR

LOOP

MODERESET

PoE
MAX LINK/ACT

PoE

2.	LAN ケーブルで PCと本製品を接続します。(LINK/ACT●LED が点灯することを確認 )

1 3 5 7

2 4 6 8

9

10

86

7531

42

9 10PWR

LOOP

MODERESET

PoE
MAX LINK/ACT

PoE

For Business

PoE

EHB-SG2B08-PL
1000BASE-T

W e b  S m a r t

SFP

LINK/ACT

PoE

PWR FAIL
PWR OK

10/100Mbps
1000Mbps

1 3 5 7

2 4 6 8

9

10

PWR

LOOP

MODERESET

PoE
MAX LINK/ACT

PoE

※ポート1 にケーブルを接続した場合

3.	設定する端末の IP アドレスを「192.168.3.2」、サブネットマスクを「255.255.255.0」
に固定します。

❶ [スタート] − [コントロールパネル］をクリックします。
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❷ ●●[ ネットワークとインターネット] の [ ネットワークの状態とタスクの表示 ] をクリックし
ます。

❸「ネットワークと共有センター」画面左上の [アダプター設定の変更 ] をクリックします。

❹ [ ローカルエリア接続 ] を選択し、右クリックして [プロパティ] をクリックします。

❺ ●[ ローカルエリアのプロパティ] 画面で [ インターネット●プロトコル●バージョン●4（TCP/
IPv4）] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
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❻●インターネット●プロトコル●バージョン●（TCP/IPv4）画面で [ 次の IPアドレスを使う] を
選択し、IPアドレスに「192.168.3.2」、サブネットマスクに「255.255.255.0」入力して
[OK] をクリックします。

4.	Webブラウザー（GoogleChrome など）を起動し、アドレスバーに「192.168.3.1」と
入力します。

5.	ユーザー名とパスワードに「admin」を入力し、[OK] をクリックします。

ユーザー名：admin

パスワード：admin

6.	Webブラウザーインターフェイスが表示されます。

※●当社ホームページで公開しているユーザーズマニュアルには、VLAN 設定など各種設
定方法が記載されています。本製品の設定を行う前にお読みください。

以上でセットアップは完了です。
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WebUI 設定

このセクションでは Web ブラウザー経由で各機能を設定する方法の詳し
い解説とともに本スイッチの基本機能について説明します。
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1  Web インターフェイスを使用する

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。ブラウザー経由でスイッチ
の設定やネットワークステータスを監視するための統計を確認することができます。Web
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。

Webブラウザーインターフェイ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。

Web管理画面へのログイン

本スイッチの Web 管理画面にアクセスするため、次の手順でログインします。

1.	コンピューターでブラウザーを起動します。
2.	本スイッチの IPアドレスを入力します。
3.	ユーザー認証画面で、パスワードを入力し、「OK」をクリックします。

図 1： URL の入力画面

MEMO
工場出荷時は、IPアドレス「http://192.168.3.1/」、●サブネットマスク「255.255.255.0」と設定されています。
工場出荷時 ( 初期設定）の本スイッチの Web 管理画面へログインする際には、設定用 PC のアドレスを
以下のとおりに設定します。
設定用 PC の IPアドレス：192.168.3.x（x は 2 ～ 254 の間の整数）
サブネットマスク：255.255.255.0 に設定。

※●本スイッチの IP アドレスを変更する場合は、P43「IPv4 設定」または、P45「IPv6 設定」を参照く
ださい。　

Webブラウザーインターフェイスを使用する



35

●

図 2： ユーザー認証画面

MEMO パスワードの初期値は［admin］です。
「言語」で表示言語を［英語］または［日本語］にすることが可能です。

ホーム

ブラウザーから本スイッチの 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。ホーム画面は 3 つのエリアで構成されています。
スクリーンの上側にスイッチフロントパネルのイメージ、左側にメインメニュー、そして
スクリーン右側に IPアドレスなどのスイッチ情報が表示されます。メインメニューのリン
クは他のメニューへの移動に使用し、設定パラメーターと統計値をエリア3 に表示します。

図 3： ホーム画面

エリア 3

エリア 2

エリア 1

●◆ エリア1●−●本スイッチの前面パネルイメージを表示します。
●◆ エリア2●−●●表示するメニューを選択します。メニューアイコンをクリックし、サブメニュー

の表示/非表示をします。
●◆ エリア3●−●●IPアドレスなど、スイッチ情報が表示されます。

MEMO ユーザートラフィックもしくは装置の高負荷時に WebGUI の表示が遅延または表示できない場合、Ping、
SNMP に応答できない場合があります。
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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。ページ内で設定値を変更した時は、新しい設定を反映するために［適用］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

適用 システムに特定の値を設定します。

追加 システムに特定の値を追加します。

検索 特定の値を検索します。

削除 システムで特定の値を削除します。

すべて削除 システムでテーブル内すべての値を削除します。

更新 システムで特定の値を更新します。

変更 システムの特定の値を変更します。

復元 特定の値を復元します。

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

デフォルトにリセット 設定した値をキャンセルし現在の値を初期値に戻します。

View 現在の値を表示します。

パネル表示

ホーム画面上側（エリア1）は本スイッチ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［更新なし］（無効）となっています。更新間隔をドロップダウンリストから
変更すると画面に表示されているデータを設定した間隔に 1 回リフレッシュします。（「更
新間隔」オプション：更新なし、10 秒、30 秒、1 分、5 分；初期値：更新なし）

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、本スイッチの
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。
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表 4：メニュー（Menu）
メニュー 詳細 ページ
スイッチ情報 本スイッチのハードウェア情報や IP アドレスといった設定情

報などを表示します。
40●

システム 42●

システム管理 システムの名前、ロケーション、連絡先を設定します。 42●

IPv4 設定 IPv4 の設定をします。 43●

IPv6 設定 IPv6 の設定をします。 45●

IPv6 ネイバー IPv6 ネイバーの設定をします。 47●

DNS DNS サーバーの設定をします。 49●

IPアクセスリスト IPアクセスリストを表示、編集します。 50●

管理者 管理者の設定をします。 51●

ユーザーインターフェイス デバイスがタイムアウトするまでの時間などUI を設定します。 53●

システム時間 SNTP など時間の設定をします。 56●

SSL SSL の有効 / 無効を設定します。 59●

DHCP 自動設定 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）
を設定します。

60●

システムログ システムログの範囲、記録方法、有効 / 無効について設定し、
ログを表示します。

61●

SNMP SNMP（シンプル●ネットワーク●マネージメント●プロトコル）を
設定します。

63●

RMON SNMP 機能に対するRMON（リモートモニタ）の設定をします。 73●

統計 本スイッチの統計情報を表示します。 80●

IEEE●802.3az●EEE 省電力機能の設定をします。 82●

ネットワーク 84●

物理インターフェイス 各ポートにスピードモードやジャンボフレームなどのパラメー
ターを割り当てます。

84●

スパニングツリー STP、RSTP および MSTP のグローバルブリッジ設定をします 86●

トランキング トランキングやポートの優先順位の設定を行います。 91●

ミラーリング ローカルまたはリモートミラーリングのために入力ポートと出
力ポートを設定します。

92●

ループ防止 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。

93●

Static●Unicast Static●Unicast の設定をします。 95●

Static●Multicast Static●Multicast の設定をします。 97●

IGMP●Snooping 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（Internet●Group●Management●Protocol●Snooping）の
設定をします。

98●

MLDスヌーピング MLDスヌーピングの設定をします。 103●

マルチキャストフィルター マルチキャストフィルタリングの設定をします。 107●
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メニュー 詳細 ページ
帯域制御 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。
108●

VLAN VLAN に関する設定をします。 111●

Voice●VLAN 音声 VLAN 機能の設定をします。 118●

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。

122●

QoS 126●

CoS CoS の設定をします。 126●

ポートプライオリティ ポートの優先順位を設定します。 127●

DSCP DSCP●の値を QoS●クラスにマッピングし、優先レベルの設定
をします。

128●

スケジューリングアルゴリズム スケジューリングアルゴリズムの設定をします。 129●

IPv6●Traffic●Class IPv6●トラフィッククラス●の設定をします。 130●

PoE※ 1 132●

PoE ポートにおけるPoE●機能の設定をします。 132●

タイマー設定 PoE 機能を行う時間の設定をします。 134●

セキュリティ 136●

ポートセキュリティ ポートセキュリティの設定をします。 136●

ポートアクセス制御 ポートアクセス制御の設定をします。 140●

ダイヤルインユーザー ダイヤルインユーザーの設定をします。 144●

RADIUS RADIUS の設定をします。 145●

TACACS+ TACACS+ の設定をします。 146●

送信先 MACフィルター 送信先 MACフィルターの設定をします。 147●

ARPスプーフィング防止 ARPスプーフィングの防止設定をします。 148●

サービス拒否 DoS 攻撃の各種設定をします。 149●

DHCP●Snooping DHCP●スヌーピングの設定をします。 151●

ACL ACL の設定をします。 156●

ツール 162●

ファームウェアの
アップグレード

「HTTP」、「TFTP」経由を選択し、ファームウェアのバックアッ
プやアップデートをします

162●

設定 本スイッチの設定情報のバックアップ / 復元 / 保存をします。 164●

診断 ケーブルの診断をします。 166●

再起動 スイッチを再起動します。 168●

Ping 実行 Ping テスト設定をし、Ping を行います。 169●

※ 1●●対象メニューは EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16F-PL、EHB-SG2B24F-PL にのみ提供されます。
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本製品は「保存されている設定値」と「動作させている設定値」の２つの設定値を保持
しておりますが、設定変更後の値を保持し続けたい場合には、「保存されている設定値」
としてフラッシュへ設定を書き込む必要があります。

保存されている設定値 動作させている設定値
この値は起動時に「動作させている設定値」にコ
ピーされ、その設定値で起動します。本設定値は、
フラッシュに書き込まれる為、消えません。

現在、システム上で動作している設定値です。
本設定値は、メモリ上でのみ存在しているため、

「再起動」をすると、この値は消えてしまいます。

IPアドレスの初期値（192.168.3.1）を任意値（192.168.3.200）に変更した場合を例とし
て以下に記載します。

STEP1. 設定変更の適用
　●システム●>●IPv4●設定の順にクリックし、IPv4 設定画面より、IPアドレスを書き換えた後、

［適用］をクリック。
　※ この状態でシステムを再起動すると、［適用］した IP アドレスは反映されず、「保存されている設定値

（192.168.3.1）」に戻ります。

MEMO
[適用]をクリックすると、変更内容の保存を促す、
“フラッシュへの設定保存”のポップアップ画面が
表示されます。

保存されている設定値 動作させている設定値
IPアドレス●：192.168.3.1 IPアドレス●：192.168.3.1

↓
IPアドレス●：192.168.3.200

［ 適用 ］では「動作させている設定値」のみ変更

STEP2. 設定変更情報のフラッシュへの設定保存
　ツール●>●設定●>●保存の順にクリック後、［フラッシュに設定を保存］をクリック。

保存されている設定値 動作させている設定値
IPアドレス●：192.168.3.1

↓
IPアドレス●：192.168.3.200

IPアドレス●：192.168.3.200

「動作させている設定値」を［フラッシュ ］に保存されます。

※フラッシュへの設定保存適用後は、システムを再起動しても「保存されている設定値（192.168.3.200）」
で起動します。

設定項目の保存
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2  スイッチ情報

Web 管理画面から本製品の情報が表示されます。

パス
スイッチ情報

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆システム稼働時間●―●システムが起動してからの累計時間を表示

●◆ランタイムイメージ●―●インストールされているファームウェアのバージョンを表示

●◆ブートローダー●―●ブートローダーのバージョンを表示

ハードウェア情報

●◆ DRAMサイズ●―●本スイッチに実装されているDRAMの容量●を表示

●◆フラッシュサイズ●―●本スイッチに実装されている●Flash●メモリーの容量を表示

管理者情報

●◆システム名●―●スイッチに割り当てられている名称を表示

●◆システムローケーション●―●スイッチが位置している場所を表示

●◆システム連絡先●―●システムの管理者を表示

システム MAC,アドレス●IPv4 情報

●◆ MACアドレス●―●本スイッチのMACアドレスを表示

●◆ IPアドレス●―●本スイッチのIPアドレスを表示

●◆ サブネットマスク●―●設定したサブネットマスクを表示

スイッチ情報
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●◆デフォルトゲートウェイ●―●設定したシステムデフォルトゲートウェイを表示

IPv6●情報

●◆ IPv6●ユニキャストアドレス/プレフィックス●―●IPv6●セットアップで設定したIPv6ユニキャ
ストアドレス/プレフィックス長を表示

●◆ IPv6●デフォルトゲートウェイ●―●IPv6●セットアップで設定したIPv6ゲートウェイを表示

●◆リンクローカルアドレス/プレフィックス長●―●IPv6●セットアップで設定したIPv6リンク
ローカルアドレス/プレフィックス長を表示

自動ネットワーク機能

●◆ IPv4●DHCPクライアントモード●―●無効か有効かを表示

●◆ IPv6●DHCPクライアントモード●―●無効か有効かを表示

Web インターフェイス
スイッチ情報を表示します。

1.	Webブラウザーインターフェイスにアクセスもしくはメインメニューのスイッチ情報をク
リックします。

図 4： スイッチ情報画面
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3  システム

本スイッチの IPアドレスやユーザーインターフェイスなどの基本的な設定をします。

システム名、システムローケーション、システム連絡先を設定し、システム情報を登録し
ます。

パス
システム●-●システム管理

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆ システム説明●―●本スイッチの説明を表示

●◆ システムオブジェクトID●―●本スイッチに割り当てられているオブジェクトIDを表示

●◆ システム名●―●ネットワーク上で本スイッチを識別できるよう名前を設定、登録すること
により、Web管理画面を使用する際にLAN上の他の機器の中から特定の機器を認識し
やすくなります。（範囲：最大15文字）

●◆ システムローケーション●―●ネットワーク上のスイッチの場所を入力、登録することによ
り、Web管理画面を使用する際にLAN上の他の機器の中から特定の機器を認識しやす
くなります。（範囲：最大30文字）

●◆ システム連絡先●―●システムの管理者（範囲：最大30文字）

入力情報 使用可能文字
システム名 /
システムローケーション /
システム連絡先共通

「半角 0-9、A-Z、a-z、*●、-●、+●、.●、!●、#●、$●、%、&、=、~、^、
(●、`●、{●、[●、@、)●、}●、]●、_●、（半角スペース）」のみ

入力不可文字
「全角、"●、'●、|●、\●、;●、:●、,●、/●、<、>、?●」

Web インターフェイス
システム情報を登録します。

1.	システム●＞●システム管理の順にクリックします。

システム管理
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2.	システム名、システムローケーション、システム連絡先を入力します。

3.	［適用］をクリックします。

図 5： システム設定画面

IPv4●設定画面より、本製品に割り当てる IPv4アドレスを設定します。IPアドレスを設定
する場合は、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 192.168.3.1 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つ並び、そ
れぞれピリオドで区切られています。

パス
システム●-●IPv4 設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆ MACアドレス●―●本スイッチのMACアドレスを表示

IPv4 設定
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●◆ IPアドレス●―●IPモードを［Static］にした場合、VLAN●ID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：192.168.3.1）

●◆ サブネットマスク●―●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）

●◆ デフォルトゲートウェイ―●IPモードを［Static］にした場合、IPアドレスのゲートウェイを設
定します。（初期値：0.0.0.0）

●◆ IPモード●―●IP●アドレスを取得するモードを選択します。（オプション：Static、DHCP；初期
値：Static）

●n Static●―●本スイッチの IPアドレス、サブネットマスクおよびデフォルトゲートウェ
イを固定設定します。本モードを選択した場合には、「IPアドレス」、「サブネット
マスク」および「デフォルトゲートウェイ」を入力します。

●n DHCP●―●DHCP を使用して IPアドレス、サブネットマスクおよびデフォルトゲー
トウェイを割り当てます。

Web インターフェイス
IPv4 を設定します。

1.	システム●＞●IPv4 設定●の順にクリックします。

2.	 IPv4 の設定情報を入力します。

3.	［適用］をクリックします。

図 6： IPv4 設定画面
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スイッチの IPv6 情報、システム情報、ルートを設定します。

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 によるアクセスが可能です。リンクローカル
アドレスは構成が容易であり、小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、より大規模のネットワークに接続する場合、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
システム●-●IPv6 設定

使用ガイドライン
●◆ すべてのIPv6アドレスはRFC●2373の“IPv6●Addressing●Architecture”（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。

●◆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イス識別子（例：ＭＡＣアドレス）のmodified●EUI-
64（Extended●Universal● Identifier）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を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。

●n ●ローカルインターフェイ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、インターフェイス識別子の modified●EUI-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。

●n ●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
ドレスを手動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management●VLANは、IP設定画面での設定が必要
です。43ページの「IPv4設定」を参照します。

IPv6 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。

IPv6●設定

●◆ IPv6 ステータス●―●IPv6を［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効；初期
値：無効）

●◆ DHCPv6 クライアント●―IPv6ステータスが［有効］の場合、DHCPv6クライアントを［有効］
または［無効］にします。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ IPv6 ユニキャストアドレス / プレフィックス長●―●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。

●◆ IPv6 Staticゲートウェイ●―●IPv6形式におけるネクストホップゲートウェイアドレスに対
応するIPv6アドレスを設定します。

●◆ IPv6 Dynamicゲートウェイ●―●IPv6形式におけるシステムIPアドレスのゲートウェイを設
定します。

NS 再送信時間

●◆ NS再送信時間●―●NS（Neighbor●Solicitation）の再送タイマ（秒）を設定します。（範囲：
1-3600秒；初期値：1）

リンクローカルアドレス

●◆ 自動リンクローカルアドレス●―●自動リンクローカルアドレスを［有効］または［無効］にし
ます。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆リンクローカルアドレス / プレフィックス長●―●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、リンクローカルアドレスを手動入力で設定します。

Web インターフェイス
IPv6 情報およびシステム情報の設定をします。

1.	 ●システム●＞●IPv6 設定の順にクリックします。

2.	 IPv6 の各種パラメーターの設定をします。

3.	 ●［適用］をクリックし、設定を有効にします。
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図 7： IPv6 設定画面

IPv6●ネイバーを本スイッチへ設定します。

パス
システム●-●IPv6●ネイバー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

IPv6●ネイバー設定

●◆ ネイバーIPv6アドレス●―●ネイバーのIPv6アドレスを設定します。

●◆リンク層 MACアドレス●―リンクレイヤーのMACアドレスを設定します。

IPv6●ネイバー設定

●◆ ネイバーIPv6アドレス●―●ネイバーのIPv6アドレスを入力します。

●◆リンク層 MACアドレス●―リンクレイヤーのMACアドレスを入力します。

IPv6	ネイバー
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●◆ 状態●―●ネイバーIPv6アドレスのモードを選択します。（オプション：すべて、Static、
Dynamic；初期値：すべて）

Web インターフェイス
IPv6 ネイバーの設定します

1.	 ●システム●＞●IPv6 ネイバーの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

IPv6 ネイバーの新規登録
画面上側で［ネイバー IPv6アドレス］および［リンク層●MACアドレス］を入力し、［追
加］をクリックします。

エントリーの検索
画面下側で「ネイバーIPv6アドレス」「リンク層●MACアドレス」欄を入力、「状態」欄で［す
べて］、［Static］または「ダイナミック」を選択し、「Action」欄で［検索］をクリック
します。

エントリーの削除
削除したいネイバー IPv6 の「Action」欄で［削除］をクリックします。

図 8： IPv6 ネイバー設定画面
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DNS サーバーを本スイッチへ設定します。

パス
システム●-●DNS

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

DNS サーバー設定

●◆ DNS IPv4 Server●―●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のアドレスを設定します。

●◆ DNS IPv6 Server●―IPv6でのホストネームと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アドレスを設定します。

Web インターフェイス
DNS サーバーの設定をします。

1.	 ●システム●＞●DNS の順にクリックします。

2.	DNS サーバーのアドレスを入力します。

3.	 ●［適用］をクリックし、設定を有効にします。

図 9： DNS サーバー設定画面

DNS
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IPアドレスによるアクセス制限に関連する設定をします。

パス
システム●-●IPアクセスリスト

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

IPアクセスリスト

●◆ IP制限ステータス●―●IP制限を［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効；初
期値：無効）

IPアドレス設定

●◆ IPアドレス●―●アクセス可能なIPアドレスを追加します。

IPアクセスリストテーブル

●◆ Index●―●●リスト番号。

●◆ アクセス可能なIP●―●登録されているIPアドレスを表示します。

Web インターフェイス
IPアドレスによるアクセス制限に関連する設定をします。

1.	 ●システム●＞●IPアクセスリストセットアップの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

IP 制限をする
画面上側［IP 制限ステータス］で［有効］を選択し、［適用］をクリックします。

アクセス許可をする IP アドレスを追加する
画面中段［IPアドレス」で該当する側（IPv4または IPv6）を入力し、［追加］をクリッ
クします。

アクセス許可をする IP アドレスを削除する
IPアクセスリストテーブルで削除した IPアドレス横にある［削除］をクリックします。

IPアクセスリスト
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図 10： IP アクセスリスト画面

Web 管理画面にログインする管理者のユーザー名とパスワードを設定します。

パス
システム●-●管理者

機能の使用方法
●◆デフォルトのユーザー名は”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、できる限り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。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

管理者設定

●◆ ユーザー名●―●ユーザーの名前です。（最大：12文字）

●◆ パスワード●―●ユーザーのパスワードを指定します。
（範囲：0-12 文字の平文、大文字小文字を区別します）

●◆ パスワード確認●―●エラーとならないよう、ひとつ前の［パスワード］欄で入力した文字列
を再び入力します。これら２つの内容が一致しない場合、スイッチは管理者の設定を行
いません。

管理者
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管理者テーブル

●◆ 本スイッチに登録している管理者が一覧で表示されます。

Web インターフェイス
以下の手順で管理者を設定します。

1.	 ●システム●＞●管理者の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

管理者を追加する
管理者設定で「ユーザー名」「パスワード」「パスワード確認」を入力し、追加をクリッ
クします。

管理者のパスワードを変更する
管理者テーブルでパスワード変更したいユーザー名の右にある［変更］をクリックしま
す。表示される「変更管理」画面で新しいパスワードを 2 回入力し、［適用］をクリッ
クします。

図 11： 管理者設定画面

図 12： 管理者テーブル ー Atcion の変更画面



53

●

WebUI/Telnet/SSH の各ユーザーインターフェイスに対する設定をします。

タイムアウト

ユーザーインターフェイス設定画面より、デバイスがタイムアウトするまでの時間を設定
します。

パス
システム●-●ユーザーインターフェイス

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆ WebUIタイムアウト●―●ユーザーがWeb管理画面で操作をしなかった場合に、デバイス
がタイムアウトするまでの時間（分）を設定します。（範囲：3-60分；初期値：10）

●◆ CLIタイムアウト●―●ユーザーがCLI（Command●Line● Interface）管理画面で操作をしな
かった場合に、デバイスがタイムアウトするまでの時間（分）を設定します。（範囲：3-60
分；初期値：30）

Web インターフェイス
タイムアウトするまでの時間を設定します。

1.	 ●システム●＞●ユーザーインターフェイス●の順にクリックします。

2.	デバイスがタイムアウトするまでの時間をそれぞれ入力します。

3.	 ●［適用］をクリックします。

図 13： タイムアウト設定画面

ユーザーインターフェイス
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Web

WebUI 経由でアクセスに関する設定をすることができます。

パス
システム●-●ユーザーインターフェイス●-●Web

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆ Web ステータス●―●［有効］または［無効］を選択します。（オプション：有効、無効；初期
値：有効）

●◆ ポート （1-65535）●―●アクセスする際に使用するポート番号を入力します。（範囲：
1-65535；初期値：80）

Web インターフェイス

1.	 ●システム●＞●ユーザーインターフェイス●＞●Web の順にクリックします。

2.	WebUI 経由でのアクセス許可状態を選択します。

3.	 ●［適用］をクリックします。

図 14： Web 設定画面

Telnet

Telnet 経由でアクセスに関する設定をすることができます。

パス
システム●-●ユーザーインターフェイス●-●Telnet
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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。

●◆ Telnet ステータス―●［有効］または［無効］を選択します。（オプション：有効、無効；初期
値：無効）

●◆ ポート （1-65535）●―●アクセスする際に使用するポート番号を入力します。（範囲：
1-65535；初期値：23）

Web インターフェイス

1.	 ●システム●＞●ユーザーインターフェイス●＞●Telnet の順にクリックします。

2.	Telnet 経由でのアクセス許可状態を選択します。

3.	 ●［適用］をクリックします。

図 15： Telnet 設定画面

SSH

SSH（Secure●Shell）は、安全性の低いネットワーク上においても、安全なリモートログ
インおよびネットワークサービスを実現するプロトコルです。SSH は、リモートのホストコ
ンピュータへの安全なログインや、リモートのエンドノードでの安全なコマンド実行メソッ
ドを可能にし、信頼関係を結んでいないホスト間に暗号化と認証を利用した安全な通信
を提供します。
高度なセキュリティ機能を備えた SSH は、ネットワーク通信を脅かす数々のセキュリティ
ハザードに対して、強力な監視者としての役割を担います。

パス
システム●-●ユーザーインターフェイス●-●SSH
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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。

●◆ SSH ステータス ―●［有効］または［無効］を選択します。（オプション：有効、無効；初期値：
無効）

●◆ ポート （1-65535）●―●アクセスする際に使用するポート番号を入力します。（範囲：
1-65535；初期値：22）

Web インターフェイス

1.	 ●システム●＞●ユーザーインターフェイス●＞●SSH の順にクリックします。

2.	SSH 経由でのアクセス許可状態を選択します。

3.	 ●［適用］をクリックします。

図 16： SSH 設定画面

タイムゾーン、サマータイムなどシステム時間を設定します。

タイムゾーン●―●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。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 66 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。

システム時間
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パス
システム●-●システム時間

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

現在時刻の設定

●◆ 設定モード●―●システムに設定されている設定モードを表示

●◆ 現在時刻●―●システムに設定されている現在の時刻を表示

●◆タイムゾーン●―●システムに設定されているタイムゾーン名を表示

日付 / 時刻設定

●◆ 設定モード ―●システム時刻を設定するモードを選択します。（オプション：ローカル時
間、SNTP；初期値：ローカル時間）

●n ローカル時間 ―●システム時刻を直接設定します。

●n SNTP ―●システム時刻を SNTP サーバーから受信するように設定します。

現地時間設定

●◆ 日付設定 ―●現在のシステム日付を設定します。項目のフォーマットは年/●月/●日です。

●◆ 時間設定 ―●現在のシステム時刻を時:●分:●秒（24時間制）で設定します。例：午後9時であ
れば21:00:00●と設定します。

SNTP（Simple●Network●Time●Protocol）設定

●◆ SNTPプライマリサーバー ―●［IPv4］、［IPv6］または［ドメイン名］を選択し、システム時刻
を受け取るSNTPプライマリサーバーのアドレスを設定します。

●◆ SNTPセカンダリサーバー ―●［IPv4］、［IPv6］または［ドメイン名］を選択し、システム時刻
を受け取るSNTPセカンダリサーバーのアドレスを設定します。

MEMO
[SNTP サーバーの設定例 ]

〈 IPv4 の場合 〉
MFEED●：210.173.160.27
NICT● ：133.243.238.243

〈 IPv6 の場合 〉
MFEED●：2001:3a0:0:2001::27:123
NICT● ：2001:df0:232:eea0::fff3
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●◆ SNTPポーリング間隔 ―●SNTPサーバーにユニキャストによる問い合わせを行う間隔を
設定します。（範囲：1-60（分）；初期値：1）

●◆ タイムゾーン●―●ドロップダウンボックスにある66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。（初期値：（GMT+9:00）大阪、札幌、東京）

追加時間パラメーター

●◆ サマータイムステータス●―●サマータイムを［有効］または［無効］にします。（オプション：
有効、無効；初期値：無効）

サマータイムステータスを有効にした場合、「開始日時」、「終了日時」、「DST オフセット」
をスイッチに設定することで、任意のサマータイムゾーンの適用が可能です。

●◆ 開始日時●―●サマータイムの開始日時

●◆ 終了日時●―●サマータイムの終了日時

●◆ DSTオフセット●―●サマータイム期間中に加算する分数（オプション：1時間、30分；初期
値：1時間）

Web インターフェイス
以下の手順でシステムの時刻（タイムゾーン、サマータイムなど）を設定します。

1.	システム●＞●システム時間の順にクリックします。

2.	日付 / 時刻設定で設定モードを選択します。

3.	設定モードが「ローカル時間」の場合、現地時間設定でシステムの日時設定を入力し
ます。「SNTP」の場合、SNTP（Simple●Network●Time●Protocol）設定の各項目を設
定します。

4.	サマータイムを使用する場合、「追加時間パラメーター」欄で「サマータイムステータ
ス」を［有効］にし、「開始日時●」、「終了日時」、「DST オフセット」を設定します。

5.	［適用］をクリックします。
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図 17： 現在時刻の設定画面

SSL（Secure●Sockets●Layer）とは、認証、デジタル署名および暗号化を使用して、Web●
管理ホストとスイッチの Web●UI 間に安全な通信パスを提供するセキュリティ機能のこと
です。これらのセキュリティ機能は、暗号のパラメーター・暗号化アルゴリズム・キー長
を決定する、暗号スイートと呼ばれるセキュリティ文字列により実現可能です。

MEMO
SSL が有効である場合、下記制限が発生致します。
・●暗号化機能によりWeb を開く際に従来より長い時間がかかります。設定を保存後、スイッチのサマリ

ページの表示まで 10 秒ほどお待ちください。
・http によるWebUIアクセスは行えなくなりますので、https にてアクセスを行ってください。

パス
システム●-●SSL

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

SSL



60

Section●2　WebUI 設定

●◆ SSLステータス●―●SSL機能を［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効；初
期値：無効）

Web インターフェイス
以下の手順で設定します。

1.	 ●システム●＞●SSL の順にクリックします。

2.	「SSLステータス」で、［有効］または［無効］を選択します。

3.	［適用］をクリックします。

図 18： SSL 設定画面

DHCP 自動設定機能を有効または無効にします。

有効にした場合、スイッチは起動時に自動で TFTP サーバから設定ファイルを取得します。
スイッチが TFTP サーバから設定ファイルを取得できない場合は、スイッチのフラッシュ
メモリーに保存された最新の設定ファイルが読み込まれます。

パス
システム●-●DHCP 自動設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆ 自動設定ステータス●―●DHCP自動設定機能を［有効］または［無効］にします。（オプショ
ン：有効、無効；初期値：無効）

DHCP自動設定
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Web インターフェイス
以下の手順で設定します。

1.	 ●システム●＞●DHCP 自動設定の順にクリックします。

2.	「自動設定ステータス」で、［有効］または［無効］を選択します。

3.	［適用］をクリックします。

図 19： DHCP 自動設定画面

システムログ画面を使用し、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
ジを送信するように設定します。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。

機能の使用方法
Syslogステータスが［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 パケットは常に送信され
ます。

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

●◆ タイムスタンプ●―●［有効］を選択すると、ログメッセージに時刻情報を設定します。（オプ
ション：有効、無効；初期値：有効）

●◆ メッセージバッファサイズ●―●ログメッセージの容量サイズを設定します。（範囲：1-200；
初期値：50）

●◆ Syslogステータス●―●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
メッセージ送信を［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

システムログ
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●◆ SyslogサーバーIP●―●IPv4またはIPv6を選択し、syslogメッセージを送信するためのシ
ステムログサーバーのIPアドレスを設定します。

●◆ Facility●―●システムログがリモートサーバーに送信されるファシリティ値を選択します。
サーバーに割り当てられるファシリティ値は1つのみです。（設定可能範囲：local●0●～●
local●7；初期値：local●0）

●◆ ログレベル●―●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。以下の種類があります。（初期値：info）

●n 情報（Info）●―●情報、警告、エラーを送信します。

●n 警告（Warning）●―●警告、エラーを送信します。

●n クリティカル（Critical）●―●エラーを送信します。

●n アラート（Alert）●―●エラーを送信します。

●◆ UDPポート （514 もしくは 6000-65535）●―●ログが送信されるUDPポートを指定します。
（範囲：514もしくは●6000-65535；初期値：514）

画面下側にログメッセージが表示されています。

Web インターフェイス
Syslog 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.	システム●＞●システムログの順にクリックします。

2.	Syslog ステータスを［有効］にし、Syslog 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.	［適用］をクリックします。

4.	画面下側に表示されているログメッセージを更新するには、メッセージウインドウ下に
ある［更新］をクリックします。また、削除したい場合には［削除］をクリックします。
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図 20：  システムログ設定画面

SNMP（Simple●Network●Management●Protocol）は、OSI 参照モデルの第 7 層（アプリケー
ション層）のプロトコルです。
ネットワークデバイスの管理やモニタリングを行います。ネットワーク管理デバイスは、
SNMP を利用してゲートウェイやルーターなどのネットワークデバイスの設定状態の確認・
変更、更にスイッチまたは LAN に対し、適切な操作のための設定、パフォーマンスの監視、
問題の検出を行います。
SNMP をサポートする管理デバイスは、スイッチ上で動作するSNMP エージェントと呼ば
れるソフトウェアを実装しています。
本スイッチは SNMP エージェントが管理する定義された変数（管理オブジェクト）により、
デバイスの管理を行います。これらのオブジェクトは MIB（Management●Information●
Base）内に定義され、デバイス上の SNMP エージェントにより管理される情報表示の基
準を、管理側のデバイスに伝えます。SNMP では、MIB の仕様とネットワークを経由して
これらの情報にアクセスするために使用するプロトコルのフォーマットを定義しています。

MEMO ユーザートラフィックもしくは装置の高負荷時に WebGUI の表示が遅延または表示できない場合、Ping、
SNMP●に応答できない場合があります。

SNMP
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設定

SNMP エンジン ID を設定します。エンジン ID は、スイッチの SNMP●v3 を確認するのに
使用される固有の識別子です。

パス
システム●-●SNMP

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ステータス設定

●◆ SNMPエージェントステータス●―●SNMPサービスを［有効］または［無効］にします。（オプ
ション：有効、無効；初期値：有効）

SNMP エンジン ID 設定

●◆ Engine ID●―●SNMPエンジンIDを設定します。（0●～●9の数字とa●～●fの英字が入力でき
ます。入力可能な長さは10●～●64以内です。）

Web インターフェイス
SNMP エンジン ID を設定します。

1.	 ●システム●＞●SNMP●の順にクリックします。

2.	ステータス設定で［有効］を選択し、［適用］をクリックします。

3.	Engine●ID を入力し、［適用］をクリックします。

MEMO 設定を初期値に戻す場合は、［デフォルトにリセット］をクリックします。

図 21： ステータス設定画面
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View

SNMP ビューでは、MIB ツリーのどの部分をリモートSNMP マネージャーからアクセスで
きるようにするかを設定します。

パス
システム●-●SNMP●-●View

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

SNMP●View 設定

●◆ View名●―●ビュー名を設定します。（32文字制限）

●◆ サブツリーOID●―●ビューのOID（Object● Identifier）サブツリーを設定します。［Subtree●
OID］で設定したOIDが、SNMPマネージャーがアクセス可能な範囲であるかを設定し
ます。

●◆ OIDマスク●―●サブツリーOIDのマスクを設定します。「1」はこのオブジェクト番号は関連
することを意味し、「0」は関連しないことを意味します。
例：マスク1.1.1.1.1.1●を持つ .0●1.3.6.1.2.1.1●は 1.3.6.1.2.1.X を意味します。

●◆ Viewタイプ●―●ビュータイプを設定します。（オプション：Included、Excluded；初期値：
Included）

●n Included●―●設定した OID を SNMP マネージャーからのアクセスに含めます。

●n Excluded●―●設定した OID を SNMP マネージャーからのアクセスから除外します。

SNMP●View テーブル

●◆ 画面上側の「SNMP●View設定」で追加したSNMP●Viewが一覧表示されます。

Web インターフェイス
MIB ツリーのどの部分をリモートSNMP マネージャーからアクセスできるようにするかを
設定します。

1.	 ●システム●＞●SNMP●＞●View の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

SNMP View を追加する
SNMP●View 設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内容は
下の表に表示されます。
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SNMP View を削除する
SNMP●View テーブルで削除したいビュー名の右にある［削除］をクリックします。

図 22： SNMP View 設定画面

グループ

SNMP のグループアクセスに関する設定をします。
SNMP●v3 は、ユーザーグループの MIBアクセスポリシー、セキュリティポリシーを直接
制御できます。

パス
システム●-●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。

SNMPグループアクセス設定

●◆グループ名 ―●SNMPユーザーグループを設定します。（32文字以下）

●◆ View名の読み込み ―●スイッチのSNMPエージェントに読み込み権限を与えるユーザー
のSNMPグループ名を入力します。（32文字以下）

●◆ View名の書き出し ―●スイッチのSNMPエージェントに書き出し権限を与えるユーザー
のSNMPグループ名を入力します。（32文字以下）

●◆ View名を通知 ―●SNMPエージェントに書き込み権限を与えるSNMPグループ名を入力
します。（32文字制限）
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●◆ セキュリティモデル ―●SNMPセキュリティモデルを選択します。（オプション：v1、v2c、v3；
初期値：v1）

●n v1●―●SNMP●v1 はセキュリティ機能をサポートしません。　

●n v2c●―●SNMP●v2c は、集中型、分散型どちらのネットワーク管理方法にも対応。
SNMP●バージョン 1と比較してSMI（Structure●of●Management●Information）およ
びセキュリティ機能において強化されています。

●n v3●―●ネットワーク上で認証とパケットの暗号化を併用することでデバイスへの安全
なアクセスを提供します。

●◆ セキュリティレベル ―●本機能は、「セキュリティモデル」にて［v3］を選択する場合に
のみ選択可能です。（オプション：NoAuthNoPriv、AuthNoPriv、AuthPriv；初期値：
NoAuthNoPriv）

●n NoAuthNoPriv●―●スイッチとSNMP マネージャー間で送信されるパケットには認証
または暗号化はありません。

●n AuthNoPriv●―●スイッチとリモートSNMP●マネージャー間で送信されるパケットに対
して認証は要求されますが、暗号化はありません。

●n AuthPriv●―●スイッチとリモートSNMP マネージャー間で送信されるパケットに対し
て認証、暗号化ともに要求されます。

SNMPグループアクセステーブル

●◆ 画面上側の「SNMPグループアクセス設定」で追加したSNMPグループが一覧表示され
ます。

Web インターフェイス
使用するSNMPグループの設定、編集をします。

1.	 ●システム●＞●SNMP●＞●グループの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

グループを追加する
SNMPグループアクセス設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録
した内容は下の表に表示されます。

グループを削除する
SNMPグループアクセステーブルで削除したいグループ名の右にある［削除］をクリッ
クします。
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図 23： SNMP グループアクセス設定画面

ユーザー

SNMP ユーザーの設定をします。
SNMPv3 は MIB●OID を使用してユーザーの許可または制限を行い、ユーザーとスイッチ
間で送出されるSNMPメッセージを暗号化します。

パス
システム●-●SNMP-●ユーザー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

SNMP ユーザー /グループ設定

●◆ ユーザー名 ―●SNMPユーザー名を入力します。（32文字制限）

●◆グループ名 ―●SNMPユーザーのSNMPグループを指定します。（32文字制限）

●◆ SNMPバージョン ―●ユーザーのSNMPバージョン（v1、v2c、v3）を指定します。SNMP●v3
のみがメッセージを暗号化します。（オプション：v1、v2c、v3；初期値：v1）

●◆ 暗号化 ―●暗号化を有効/●無効にします。

●◆ 認証プロトコル ―●認証プロトコルとして、［MD5］または［SHA］を設定します。（オプショ
ン：MD5、SHA；初期値：MD5）
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●n MD5●―●HMAC-MD5-96●認証レベルが使用されます。

●n SHA●―●HMAC-SHA●認証プロトコルが使用されます。

MEMO 「SNMP バージョン」で「v3」を選択し、「暗号化」にチェックをいれた場合に有効になります。
「認証プロトコル」を選択後、右の欄には SNMP●v3●暗号化のためのパスワードを設定します。

●◆ Priv-Protocol ―●「DES」暗号化または「なし」を設定します。（オプション：DES、なし；初期
値：DES）

●n DES●―●CBC-DES（DES-56）標準に基づくDES●56●ビット暗号化方式が使用されてい
ます。

●n なし●―●認証プロトコルは使用されていません。

MEMO 「SNMP バージョン」で「v3」を選択し、「暗号化」にチェックをいれた場合に有効になります。
「Priv-Protocol」を選択後、右の欄には SNMP●v3●暗号化のためのパスワードを設定します。

SNMP ユーザー /グループテーブル

●◆ 画面上側の「SNMPユーザー/グループ設定」で追加したSNMPユーザーが一覧表示され
ます。

Web インターフェイス
SNMP●v3 で使用するSNMP ユーザーの設定、編集をします。

1.	 ●システム●＞●SNMP●＞●ユーザーの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

ユーザーを追加する
SNMP ユーザー /グループ設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登
録した内容は下の表に表示されます。

ユーザーを削除する
SNMPユーザー/グループテーブルで削除したいユーザー名の右にある［削除］をクリッ
クします。
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図 24： SNMP ユーザー / グループ設定画面

コミュニティ

スイッチの SNMPコミュニティを設定します。
同じコミュニティ名を使用しているSNMP マネージャーは、スイッチの SNMP エージェン
トへのアクセスを許可されます。

パス
システム●-●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。

SNMPコミュニティ設定

●◆ コミュニティ名 ―●コミュニティ名を入力します。（32文字以下）

●◆ ユーザー名 （View Policy） ―●SNMPコミュニティにアクセス可能なMIBオブジェクトに対
して、レベルの権限を指定します。（32文字以下）

●n ReadOnly●―●読み込みのみ。

●n ReadWrite●―●読み込み /●書き込み。

SNMPコミュニティテーブル

●◆ 画面上側の「SNMPコミュニティ設定」で追加したコミュニティが一覧表示されます。
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Web インターフェイス
スイッチの SNMPコミュニティを設定します。

1.	 ●システム●＞●SNMP●＞●コミュニティの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

コミュニティを追加する
SNMPコミュニティ設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内
容は下の表に表示されます。

コミュニティを削除する
SNMPコミュニティテーブルで削除したいコミュニティ名の右にある［削除］をクリック
します。

図 25： SNMP コミュニティ設定画面

トラップ

SNMPトラップの受信者を設定します。

パス
システム●-●SNMP-●トラップ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

トラップ管理グローバル設定

●◆トラップステータス ―●SNMPトラップ機能を［有効］または［無効］にします。（オプション：
有効、無効；初期値：有効）
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ホストテーブルを追加

●◆ ホストIPアドレス ―●IPv4●またはIPv6を選択し、SNMP管理ホストのIPアドレスを設定
します。

●◆ SNMPバージョン ―●管理ホストに使用するSNMPバージョンを選択します。（オプション：
v1、v2c、V3-NoAuthNoPriv、V3-AuthNoPriv、V3-AuthPriv；初期値：v1）

●◆ コミュニティ名/ユーザー名 ―●管理ホストのコミュニティストリング、またはSNMPv3●
ユーザー名ーを設定します。（32文字以下）

トラップ管理テーブル

●◆ 画面中段の「ホストテーブルを追加」で追加したSNMP管理ホストが一覧表示されます。

Web インターフェイス
SNMPトラップの受信者を設定します。

1.	 ●システム●＞●SNMP●＞●トラップの順にクリックします。

2.	トラップ管理グローバル設定で［有効］を選択し、［適用］をクリックします。

3.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

SNMP 管理ホストを追加する
ホストテーブルを追加で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内
容は下の表に表示されます。

SNMP 管理ホストを削除する
トラップ管理テーブルで削除したいホストIPアドレスの右にある［削除］をクリックします。

図 26： トラップ管理グローバル設定画面
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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
応することを許可します。
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
減らすこと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ことが可能です。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。

設定

スイッチの SNMP 機能に対するリモートモニタリング（RMON）ステータスを有効または
無効にします。

パス
システム●-●RMON

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

RMONグローバル設定

●◆ RMONステータス●―●スイッチのSNMP機能に対するリモートモニタリング（RMON）ス
テータスを［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

Web インターフェイス
スイッチの SNMP 機能に対するリモートモニタリング（RMON）ステータスを有効または
無効にします。

1.	 ●システム●＞●RMON●の順にクリックします。

2.	RMONステータスで［有効］を選択し、［適用］をクリックします。

図 27： RMON グローバル設定画面

RMON
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統計

RMON イーサネット統計情報の表示および設定をします。

パス
システム●-●RMON●-●統計

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Ethernet 統計設定

●◆ Index●―●RMONイーサネット統計情報エントリーの番号を入力します。（範囲：1-65535）

●◆ ポート●―●RMON情報を取得したポートを入力します。

●◆ 所有者●―●RMON情報を要求するRMONステーションまたはユーザーを入力します。（32
文字以下）

Ethernet 統計テーブル

●◆ 画面上側の「Ethernet統計設定」で追加した一覧が表示されます。

Web インターフェイス
RMON イーサネット統計情報の表示および設定をします。

1.	 ●システム●＞●RMON●＞●統計の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

Ethernet 統計の登録を行う場合
Ethernet 統計設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内容は
下の表に表示されます。

Ethernet 統計を削除する
Ethernet 統計テーブルで削除したい Index の右にある［削除］をクリックします。一
覧をすべて削除する場合はテーブル上にある［すべて削除］をクリックします。

Ethernet 統計を更新する
Ethernet 統計テーブルで更新したい Index 名の右にある［更新］をクリックします。
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図 28： Ethernet 統計設定画面

履歴

ポートからRMON の履歴情報を取得するための制御設定を行います。

パス
システム●-●RMON●-●履歴

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

履歴制御設定

●◆ Index ―●履歴制御エントリー番号を指定します。（範囲：1-65535）

●◆ ポート ―●RMON情報を取得したポートを指定します。

●◆ 要求されたバケット ―●デバイスが保存するバケット数を指定します。（範囲：1-50）

●◆ インターバル ―●ポートからサンプリングする間隔（秒）を設定します。（範囲：1-3600●秒）

●◆ 所有者 ―●RMON情報を要求するRMONステーションまたはユーザーを入力します。（32●
文字以下）

履歴制御テーブル

●◆ 画面上側の「履歴制御設定」で追加した一覧が表示されます。

Web インターフェイス
ポートからRMON の履歴情報を取得するための制御設定を行います。

1.	 ●システム●＞●RMON●＞●履歴の順にクリックします。
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2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

追加する
履歴制御設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内容は下の
表に表示されます。

削除する
履歴制御テーブルで削除したい Index の右にある［削除］をクリックします。一覧を
すべて削除する場合はテーブル上にある［すべて削除］をクリックします。

図 29： 履歴制御設定画面

アラーム

ネットワークアラームを設定します。ネットワークの問題またはイベントが検出されると、
ネットワークアラームが発生します。

パス
システム●-●RMON-●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。

RMONアラーム設定

●◆ Index ―●特定のアラームを指定します。（範囲：1-65535）

●◆ インターバル ―●アラームの間隔（秒）を定義します。（範囲：1-2^31-1●秒）

●◆ 可変 ―●選択したMIB変数の値を指定します。
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●◆ サンプルタイプ ―●選択した変数に対するサンプリング方式としきい値と比較する値を
設定します。（オプション：絶対値、デルタ値；初期値：絶対値）

●n 絶対値●―●サンプリング間隔の終わりで値を直接しきい値と比較します。

●n デルタ値●―●現在の値から最後にサンプリングされた値を引きます。値の差としきい
値と比較します。

●◆ Rising Threshold ―●上昇しきい値を設定します。（範囲：0-2^31-1）

●◆ Falling Threshold ―●下降しきい値を設定します。（範囲：0-2^31-1）

●◆ Rising Event Index ―●上昇しきい値を超えたときに始動するイベントを設定します。設
定可能な項目は、ユーザー定義のRMONイベントです。（範囲：1-65535）

●◆ Falling Event Index ―●下降しきい値を超えたときに始動するイベントを設定します。設
定可能な項目は、ユーザー定義のRMON●イベントです。（範囲：1-65535）

●◆ 所有者 ―●RMON情報を要求したRMONステーションまたはユーザーを表示します。（32
文字以下）

RMONアラームテーブル

●◆ 画面上側の「RMONアラーム設定」で追加したRMONアラームが一覧表示されます。

MEMO フリーエントリー●：●256,●総エントリー●：●0

Web インターフェイス
ネットワークアラームを設定します。

1.	 ●システム●＞●RMON●＞●アラームの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

アラームを追加する
RMONアラーム設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内容
は下の表に表示されます。

アラームを削除する
RMON アラームテーブルで削除したい Index の右にある［削除］をクリックします。
一覧にある Index をすべて削除する場合はテーブル上にある［すべて削除］をクリッ
クします。
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図 30： RMON アラーム設定画面

イベント

RMON イベント統計情報の追加、編集および参照を行います。

パス
システム●-●RMON-●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。

RMON イベント設定

●◆ Index ―●イベントを指定します。（範囲：1-65535）

●◆ 説明 ―●ユーザー定義のイベントの記述を指定します。（32文字以下）

●◆ タイプ ―●イベントタイプを選択します。（オプション：なし、ログ、SNMPトラップ、ログ＆ト
ラップ；初期値：なし）

●n なし●―●イベントが発生しなかったことを示します。

●n ログ●―●イベントがログエントリーであることを示します。

●n SNMPトラップ●―●イベントがトラップであることを示します。

●n ログ＆トラップ●―●イベントがログエントリーとトラップの両方であることを示します。
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●◆ コミュニティ ―●イベントが所属するコミュニティを指定します。

●◆ 所有者 ―●RMONイベント情報を要求するユーザー名を入力します。（32文字以下）

RMON イベントテーブル

●◆ 画面上側の「RMONイベント設定」で追加したコミュニティが一覧表示されます。

MEMO フリーエントリー●：●256,●総エントリー●：●0

Web インターフェイス
RMON イベント統計情報の定義、編集、および参照を行います。

1.	 ●システム●＞●RMON●＞●イベントの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

イベントを追加する
RMON イベント設定で各設定項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した内容
は下の表に表示されます。

イベントを削除する
RMON イベントテーブルで削除したい Index の右にある［削除］をクリックします。一
覧にある Index をすべて削除する場合はテーブル上にある［すべて削除］をクリックし
ます。

図 31： RMON イベント設定画面
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スイッチの統計情報を表示します。

トラフィック

各ポートのパケットカウント統計情報を表示します。

パス
システム●-●RMON

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

トラフィック情報

●◆ ポートID●―●ポート識別子

●◆ InOctets●―●受信した総バイト数を表示

●◆ InUcastPkts●―●受信したユニキャストパケット数を表示

●◆ InNUcastPkts●―●受信したnon-unicastパケット数を表示

●◆ InErrors●―●エラーのために廃棄したインバウンド●パケットの数

●◆ OutOctets●―●送信した総バイト数を表示

●◆ OutUcastPkts●―●送信したユニキャストパケット数を表示

●◆ OutNUcastPkts●―●送信したnon-unicastパケット数を表示

●◆ OutDiscards●―●エラー検出がされていないのに廃棄され送信されなかったアウトバウ
ンド●パケットの数を表示

Web インターフェイス
各ポートのパケットカウント統計情報を表示します。

1.	 ●システム●＞●統計の順にクリックします。

2.	表示を更新する場合は［更新］をクリックします。表示をリセットする場合はリセットし
たいポートID の削除欄にある［適用］をクリックします。

統計
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図 32： トラフィック情報画面

エラー

各ポートのエラー情報を表示します。

パス
システム●-●統計●-●error

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

エラー情報

●◆ ポートID●―●ポート識別子

●◆ InErrors●―●エラーのために廃棄したインバウンド●パケットの数を表示

●◆ OutErrors●―●エラーのために送信できなかったアウトバウンド●パケットの数を表示

●◆ドロップイベント●―●ドロップされたパケットの数を表示

●◆ CRC Align Errors●―●CRCエラーのパケットの数を表示

●◆ アンダーサイズパケット●―●アンダーサイズパケット（64byte未満）の数を表示

●◆ オーバーサイズパケット●―●オーバーサイズパケット（1518byte超）の数を表示

●◆ フラグメント●―●フラグメントパケットの数を表示

●◆ コリジョン●―●コリジョンパケットの数を表示
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Web インターフェイス
各ポートのエラー情報を表示します。

1.	 ●システム●＞●統計●＞●エラーの順にクリックします。

2.	表示を更新する場合は［更新］をクリックします。表示をリセットする場合はリセットし
たいポートID の削除欄にある［適用］をクリックします。

図 33： エラー情報画面

IEEE●802.3az●EEE●は、省電力技術の規格です。ネットワークの使用率が低い場合に、機
器を省電力状態に移行させ、電力消費を抑えます。その際、ネットワークの接続状態に
影響を与えることはありません。送信側 / 受信側ともに IEEE●802.3az●EEE に準拠している
必要があります。

パス
システム●-●IEEE●802.3az●EEE

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

IEEE●802.3az●EEE 設定

●◆ EEEステータス●―●省電力機能を［有効］または［無効］にします。（オプション：無効、有効；
初期値：無効）

IEEE	802.3az	EEE
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Web インターフェイス
スイッチの EEE 機能の有効 / 無効を設定します。

1.	 ●システム●＞●IEEE●802.3az●EEE の順にクリックします。

2.	EEEステータスで［有効］を選択し、［適用］をクリックします。

図 34： IEEE 802.3az EEE 設定画面
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4  ネットワーク

ネットワーク処理に関する設定を行うことができます。

ポートの物理インターフェイスの設定を行います。

パス
ネットワーク●-●物理インターフェイス

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

物理インターフェイステーブル

●◆ ポート ―●ポート識別子

●◆トランキング ―●トランキングの状態を表示

●◆ タイプ ―●ポートに設定されている通信タイプを表示

●◆リンクステータス ―●リンクの状態（Up／Down）を表示

●◆ 管理状態 ―●ポートの管理状態を表示（オプション：有効、無効、無視；初期値：有効（ポー
ト「すべて」は［無視］が初期値））

●◆ モード ―●自動または手動選択を使用し、ポート速度と通信規格を選択します。以下のオ
プションが利用できます。（初期値：自動（ポート「すべて」は［無視］が初期値））

●n 自動●―●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。

●n 1000M/Full●―●1Gbps 全二重通信をサポート。

●n 100M/Full●―●100Mbps 全二重通信をサポート。

●n 10M/Full●―●10Mbps 全二重通信をサポート。

●n 100M/Half●―●100Mbps 半二重通信をサポート。

●n 10M/Half●―●10Mbps 半二重通信をサポート。

物理インターフェイス
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●n 無視●―●インターフェイスを無効化。異常なイベント（例：excessive●collisions）が
起きた場合にインターフェイスを無効化し、問題が解決した後、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イスを無効化することもできます。
（ポート1、2 は対象外）

●◆ Jumbo ―●ジャンボフレームを［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効、
無視；初期値：有効（ポート「すべて」は［無視］が初期値））
ジャンボフレームとは、1536●bytesのイーサネットフレームよりも大きいサイズのフレー
ムのことです。最大サイズは 9,216bytes（タグ付き）です。

●◆ 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
になった時、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
通信にはバックプレッシャーが使用され、全二重通信にはIEEE●802.3-2005（正式名は
IEEE●802.3x）が使用されます。（オプション：有効、無効、無視；初期値：有効（ポート「すべ
て」は［無視］が初期値））

［自動］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
ルの値を表示します。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、
Current●Rx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、Current●Tx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（back●pressure●jamming●signals）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。

●◆ EAPパススルー ―●EAPパケットを透過するか設定することができます。（オプション：有
効、無効、無視；初期値：有効（ポート「すべて」は［無視］が初期値））

●◆ BPDUパススルー ―●BPDUパケットを透過するか設定することができます。（オプション：
有効、無効、無視；初期値：有効（ポート「すべて」は［無視］が初期値））

Web インターフェイス
ポートの物理インターフェイスの設定をします。

1.	 ●ネットワーク●＞●物理インターフェイスの順にクリックします。

2.	設定したいポートの各項目を選択し、［適用］をクリックします。



86

Section●2　WebUI 設定

図 35： 物理インターフェイステーブル画面

本スイッチは 3 つのバージョンのスパニングツリーを搭載しています。
（IEE802.1D:STP、IEE802.1w:RSTP、IEEE802.1 ｓ :MSTP）

IEE802.1w:RSTP は、IEEE802.1D:STP 対応のレガシー機器にも対応可能ですが、この場合、
RTSPとしての利点はありません。
IEEE802.1w：MSTP は、Ｉ EEE802.1D:STP を改善したもので、STP の制限事項を克服す
るために開発されました。

工場出荷時 ( 初期値）、スパニングツリーは無効となっています。
本設定を有効にすることにより、、スイッチはBPDU●パケットとそれに付随するHello●パケッ
トを確認し（BPDU●パケットは受信しない相手にも送信されます）、ブリッジ間の各リンク
はリンク状態を感知します。

障害が発生したリンク検出後、迅速なトポロジの再構成を実施します。

MEMO スパニングツリーを有効にすると、一時的にシステムが応答を停止する原因となります。

パス
ネットワーク●-●スパニングツリー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

スパニングツリー
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スパニングツリープロトコル設定

●◆グローバルSTPステータス ―●スパニングツリー機能を［有効］または［無効］にします。
（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ プロトコルバージョン ―●スパニングツリー機能のプロトコルを選択します。（オプション：
STP、RSTP、MSTP；初期値：RSTP）

●n STP●ー●Spanning●Treeプロトコル(IEEE●802.1D)（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。）

●n RSTP ―●Rapid●Spanning●Tree●(IEEE●802.1w)

●n MSTP ―●Multiple●Spanning●Tree●(IEEE●802.1s)

●◆ ブリッジ優先度 ―●パケット送信を行う優先度を設定します。値が小さいほど優先度は高
くなります。（範囲：0●-●61440；初期値：32678）

●◆ 最大Age ―●最大経過時間（秒）を設定します。（範囲：6-40；初期値：20）

MEMO
最大経過時間は、古い情報がネットワーク内の冗長パスを永遠に循環し、新しい有効な情報の伝播を妨
げるのを防ぐために設定します。
この値は、ルートブリッジにより設定され、スイッチと他の Bridged●LAN（ブリッジで相互接続された
LAN）内のデバイスが持っているスパニングツリー設定値が矛盾していないかを確認します。
本値が経過した時にルートブリッジからの BPDU パケットを受信していないと、スイッチは自分で BPDU●
パケットを送信し、ルートブリッジになる許可を得ようとします。この時点でスイッチのブリッジ識別番号
が一番小さければ、スイッチはルートブリッジになります

●◆ Hello Time ―●ルートデバイスにより、スイッチが機能している旨を通知するために送信
されるコンフィグレーションメッセージの送信間隔（秒）を設定します。（範囲：1-10；初期
値：2）

MEMO 「最大 Age」の値は「Hello●Time」の値より大きい必要があります。

●◆ 転送遅延 ―●ルートデバイスが状態を変更するまでの最大待ち時間（秒）を設定します。
（範囲：4-30；初期値：15）

●◆ 送信保留カウント ―●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；初期値：6）

●◆ 最大ホップカウント ―●プロトコルバージョンが［MSTP］の場合、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を設定します。（範囲：6-40；初期
値：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
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れの Spanning●Tree インスタンスと、それらのインスタンスを繋げるcommoninternal●
spanning●tree(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。

ルート情報

●◆ ルートブリッジ ―●ルートブリッジのMACアドレスを表示

●◆ ルートコスト ―●ルートブリッジのコストを表示

●◆ ルート最大エイジ ―●ルートブリッジの最大経過時間を表示

●◆ ルート転送遅延 ―●ルートブリッジの状態を変更するまでの最大待ち時間を表示

●◆ ルートポート ―●ルートポートを表示

Web インターフェイス
スパニングツリー機能のプロトコルを設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●スパニングツリーの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて各項目を設定し、［追加］をクリックします。

図 36： スパニングツリープロトコル設定画面
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トランキングに関する設定を行うことができます。

設定

トランキング機能を使用すると、複数のポートを束ねて帯域幅を増加させることができま
す。各トランクID は最大 8 個のポートから構成され、作成できるトランクID 数は以下の
とおりです。

作成できるトランク ID 数：
・● EHB-SG2B08：最大 4グループ
・● EHB-SG2B16：最大 8グループ
・● EHB-SG2B24：最大 8グループ

パス
ネットワーク●-●トランキング

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

トランキング設定

●◆トランクID ―●グループ化するポートを選択します。（オプション：Active、Passive、
Manual、無効）

対象ポートの状態 内容

Active 自らフレームの処理と送信を行う

Passive 自らフレームの送信は行わない

Manual 選択したポートでトランクグループを作成

無効 トランキング対象外

MEMO 無効にすると、トランクID 内のすべてのポートを削除します。
まとめられる各トランクポートは、同じVLANグループ内のデバイスに接続する必要があります。

Web インターフェイス
トランクIDごとにグループ化するポートを設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●トランキングの順にクリックします。

2.	各トランクID でグループ化するポート番号を選択し、トランキング機能の設定をします。

3.	［適用］をクリックします。

トランキング
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図 37： トランキング設定画面

※機能を無効にした場合、すべての設定値がデフォルトに戻ります。

状態

LACPグループの状態が表示されます。

パス
ネットワーク●-●トランキング●-●状態

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

LACPグループステータス

●◆ システムプライオリティ ―●システムの優先度が表示されます。

●◆ システムID ―●本スイッチのMACアドレスがシステムIDとして表示されます。

Web インターフェイス
LACPグループの状態を表示します。

1.	 ●ネットワーク●＞●トランキング●＞●状態の順にクリックします。

図 38： LACP グループステータス画面
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ポートプライオリティ

ポートプライオリティの設定をします。

パス
ネットワーク●-●トランキング●-●ポートプライオリティ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポートプライオリティステータス

●◆ システムプライオリティ ―●システムの優先度が表示されます。

●◆ システムID ―●本スイッチのMACアドレスがシステムIDとして表示されます。

ポートプライオリティ設定

●◆ プライオリティ（0〜65535） ―●各ポートにプライオリティを設定することができます。（範
囲：0●-●65535）

Web インターフェイス
ポートプライオリティを設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●トランク●＞●ポートプライオリティの順にクリックします。

2.	各ポートにプライオリティを入力します。

3.	［適用］をクリックします。

図 39： ポートプライオリティステータス画面
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ポートミラーリングとは、スイッチのあるポートに入出力するパケットのコピーを他のポー
トに送信して、そこでパケットを監視することにより、ネットワークトラフィックのモニタリ
ングを行う方法です。
本機能により、ネットワーク管理者は効率よくネットワークパフォーマンスを監視できるよ
うになります。

パス
ネットワーク●-●ミラーリング

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ミラーリング設定

●◆ミラーリングステータス ―●ポートミラーリング機能を［有効］または［無効］にします。（オ
プション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ミラーターゲットポート ―●ターゲットポートを選択します。

ミラーリングポート設定

●◆ 入力ポート ―●ソースポートが送信したデータをコピーしてターゲットポートに送信しま
す。右上の［すべて］をクリックすると、すべてのポートが選択されます。

●◆ 出力ポート ―●ソースポートが受信したデータをコピーしてターゲットポートに送信しま
す。右上の［すべて］をクリックすると、すべてのポートが選択されます。

Web インターフェイス
ポートミラーリングを設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●ミラーリングの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、各項目を選択します。

3.	［適用］をクリックします。

ミラーリング
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図 40： ミラーリング設定画面

ループ防止機能は、●ネットワークでスパニングツリー（STP）が無効な場合に、『ハブやア
ンマネージドスイッチ等の特定ポートにより生成されるループ』や、『自筺体内のポート
間ループ』を検出するために使用されます。
本機能は、スイッチのポートを自動的にシャットダウンし、管理者にログを送信します。ルー
プ防止の「復元時間」がタイムアウトになると、●ループ防止ポートは開放されます。ルー
プ防止機能は、設定したポート範囲に対して同時に実行されます。

パス
ネットワーク●-●ループ防止

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ループ防止設定

●◆ ループ防止ステータス ―●ループバック検知機能を［有効］または［無効］にします。（オプ
ション：有効、無効；初期値：無効）

ループ防止時間設定

●◆ インターバル ―●ループ検知間隔（秒）を設定します。（範囲：1-32767；初期値：2）

●◆ 復元時間 ―●ループバックが検知された場合に復元する時間（秒）を設定します。（範囲：
0●もしくは●60-1000000；初期値：60）

ループ防止
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MEMO 0●を指定すると、「復元時間」は無効になります。

※●機能を無効にした場合、すべての設定値がデフォルトに戻ります。

ループ防止テーブル

●◆ 画面上側の「ループ防止設定」で設定した一覧が表示されます。

Web インターフェイス
ループ防止機能を設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●ループ防止の順にクリックします。

2.	ループ防止設定、ループ防止時間設定を設定します。

3.	［適用］をクリックします。

図 41： ループ防止設定画面
※●工場出荷時、初期値（ループ防止設定が無効となっています）
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図 42： ループ防止「有効」設定画面
ループ防止ステータスを有効としたポートにてループが発生すると、ループ防止テーブル
のループ状態が、普通からループに変わります。

スイッチにスタティックなユニキャストフォワーディングを設定します。
Static●Unicast テーブルには、登録したすべてのエントリーが表示されます。

パス
ネットワーク●-●Static●Unicast

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Static●Unicastアドレス設定

●◆ 802.1Q VLAN ―●指定のユニキャスト●MAC●アドレスが属するVLAN●のVLAN●IDを設定し
ます。（範囲：1-4094）

●◆ MACアドレス ―●ユニキャストMACアドレスを設定します。

Static	Unicast



96

Section●2　WebUI 設定

ポートメンバー設定

●◆ 選択したポートはユニキャストグループのスタティックメンバーとなります。

Static●Unicast テーブル

●◆ 画面上側で設定した一覧が表示されます。

MEMO フリーエントリー：256,●総エントリー：0

Web インターフェイス
Static●Unicast を設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●Static●Unicast の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

設定する
Static●Unicastアドレス設定、ポートメンバー設定で各設定項目を入力し、［適用］を
クリックします。登録した内容は下の表に表示されます。

削除する
Static●Unicast テーブルで削除したい VLAN の右にある［削除］をクリックします。一
覧をすべて削除する場合はテーブル上にある［すべて削除］をクリックします。

図 43： Static Unicast アドレス設定画面
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スイッチにスタティックなマルチキャストフォワーディングを設定します。
Static●Multicast テーブルには、登録したすべてのエントリーが表示されます。

パス
ネットワーク●-●Static●Multicast

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Static●Multicast アドレス設定

●◆ 802.1Q VLAN ―●指定のMulticast●MAC●アドレスが属するVLAN●のVLAN●IDを設定しま
す。（範囲：1-4094）

●◆グループMACアドレス ―●マルチキャストMACアドレスを設定します。

グループメンバー

●◆ 選択したポートはマルチキャストグループのスタティックメンバーとなります。

Static●Multicast テーブル

●◆ 画面上側で設定した一覧が表示されます。

MEMO フリーエントリー：256,●総エントリー：0

Web インターフェイス
スイッチにスタティックなマルチキャストフォワーディングを設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●Static●Multicast の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

設定する
Static●Multicast アドレス設定、グループメンバーで各設定項目を入力し、［適用］をク
リックします。登録した内容は下の表に表示されます。

Static	Multicast
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削除する
Static●Multicast テーブルで削除したい VLAN●ID の右にある［削除］をクリックします。
一覧をすべて削除する場合はテーブル上にある［すべて削除］をクリックします。

図 44： Static Multicast アドレス設定画面

IGMP（●Internet●Group●Management●Protocol）Snooping 機能を利用して、各フレー
ムのレイヤー 2●MAC ヘッダの内容を確認し、高度なマルチキャストフォワーディングを行
うことができます。
IGMP●Snooping 機能は、LAN 上に散乱したトラフィックの削減に貢献します。本機能を
有効にすると、Webスマートスイッチは、マルチキャストトラフィックをそのマルチキャス
トグループのメンバーのみに転送します。

IGMP	Snooping

IGMP●Snooping 機能の設定を行います。

パス
ネットワーク●-●IGMP●Snooping

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

IGMP●Snoopingグローバル設定

●◆ IGMP Snooping ―●IGMP●Snooping機能を［有効］または［無効］にします。（オプション：
有効、無効；初期値：無効）

IGMP	Snooping
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●◆ ルーターにIGMPレポートのみ転送 ―●ルーターポート間でIGMPレポートパケットのみ
を転送する機能を[有効]または[無効]にします。（オプション：有効、無効；初期値：有効）

IGMP●Snooping●VLAN 設定

●◆ VID ―●VLAN●IDを表示。VLAN名と共に、IGMP●Snooping設定の対象となるVLANを識別
するために使用します。

●◆ VLAN名 ―●IGMP●Snoopingクエリアを設定するVLAN名を表示。VLAN●I●と共に、IGMP●
Snooping●設定を行う対象のVLAN●を識別します。

●◆ 状態 ―●各VLANごとにIGMP●Snooping機能を［有効］または［無効］にします。（オプショ
ン：有効、無効；初期値：無効）

●◆クエリア状態 ―●クエリア状態を［有効］または［無効］にします。（オプション：有効、無効；
初期値：無効）

●◆クエリアバージョン ―●マルチキャストグループを制御するためのプロトコルのバージョ
ンを選択します。（オプション：Igmp_v1、Igmp_v2、Igmp_v3；初期値：Igmp_v3）

●n Igmp_v1

●n Igmp_v2

●n Igmp_v3

●◆ Fast Leave ―●IGMP●SnoopingのFast●Leave機能を［有効］または［無効］にします。（オプ
ション：有効、無効；初期値：無効）

MEMO 本機能を有効にすると、システムが IGMP●Leaveメッセージを受信した場合、メンバーはすぐに
グループから削除されます。

●◆クエリアタイマー設定 ―●クエリアタイマーの詳細設定をします。［編集］をクリックす
ると次のパラメーターが表示されます。編集画面で［前ページ］をクリックするとIGMP●
Snoopingグローバル設定画面に戻ります。
※●クエリア有効時には Host●Timeout は (Robustness●Variable●*●Query●Interval●+●Max●Response●Time)

によって自動計算されます。

●n Host Timeout ―●学習されたホストポートエントリーが削除されるまでの時間を
設定。ここで設定した時間をこえてMLDリポートが受信されなかった場合、ポー
トはマルチキャストグループから除外されます。（範囲：130-153025 秒；初期値：
260）

●n Router Timeout ―●学習されたルーターポートエントリーが削除されるまでの時間
（秒）を設定します。（範囲：120-1200 秒；初期値：250）
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●n Robustness Variable ―●予想されるパケット損失率に合わせて本値を調整しま
す。パケット損失率が高ければ、大きい値を指定します。（範囲：2-255；初期値：2）

●n Last Member Query Interval ―●Leave●Groupメッセージを受け取った時に送信
する、Group-Specific●Membership●Query の Max●Response●Timeフィールドに
設定する値（Last●Member●Query●Interval）を設定します。また、同クエリアの
送信間隔でもあります。この値はネットワークの "leave●latency"●を調整するのに
も使用される場合があります。本数値の減少はグループメンバー損失の検出時
間の削減になります。（範囲：1-25 秒；初期値：1）

●n Query Interval ―●General●Query の送信間隔（秒）を設定。「Query●Interval」
の増減によりMLDメッセージの増減にもつながります。値が大きいとMLDクエ
リの送信の減少につながります。（範囲：60-600 秒；初期値：125）

●n Max Response Time ―●MLD●Response●レポート送信するまでの最大時間（秒）
を設定。ポートが「Done」メッセージを送信するとポートはマルチキャストメン
バーから除外されます。（範囲：10-25 秒；初期値：10）

●◆ ルーターポート設定 ―●ルーターポートに関する設定を行います。［編集］をクリックする
と編集画面が表示されます。編集画面で［前ページ］をクリックするとIGMP●Snoopingグ
ローバル設定画面に戻ります。

●n スタティックルーターポート ―●手動でルーターポートを指定します。

●n ダイナミックルーターポート ―●ダイナミックに設定されたルーターポートを表示し
ます。

●◆ マルチキャストエントリーテーブル ―●［確認］をクリックすると本製品に設定されてい
るマルチキャストグループが一覧で表示されます。［前ページ］をクリックするとIGMP●
Snoopingグローバル設定画面に戻ります。

Web インターフェイス
IGMP●Snooping 機能を設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●IGMP●Snooping の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

IGMP Snooping 機能をグローバル設定する場合
IGMP●Snoopingグローバル設定で各項目を設定し、［適用］をクリックします。

IGMP Snooping 機能を VLAN ごとに設定する場合
IGMPスヌーピングのVLAN設定で設定したいVIDの行の各項目を設定し、右にある［適
用］をクリックします。
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図 45： IGMP Snooping グローバル設定画面

図 46： IGMP Snooping VLAN 設定 ー クエリアタイマー設定の編集画面

図 47： IGMP Snooping VLAN 設定 ー ルーターポート設定の編集画面
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図 48： IGMP Snooping VLAN 設定 ー マルチキャストエントリーテーブルの確認画面

IGMPホストテーブル

IGMP ホストテーブルに登録されている情報を表示します。

パス
ネットワーク●-●IGMP●Snooping●-●IGMP ホストテーブル

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ホストテーブル

●◆ ホストテーブル ―●ホストテーブルに登録されている情報を表示します。

Web インターフェイス

1.	 ●ネットワーク●＞●IGMP●Snooping●＞●IGMP ホストテーブルの順にクリックします。

図 49： IGMP ホストテーブル画面
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MLDスヌーピングは、VLAN 環境下において不要な IPv6 マルチキャストトラフィックをフィ
ルタリングする機能です。
MLDスヌーピングを有効にすると、受信者の存在するポートにだけトラフィックを配送し
ます。

MLDスヌーピング

MLDスヌーピング機能の設定を行います。

パス
ネットワーク●-●MLDスヌーピング

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

MLD●Snooping●グローバル設定

●◆ MLDスヌーピング ―●MLDスヌーピングを［有効］または［無効］に設定します。（オプショ
ン：有効、無効；初期値：無効）

MLD●Snooping●VLAN 設定

●◆ 状態 ―●対象VLANのMLDスヌーピングの［有効］、［無効］設定をします。（オプション：有
効、無効；初期値：無効）

●◆クエリア状態 ―●クエリアの［有効］、［無効］設定をします。（オプション：有効、無効；初期
値：無効）

●◆クエリアバージョン ―●クエリアバージョン［MLDv1］、［MLDv2］設定をします。（オプショ
ン：MLDv1、MLDv2；初期値：MLDv2）

●◆ Fast Leave ―●MLDスヌーピングの高速脱退機能の［有効］、［無効］設定をします。（オプ
ション：有効、無効；初期値：無効）

●◆クエリアタイマー設定 ―●クエリアタイマーの詳細設定をします。［編集］をクリックする
と次のパラメーターが表示されます。編集画面で［前ページ］をクリックすると−MLDス
ヌーピング画面に戻ります。
※●クエリア有効時には Host●Timeout は (Robustness●Variable●*●Query●Interval●+●Max●Response●Time)

によって自動計算されます。

MLDスヌーピング
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●n Host Timeout ―●学習されたホストポートエントリーが削除されるまでの時間を
設定。ここで設定した時間をこえてMLDリポートが受信されなかった場合、ポー
トはマルチキャストグループから除外されます。（範囲：130-153025 秒；初期値：
260）

●n Router Timeout ―●学習されたルーターポートエントリーが削除されるまでの時間
（秒）を設定します。（範囲：120-1200 秒；初期値：250）

●n Robustness Variable ―●予想されるパケット損失率に合わせて本値を調整しま
す。パケット損失率が高ければ、大きい値を指定します。（範囲：2-255；初期値：2）

●n Last Member Query Interval ―●Leave●Groupメッセージを受け取った時に送信
する、Group-Specific●Membership●Query の Max●Response●Timeフィールドに
設定する値（Last●Member●Query●Interval）を設定します。また、同クエリアの
送信間隔でもあります。この値はネットワークの "leave●latency"●を調整するのに
も使用される場合があります。本数値の減少はグループメンバー損失の検出時
間の削減になります。（範囲：1-25 秒；初期値：2）

●n Query Interval ―●General●Query の送信間隔（秒）を設定。「Query●Interval」
の増減によりMLDメッセージの増減にもつながります。値が大きいとMLDクエ
リの送信の減少につながります。（範囲：60-600 秒；初期値：125）

●n Max Response Time ―●MLD●Response●レポート送信するまでの最大時間（秒）
を設定。ポートが「Done」メッセージを送信するとポートはマルチキャストメン
バーから除外されます。（範囲：10-25 秒；初期値：10）

●◆ ルーターポート設定 ―●ルーターポートに関する設定を行います。［編集］をクリックする
と編集画面が表示されます。編集画面で［前ページ］をクリックするとMLDスヌーピング
画面に戻ります。

●n スタティックルーターポート ―●手動でルーターポートを指定します。

●n ダイナミックルーターポート ―●ダイナミックに設定されたルーターポートを表示し
ます。

●◆ マルチキャストエントリーテーブル ―●［確認］をクリックすると本製品に設定されてい
るマルチキャストグループが一覧で表示されます。［前ページ］をクリックするとMLDス
ヌーピング画面に戻ります。

Web インターフェイス
MLDスヌーピング機能を設定します。

1.	 ●ネットワーク●＞●MLDスヌーピングの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。
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MLD スヌーピング機能をグローバル設定する場合
MLD●Snoopingグローバル設定で［有効］または［無効］を選択し、［適用］をクリッ
クします。

MLD スヌーピング機能を VLAN ごとに設定する場合
MLD●Snooping●VLAN 設定で設定したい VID の行の各項目を設定し、右にある［適用］
をクリックします。

図 50： MLD スヌーピング画面

図 51： MLD スヌーピング画面 ー クエリアタイマー設定の編集画面
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図 52： MLD スヌーピング画面 ー ルーターポート設定の編集画面

図 53： MLD スヌーピング画面 ー マルチキャストエントリーテーブルの確認画面

MLDホストテーブル

MLD●Snooping●VLAN 設定情報が反映されます。

パス
ネットワーク●-●MLDスヌーピング●-●MLD ホストテーブル

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ホストテーブル

●◆ ホストテーブル ―●ホストテーブルに登録されている情報を表示します。

Web インターフェイス

1.	 ●ネットワーク●＞●MLDスヌーピング●＞●MLD ホストテーブルの順にクリックします。

図 54： MLD ホストテーブル画面



107

●

VLANごとに IGMPグループのフィルタリングモードを設定します。

パス
ネットワーク●-●マルチキャストフィルター

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

マルチキャストフィルタリング

●◆ VIDリスト ―●VLAN●IDを入力します。

●◆ マルチキャストフィルターモード ―●フィルタリングモードを［すべてのグループを転送］
または［未登録フィルター］にします。（オプション：すべてのグループを転送、未登録フィ
ルター；初期値：すべてのグループを転送）

●n すべてのグループを転送●―●マルチキャストグループに登録されていないポートに
対しても、マルチキャストパケットを転送します。

●n 未登録フィルター ―●マルチキャストグループに登録されているポートに対しての
み、マルチキャストパケットを転送します。

●◆ 画面上側の「マルチキャストフィルタリング」で設定した一覧が表示されます。

Web インターフェイス
マルチキャストフィルタリング機能により、VLAN●ごとに IGMPグループのフィルタリング
モードを選択します。

1.	 ●ネットワーク●＞●マルチキャストフィルターの順にクリックします。

2.	設定したい VLAN●ID を入力し、マルチキャストフィルターのモードを選択します。

3.	［適用］をクリックします。登録した内容は下の表に表示されます。

図 55： マルチキャストフィルタリング画面

マルチキャストフィルター
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帯域制御の設定を行うことにより、送信と受信のデータレートを制限することができます。

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。

パス
ネットワーク●-●帯域制御●-●ストームコントロール

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ストームコントロール設定

●◆ ポート●●―●●ポート識別子

●◆ DLF ―●DLF（Destination●Lookup●Failure●：●未学習MACアドレス宛てのユニキャスト
パケット）への制限を設定します。（オプション：有効、無効、無視；初期値：無効（ポートが

「すべて」の場合は［無視］））

●◆ ブロードキャスト ―●ブロードキャストパケットへの制限を設定します。（オプション：有
効、無効、無視；初期値：無効（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

●◆ マルチキャスト ―●マルチキャストパケットへの制限を設定します。（オプション：有効、無
効、無視；初期値：無効（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

●◆しきい値 ―●しきい値は毎秒64●-●1420416ppsで設定可能。設定値には1-22194の間の
数値を設定し、64ppsの倍数を入力します。（範囲：1-22194；初期値：22194）

Web インターフェイス
ストームコントロール機能を設定します。

1.	ネットワーク●＞●帯域制御●＞●ストームコントロールの順にクリックします。

2.	設定したいポート欄の各項目を設定し、右にある［適用］をクリックします。

帯域制御
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図 56： ストームコントロール設定画面

入力レート制限

スイッチに入力されるパケットに対するレート制限の詳細を設定します。

パス
ネットワーク●-●帯域制御●-●入力レート制限

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

入力レート制限設定

●◆ ポート●●―●●ポート識別子

●◆ 帯域幅 ―●しきい値は毎秒64●-●1000000kbpsで設定可能。設定値には1-15625の間の数
値を設定し、64kbpsの倍数を入力します。（範囲：1-15625；初期値：15625）

●◆ 状態 ―●帯域幅に設定されているレートにしたがって制限をするか設定します。（オプ
ション：有効、無効、無視；初期値：無効（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

※●機能を無効にした場合、すべての設定値がデフォルトに戻ります。

Web インターフェイス
入力レートの制限を設定します。

1.	ネットワーク●＞●帯域制御●＞●入力レート制限の順にクリックします。

2.	設定したいポート欄の各項目を設定し、右にある［適用］をクリックします。
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図 57： 入力レート制限設定画面

出力レート制限

スイッチより出力されるパケットに対するレート制限の詳細を設定します。

パス
ネットワーク●-●帯域制御●-●出力レート制限

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

出力レート制限設定

●◆ ポート●●―●●ポート識別子

●◆ 帯域幅 ―●しきい値は毎秒64●-●1000000kbpsで設定可能。設定値には1-15625の間の数
値を設定し、64kbpsの倍数を入力します。（範囲：1-15625；初期値：15625）

●◆ 状態 ―●帯域幅に設定されているレートにしたがって制限をするか設定します。（オプ
ション：有効、無効、無視；初期値：無効（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

※●機能を無効にした場合、すべての設定値がデフォルトに戻ります。

Web インターフェイス
出力レートの制限を設定します。

1.	ネットワーク●＞●帯域制御●＞●出力レート制限の順にクリックします。

2.	設定したいポート欄の各項目を設定し、右にある［適用］をクリックします。
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図 58： 出力レート制限設定画面

VLANとは、ポートをグループ化したものです。VLAN 内では実際のネットワーク内での
場所にかかわらず、同じエリア内に位置しているかのような通信が可能です。
VLAN は部門別、使用用途別、あるいはマルチキャストグループ別などの単位で簡単に
編成することができます。VLAN の再編成を行う際にも、ユーザーは物理的な接続を変
更せずに新しい VLAN に参加することが可能なため、ネットワーク管理が簡素化できます。

Tagged

VID 管理機能を設定します。

パス
ネットワーク●-●VLAN●-●Tagged

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Tagged●VLAN 設定

●◆ VLAN ID●―●●VLANのIDを入力します。（範囲：2-4094）

●◆ VLAN名●―●●VLAN名を入力します。（32文字以下）

●◆ 管理画面へのログイン●―●VLAN機能の有効・無効を設定します。（オプション：有効、無
効；初期値：無効）

VLAN
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Static●Tagged

●◆ 802.1Qタグ付きとするポートを選択します。

Static●Untagged

●◆ 802.1Qタグなしとするポートを選択します。

メンバーでない

●◆ VLANメンバーでないポートが表示されます。

タグ付きVLAN テーブル

●◆ 画面上側で設定したVLANを一覧で表示します。
※●ポートがどの VLAN にも属していない場合、その PVID はデフォルトの VLAN●ID に変更

されて、自動的にデフォルトVLAN に参加されます。

Web インターフェイス
タグ付きVLAN を設定します。

1.	ネットワーク●＞●VLAN●＞●Tagged の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

タグ付き VLAN を追加する
タグ付きVLAN 設定、Static●Tagged、Static●Untagged、メンバーでないで各項目を
設定し、［適用］をクリックします。登録した内容は下の表に表示されます。

タグ付き VLAN を変更する
タグ付きVLAN テーブルで変更したい VLAN●ID の右にある［変更］をクリックします。
表示される変更画面で変更したい内容を反映し、［適用］をクリックします。

タグ付き VLAN を削除する
タグ付きVLAN テーブルで変更したい VLAN●ID の右にある［変更］をクリックします。
表示される変更画面で、［削除］をクリックします。
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図 59： タグ付き VLAN 設定画面

図 60： タグ付き VLAN テーブル ー Action の変更画面

ポート

ポート設定はポートごとに PVID（Port●VLAN●ID）を設定します。

パス
ネットワーク●-●VLAN●-●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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ポート設定

●◆ ポート●―●●ポート識別子

●◆ PVID●―●●PortVLAN●ID

●◆ 許容可能フレームタイプ●―●通信を許可するタグフレームの種類を設定します。（オプ
ション：無視、すべて、Tagged、タグなしおよびプライオリティタグ付き；初期値：すべて

（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

●◆ 入力フィルタリング●―●入力フィルタリングを設定します。（オプション：有効、無効、無視；
初期値：有効（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

Web インターフェイス
ポートごとに PVID（Port●VLAN●ID）を設定します。

1.	ネットワーク●＞●VLAN●＞●ポートの順にクリックします。

2.	設定したいポート番号において各項目を設定し、［適用］をクリックします。

図 61： ポート設定画面

転送

フォワーディングテーブルのモードを設定します。

パス
ネットワーク●-●VLAN●-●転送
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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。

フォワーディングテーブルモード設定

●◆ ラーニングモード●―●VLANのラーニングモードを設定します。（オプション：IVL、SVL；初
期値：IVL）

●n IVL●―●IVL 方式（Independent●VLAN●Learning）で設定されます。

●n SVL●―●SVL 方式（Shared●VLAN●Learning）で設定されます。

Web インターフェイス
フォワーディングテーブルのモードを設定します。

1.	ネットワーク●＞●VLAN●＞●転送の順にクリックします。

2.	ラーニングモードを設定し、［適用］をクリックします。

図 62： フォワーディングテーブルモード設定画面

ダイナミック

スイッチが学習した MACアドレスを各ポートごとに表示します。

パス
ネットワーク●-●VLAN●-●ダイナミック

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ダイナミックフォワーディングテーブル設定

●◆ ポート●―更新するポートを選択します。



116

Section●2　WebUI 設定

Web インターフェイス
スイッチが学習した MACアドレスを各ポートごとに表示します。

1.	ネットワーク●＞●VLAN●＞●ダイナミックの順にクリックします。

2.	更新したいポート番号を選択し、［更新］をクリックします。

図 63： ダイナミックフォワーディングテーブル設定画面

プライベート

プライベートVLAN を設定します。

パス
ネットワーク●-●VLAN●-●Private

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

プライベートVLAN 設定

●◆ プライベートVLANステータス●―●プライベートVLAN機能の有効・無効を設定します。（オ
プション：有効、無効；初期値：無効）
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ポート選択

●◆ 送信元ポート●―●送信元ポートを選択します。

●◆ 転送ポート●―●送信元ポート以外に、データを転送したいポートを選択します。

ポートリスト

●◆ 各ポートで設定されているプライベートVLANのポートマップを表示します。

Web インターフェイス
プライベートVLAN を設定します。

1.	ネットワーク●＞●VLAN●＞●プライベートの順にクリックします。

2.	プライベートVLANステータスを設定し、［適用］をクリックします。

図 64： プライベート VLAN 設定画面

現在の設定

現在設定されている802.1Q●タグ VLAN を一覧表示します。

パス
ネットワーク●-●VLAN●-●現在の設定
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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。

802.1Q●タグ VLAN

●◆ 現在設定されている802.1QタグVLAN情報を表示します。

Web インターフェイス
現在設定されている802.1Q●タグ VLAN を表示します。

1.	ネットワーク●-●VLAN-●現在の順にクリックします。

図 65： 802.1Q タグ VLAN 画面

Voice●VLAN（音声 VLAN）は、VoIP サービスを強化するために、IP 電話からの音声トラ
フィックに対しVLAN を自動的に割り当てる機能です。
高い優先度と個別の VLAN を使用することで、VoIPトラフィックの品質とセキュリティを
保証します。
VLANタグを持つ VoIP パケットが来ると、音声 VLAN 機能はオリジナルの VLANタグを
置き換えません。

MEMO
•● Voice●VLAN 機能は、他の機能（QoSを含む）より優先順位が高くなっています。そのため、音声トラフィッ

クは QoS 機能には影響されずに Voice●VLAN 機能設定に従って処理されます。
•● VoIPトラフィックの品質を保証するためには、音声 VLAN に最も高い優先度を設定することをお勧めし

ます。

設定

Voice●VLAN 機能を設定します。

パス
ネットワーク●-●Voice●VLAN●-●設定

Voice	VLAN



119

●

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Voice●VLANステータス

●◆ Voice VLANステータス●―●音声VLANを［有効］または［無効］に設定します。（オプション：
有効、無効；初期値：無効）

MEMO 本設定を有効にすると「Voice●VLANグローバル設定」の設定が可能になります。

※●機能を無効にした場合、すべての設定値がデフォルトに戻ります。

Voice●VLAN●グローバル設定

●◆ VLAN ID●―●Voice●VLANのVLAN●IDを選択します（初期値：1）

MEMO
事前に「VLAN」画面にてタグ付きVLAN 設定を作成する必要があります。

「VLAN」で設定されたメンバーポートが、Voice●VLAN のスタティックメンバーポートになります。
自動的に Voice●VLAN にポートを追加する場合、Voice●VLAN●ポート設定テーブルにて「自動検出」
機能を有効にします

●◆ Aging Time●―●ポートが自動VLANの一部の場合、音声VLANからポートを削除するまで
の時間（時間）を設定します。（範囲：1-120時間●；初期値：1）

MEMO
音声機器がトラフィックを送信しなくなり、音声機器の MACアドレスが期限切れになると、音声
VLANタイマーが開始されます。ポートは音声 VLANタイマーの時間切れの後、●音声 VLAN から
削除されます。

●◆ CoS●―●IEEE●802.1p●プライオリティを設定します。（範囲：0●-●7；初期値：7）

Voice●VLAN●ポート設定テーブル

ポートの音声 VLAN 情報の設定および表示をします。
IP 電話からの音声トラフィックを割り当てた VLAN へ自動的に配置し、VoIP のサービスを
向上させることができます。

●◆ ポート●―●ポート識別子

●◆ 自動検出●―●Voice●VLANの自動検出状態を設定します。（オプション：有効、無効、無視；
初期値：有効（ポートが「すべて」の場合は［無視］））

●◆ 状態●―●●Voice●VLANの状態を表示します。
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Web インターフェイス
Voice●VLAN を設定します。

1.	ネットワーク●＞●Voice●VLAN●＞●（設定）の順にクリックします。

2.	Voice●VLANステータス、Voice●VLANグローバル設定で各項目を設定し、［適用］をク
リックします。

3.	Voice●VLAN ポート設定テーブルで「自動検出」の［有効］［無効］を選択し、設定し
たポートの右にある［適用］をクリックします。

図 66： Voice VLAN ステータス画面

OUI

Voice●VLAN●OUI を設定します。

パス
ネットワーク●-●Voice●VLAN●-●OUI

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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Voice●VLAN●OUI 設定

●◆ ユーザー定義OUI●―●手動でテレフォニーOUIを設定します。

●n 説明●−●登録に関する任意の説明を入力できます。

●n 電話機 OUI●−●電話機の OUI を設定します。

MEMO
手動で設定された OUI が選択されている場合、ACL ルールが 1 つ使用され、設定するともう
1 つ ACL ルールが使用されます。システムは ACLプロファイル（Profile●ID:51）を全ての音声
VLAN ルールのために作成します。

MEMO
OUI 設定について
すでに定義済みの OUI があり、ユーザーが新たに OUI を設定する場合は、これらの定義済み
OUI を避けなければなりません。
以下は、定義済みの音声トラフィックの OUI です。

OUI 支給元 簡略名
00:E0:BB● 3COM●3com
00:03:6B● Cisco●cisco
00:E0:75● Veritel●veritel
00:D0:1E● Pingtel●pingtel
00:01:E3● Siemens●siemens
00:60:B9● NEC/●Philips●nec&philips
00:0F:E2● Huawei-3COM●huawei&3com
00:09:6E ●Avaya●avay

※●ユーザー定義 OUIとして最大 10まで登録することができます。

Voice●VLAN●OUI テーブル

●◆ 画面上側で設定したVLANを一覧で表示します。

Web インターフェイス
Voice●VLAN●OUI 設定を設定します。

1.	ネットワーク●＞●Voice●VLAN●＞●OUI の順にクリックします。

2.	Voice●VLAN●OUI 設定で「ユーザー定義 OUI」を設定し、［追加］をクリックします。

図 67： Voice VLAN OUI 設定画面
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本スイッチは、IEEE●802.1AB に準拠した LLDP（Link●Layer●Discovery●Protocol）に準拠
しています。
LLDP 機能を有効にした場合、LLDP 対応デバイス同士が、隣接するLLDP デバイスに自
分自身についての情報を通知し合い、お互いを認識できます。
これらの情報を MIB（Management●Information●Base）に保存し、SNMP ユーティリティ
が各 LLDP デバイスの MIB 情報を取得することでネットワークトポロジを把握します。

設定

LLDP 機能を設定します。

パス
ネットワーク●-●LLDP●-●設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

LLDP●グローバル設定

●◆ LLDPステータス●―●LLDP機能を［有効］または［無効］に設定。有効にすると、スイッチ
はLLDPパケットの送信、受信、プロセスを開始します。LLDPパケットの周知のためにス
イッチはポートを通してネイバーにLLDPの情報を展開します。LLDPパケットの受信に
はネイバーテーブル上のネイバーから周知されたLLDPパケット情報を取得します。（オ
プション：有効、無効；初期値：無効）

LLDP パラメーター設定

●◆ Message TX Hold Multiplier●―●LLDPで送信する情報のTTL値を設定します。（範囲：2●-●
10、初期値：4）

MEMO TTL●値を超過すると、隣接するスイッチの MIB●から、送信した情報は削除されます。

●◆ Message TX Interval●―●LLDPで情報を送信する間隔（秒）を設定します。（範囲：5●-●
32768秒●；初期値：30）

●◆ LLDP Reinit Delay●―●LLDP●を初期化するときの遅延時間（秒）を設定します。（範囲：1●-●
10秒；初期値：2）

LLDP
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●◆ LLDP TX Delay●―●連続したLLDPフレーム伝送間の遅延（LLDP●TX●Delay）の値を設定し
ます。（範囲：1●-●8192秒；初期値：2）

MEMO
LLDP●TX 遅延には次の公式を満たす数値のみ設定可能です。

LLDP●TX●Delay≦●
●（0.25*●（Message●TX●Interval））●and●（Message●TX●Interval）●*●（Message●TX●Hold●
Multiplier）●<●65535.

LLDP●システム情報

●◆ 筐体IDサブタイプ●―●MACアドレスを筐体IDサブタイプとして使用します。

●◆ 筐体ID●―●本スイッチのMACアドレスが表示されます。

●◆ システム名●―●システム管理にて登録されているシステム名が表示されます。

●◆ システム説明●―●製品型番が表示されます。

LLDP ポート状態設定

各ポートでの LLDP の状態設定を行うことができます。

●◆ ポート●―●ポート識別子

●◆ 状態●―●LLDPパケットの送受信状態を設定します。（オプション：無効、送受信、受信の
み、送信のみ；初期値：送受信（ポートが「All」の場合は［無効］））

Web インターフェイス
LLDP 機能を設定します。

1.	ネットワーク●＞●LLDP●＞●（設定）の順にクリックします。

2.	LLDPグローバル設定で［有効］［無効］を設定し、［適用］をクリックします。

3.	LLDPグローバル設定が［有効］の場合、LLDP パラメーター設定で各項目を入力お
よび選択し、設定したポートの右にある［適用］をクリックします。
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図 68： LLDP グローバル設定画面

ネイバー

LLDP●ネイバー情報が一覧表示されます。

パス
ネットワーク●-●LLDP●-●ネイバー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

LLDP●ネイバー情報

●◆ Entity●
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●◆ ポート●

●◆ 筐体IDサブタイプ

●◆ 筐体ID●

●◆ ポートIDサブタイプ●

●◆ ポートID

●◆ ポート説明

●◆ 詳細表示

Web インターフェイス
LLDP●ネイバー情報が一覧表示されます。

1.	ネットワーク●＞●LLDP●＞●ネイバーの順にクリックします。

図 69： LLDP ネイバー情報画面
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5  QoS

QoSとは IEEE●802.1p 標準で規定される技術のことです。ネットワーク管理者は、Web 閲
覧用アプリケーション、ファイルサーバーアプリケーション、およびビデオ会議などのよう
な広帯域を必要とする、またはより高い優先順位を持つ重要なサービスのために、帯域
を確保することが可能です。

QoSステータスおよび IEEE●802.1p●プライオリティを設定します。

パス
QoS●-●CoS●

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

CoS

●◆ QoSステータス●―●QoSを［有効］または［無効］に設定します。（オプション：有効、無効；初
期値：無効）

CoS テーブル

●◆ CoS●―●システム上のプライオリティです。

●◆ キューID●―●どのプライオリティに設定するかキューIDを設定します。

※機能を無効にした場合、すべての設定値がデフォルトに戻ります。

Web インターフェイス

1.	QoS●＞●CoS の順にクリックします。

2.	CoS で「QoSステータス」の［有効］［無効］を設定し、［適用］をクリックします。

3.	QoSステータスが［有効］の場合、CoS テーブルで「キュー ID」を設定し、設定した
CoS の右にある［適用］をクリックします。

CoS
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図 70： CoS 画面

ポートごとにプライオリティを設定します。

パス
QoS●-●ポートプライオリティ

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポートプライオリティテーブル

●◆ ポート●―●ポート識別子

●◆ CoS●―●ポートの優先度を設定します。7が最優先値となり、0が最小の優先値となります。
（範囲：0●-●7、無視；初期値：0）

Web インターフェイス
ポートごとにプライオリティを設定します。

1.	QoS●＞●ポートプライオリティの順にクリックします。

2.	設定したいポートの CoS を選択し、その行の右にある［適用］をクリックします。

ポートプライオリティ
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図 71： ポートプライオリティテーブル画面

IP●ヘッダの DSCPプライオリティベースとした QoS の設定をします。

パス
QoS●-●DSCP

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

DSCPクラスマッピング設定

●◆ DSCPクラスマッピングステータス●―●DSCPクラスマッピングを［有効］または［無効］に設
定します。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

DSCPクラスマッピングテーブル

●◆ DSCP 

●◆ CoS●―●各DSCPクラスに対するCoSを設定します。

Web インターフェイス

1.	QoS●＞●DSCP の順にクリックします。

2.	DSCPクラスマッピング設定で「DSCPクラスマッピングステータス」の［有効］［無効］
を設定し、［適用］をクリックします。

DSCP
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3.	DSCPクラスマッピングステータスが［有効］の場合、DSCPクラスマッピングテーブ
ルで「CoS 値」を設定し、［適用］をクリックします。

図 72： DSCP クラスマッピング設定画面

QoS でのキューイングに関する設定をします。

パス
QoS●-●スケジューリングアルゴリズム

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

スケジューリングアルゴリズム設定

●◆ スケジューリングアルゴリズム●―●QoSでのキューイングに関する設定をします。（オプショ
ン：Strict●Priority、Weighted●Round●Robin；初期値：Strict●Priority）

●n Strict Priority●−●Strict スケジューリングでは優先値の高いキューが最優先とな
り、続くキューは Weighted●Round●Robinスケジュールに従います。

●n Weighted Round Robin●−●Weighted●Round●Robin のアルゴリズムを使用して
パケットを取り扱います。

Web インターフェイス

1.	QoS●＞●スケジューリングアルゴリズムの順にクリックします。

2.	スケジューリングアルゴリズムを設定し、［適用］をクリックします。

スケジューリングアルゴリズム
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図 73： スケジューリングアルゴリズム設定画面

IPv6●Traffic●Class の設定をします。

パス
QoS●-●IPv6●Traffic●Class

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

IPv6●Traffic●Class●グローバル設定

●◆ IPv6 Traffic Class ステータス●―●IPv6●Traffic●Classを［有効］または［無効］に設定します。
（オプション：有効、無効；初期値：無効）

IPv6●Traffic●Class●設定

●◆ IPv6 Traffic Class●―●IPv6●Traffic●Classの設定をします。（範囲：0●-●255）

●◆ キューID●―●キューIDを設定します。

IPv6●Traffic●Class●テーブル

●◆ IPv6●Traffic●Class●ステータスが「有効」時、IPv6●Traffic●Class設定で追加した内容が一覧
表示されます。

Web インターフェイス
IPv6●Traffic●Class の設定をします。

1.	QoS●＞●IPv6●Traffic●Class の順にクリックします。

IPv6	Traffic	Class
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2.	IPv6●Traffic●Class●グローバル設定で「IPv6●Traffic●Class●ステータス」の［有効］［無効］
を設定し、［適用］をクリックします。

3.	 IPv6●Traffic●Class●ステータスが［有効］の場合、IPv6●Traffic●Class● 設定で「IPv6●
Traffic●Class」「キュー ID」を設定し、［追加］をクリックします。

図 74： IPv6 Traffic Class グローバル設定画面
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6  PoE

システムの給電可能電力に関する設定をします。

PoE の設定を行います。
また、システム総供給可能電力、消費電力およびポートごとに PoEステータスを表示し
ます。

パス
PoE●-●PoE

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

PoE 設定

●◆ パワーバジェット●―●本スイッチのPoE給電可能総電力を表示します。

●◆ 消費電力●―●本スイッチの現在の使用電力を表示します。

PoE テーブル

●◆ ポート●―●ポート識別子

●◆ 給電設定●―●各ポートでのPoE給電状態を設定します。（オプション：有効、無効；初期値：
有効（ポートが「All」では［無視］））

●◆ Legacy●―●IEEE802.3af/at準拠で給電できなかった場合に、Legacy方式を試す設定をし
ます。（オプション：有効、無効；初期値：無効（ポートが「All」では［無視］））

●◆ 状態●―●現在のポートの状態を表示

●◆クラス●―●現在設定している電力制限のクラスを表示

●◆ プライオリティ●―●選択したポートの電力供給の優先度を設定します。（オプション：低、
高、critical、無視；初期値：低（ポートが「All」では［無視］））

PoE
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●◆ 電力制限●―●接続するPD●デバイスに適用する給電量の制限を設定。本機能により、過負
荷発生時にはそのポートのPoE機能が無効となり、本製品と接続するPDデバイスを保
護します。（オプション：自動、クラス1●-●4、ユーザー定義；初期値：自動（ポートが「All」では

［無視］））

●n 自動●―●接続デバイスとネゴシエーションを行い、IEEE●802.3af に基づいたクラス
分けが行われます。

●n クラス 1 - 4●―●［クラス●1●］は 4W、［クラス●2●］は 7W、［クラス●3●］は 15.4W、［ク
ラス●4●］は 30W が適用されます。

●n ユーザー定義●―●手動でポートの電力の上限値を割り当てます。

●◆ ユーザー定義●―●電力制限で［ユーザー定義］を選択した場合、ポートの電力上限値を入
力します。

●◆ タイマー設定●―●選択したポートに、PoE機能を自動で有効/●無効にする時間範囲を選択
します。（初期値：未設定（ポートが「All」では［無視］））

●◆ 電力（mW）●―●PoE給電でPDに供給している電力を表示します。

●◆ 電圧（V）●―●PoE給電でPDに供給している電圧を表示します。

●◆ 現在の設定（mA）●―●PoE給電でPDに供給している電流を表示します。

※システム時刻がポートに設定されているタイマー時間になった場合、PoE 給電が無効になります。

Web インターフェイス
PoE の設定を行います。

1.	PoE●＞●PoE の順にクリックします。

2.	PoE テーブルで設定したいポート欄の各項目を選択し、欄右にある［適用］をクリック
します。
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図 75： PoE 設定画面

PoE 機能を自動で有効 /●無効にする時間を設定します。

パス
PoE●-●タイマー設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

タイマー設定

●◆ 設定名●―●時間範囲の登録名を入力します（最大32文字）

●◆ 各曜日の開始時間●―●開始時間を入力します。

●◆ 各曜日の終了時間●―●終了時間を入力します。

●◆  開始曜日●―●開始曜日を選択します。

●◆  毎日●―●チェックボックスをチェックすると毎日に設定されます。

●◆ 終了曜日●―●終了曜日を選択します。

タイマー設定



135

●

タイマー設定テーブル

●◆タイマー設定されている情報を表示します。

Web インターフェイス
PoE●機能を自動で有効 /●無効にする時間範囲を設定します。

1.	QoS●＞●タイマー設定の順にクリックします。

2.	タイマー設定で各項目を設定し、［適用］をクリックします。

図 76： タイマー設定画面

MEMO
タイマー設定画面では、PoE 給電を行わない時間の設定が可能です。
時間設定：0:00 ～ 23:59 の間で PoE 給電を使用しない時間を設定します。
※ちなみに「0:00」は深夜零時、「12:00」は正午となります
開始曜日：日～土の間で設定します。
※毎日適用の場合は、「毎日」選択ボックスにチェックを入れます。
終了曜日：日～土の間で設定します。

【入力設定例】
月曜～金曜日の 12:00 ～ 13:00 の間は PoE 給電は行わない。



136

Section●2　WebUI 設定

7  セキュリティ

ネットワークスイッチを利用することにより、クライアントPC は、接続するだけで簡単に
リソースへアクセスできるようになります。
しかし、このような自動設定機能は、不正なユーザーが簡単に侵入して重要なデータへ
のアクセスを行う危険性があります。

IEEE●802.1X はネットワークへのアクセス制御に関するセキュリティ標準規格で、特に
Wi-Fi 無線ネットワークにおけるユーザー認証プロトコルとして知られています。

IEEE●802.1X では、ユーザーの認証が完了するまでネットワークポートを切断状態にし、
LAN 接続されません。スイッチは EAPOL●（Extensible●Authentication●Protocol●over●
LANs）と呼ばれるプロトコルを使用し、ユーザーとの間でユーザー名などのクライアン
ト認証データを交換し、それをリモートの RADIUS 認証サーバーに転送してアクセスの
ための認証を受けます。クライアントは認証方法を拒否し、クライアントのソフトウェアと
RADIUS サーバーの設定に応じた他の認証方法を要求することができます。認証結果に
応じて、そのポートをユーザーに開放するか、ユーザーのネットワークへのアクセスを拒
否するかを決定します。
管理者は、RADIUS サーバーを利用したユーザーリストの収集・記録を行うことで、ネッ
トワーク管理の簡素化が可能です。

ポートセキュリティに関する設定を行うことができます。

グローバル設定

ポートセキュリティを有効にするMACアドレスを設定します。

パス
セキュリティ●-●ポートセキュリティ●-●グローバル設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポートセキュリティアドレス設定

●◆ システム最大アドレス●―●セキュリティの対象アドレス数を設定します。（範囲：1～6656；
初期値：無制限）

ポートセキュリティ
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Web インターフェイス
ポートセキュリティを有効にするMACアドレス数を設定します。

1.	セキュリティ●＞●ポートセキュリティ●＞●グローバル設定の順にクリックします。

2.	最大 MACアドレス数を設定し、［適用］をクリックします。

図 77： ポートセキュリティグローバル設定画面

ポート設定

適用するポートセキュリティ内容を設定します。

パス
セキュリティ●-●ポートセキュリティ●-●ポート設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポートセキュリティポート設定

●◆ ポート●―●対象スイッチポートを設定します。（初期値：All）

●◆ 状態●―●ポートセキュリティの［有効］、［無効］設定をします。（オプション：有効、無効；初
期値：無効）

●◆ 最大●―●対象ポートヘのセキュアMACアドレスの最大数を設定します。（範囲：0～64；初
期値：32）

●◆ 違反時のアクション●―●セキュリティ違反時の動作を選択します。（オプション：プロテク
ト、シャットダウン；初期値：シャットダウン）

●n プロテクト●―●セキュリティ違反のフレームを破棄します。

●n シャットダウン●―●対象インターフェイスを無効化します。
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●◆ セキュリティモード ● ―● MACアドレスのステータスを設定します。（オプション：
Permanent、タイムアウト時に削除；初期値：タイムアウト時に削除）

●n Permanent●―●対象の MACアドレスは期限切れになりません。

●n タイムアウト時に削除●―●設定したエージング時間を過ぎると期限切れとなります。

●◆ AgingTime●―●エージングタイム(MACアドレスの保持時間）を設定します。（範囲：0～
1400分）

●◆ エージングタイプ●―●エージングタイプを設定します。（オプション：アブソルート、インア
クティビティ；初期値：アブソルート）

●n アブソルート●―●記憶されている MAC アドレスを一定時間が過ぎると使用中で
あっても強制的に削除します。

●n インアクティビティ●―●記憶されているMACアドレスから通信が発生しなくなって
から一定時間がたつと削除する。

ポートセキュリティポート設定テーブル

●◆ 画面上側の「ポートセキュリティポート設定」で設定した内容が一覧表示されます。

Web インターフェイス
適用するポートセキュリティ内容を設定します。

1.	セキュリティ●＞●ポートセキュリティ●＞●ポート設定の順にクリックします。

2.	ポートセキュリティポート設定で各項目を設定し、［適用］をクリックします。設定した
内容は下の表に反映されます。

図 78： ポートセキュリティポート設定画面
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アドレス設定

ポートセキュリティを適用するスイッチポートとMACアドレス情報を設定します。

パス
セキュリティ●-●ポートセキュリティ●-●アドレス設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポートセキュリティアドレス設定

●◆ ポート●―●対象スイッチポートを設定します。

●◆ MACアドレス●―●対象ポートのMACアドレスを設定します。

●◆ VID●―●VLAN●IDを設定します。（範囲：1～4094）

ポートセキュリティアドレスエントリ

●◆「ポート設定」及び「アドレス設定」で設定した内容が表示されます。

Web インターフェイス
ポートセキュリティを適用するスイッチポートとMACアドレス情報を設定します。

1.	セキュリティ●＞●ポートセキュリティ●＞●アドレス設定の順にクリックします。

2.	ポートセキュリティアドレス設定で各項目を設定し、［適用］をクリックします。

3.	一度登録した設定内容を変更したい場合はポートセキュリティアドレスエントリで対象
のポートを選択して操作を行います。

図 79： ポートセキュリティアドレス設定画面
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ポートアクセス制御の設定をします。

パス
セキュリティ●-●ポートアクセス制御

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポートアクセス制御設定

●◆ NAS ID●―●NAS識別子。（16文字以下）

●◆ ポートアクセス制御ステータス●―●ポートアクセス制御の［有効］または［無効」を設定しま
す。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ 認証方式●―●認証プロトコルを「ローカル」「RADIUS」「TACACS+」の中から選択します。
（オプション：RADIUS、TACACS+、ローカル；初期値：ローカル）

ポートアクセス設定

●◆ ポート●―●ポート識別子。

●◆ 認証モード●―●ポートの認証モードを［802.1X］または［MACベース］に設定します。（オプ
ション：802.1X、MACベース；初期値：802.1X）

●◆ ポート制御―●ポートの認証制御の方法を選択します。（オプション：強制認証、自動、強制
認証解除；初期値：強制認証）

●n 強制認証●ー●認証モードを無効にし、認証情報の交換を要求せずにポートを強制
認証状態にします。選択したポートではクライアントの 802.1X ベースの認証を行
うことなく、通常のトラフィックの送受信が可能です。

●n 自動●ー●認証モードを有効にし、強制認証解除状態を開始し、ポートにおいて
EAPOLフレームのみの送受信を許可します。認証プロセスは、ポートのリンク状
態が Down からUp に変わった時、または EAPOLstartフレームが受信された時
に開始されます。本スイッチはクライアントの ID を要求し、●クライアントと認証
サーバとの間で認証メッセージの中継を開始します。

●n 強制認証解除●ー●選択したポートは強制認証解除状態を保ち、すべてのクライア
ントからの認証要求を無視します。本スイッチはインターフェイスを通したクライ
アントの認証サービスを行いません。

ポートアクセス制御
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●◆ 再認証ステータス●―●802.1Xベースの認証成功後のクライアントの再認証を［有効］また
は［無効］に設定します。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ サプリカントモード●―●サプリカントモードの［Single］または［Multiple］を設定します。
（オプション：Single、Multiple；初期値：Single）

●◆ Piggybackモード●―●サプリカントモードが［Single］時、Piggybackモードが［有効］また
は［無効］かを設定します。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ VLAN割り当て●―●VLAN割り当ての［有効］または［無効］を設定します。（オプション：有
効、無効；初期値：無効）

●◆ QoS割り当て●―●QoS割り当ての［有効］または［無効］を設定します。（オプション：有効、
無効；初期値：無効）

●◆ セキュアVLAN●―●VLAN割り当てが［有効］時にセキュアVALNの[オン]または[オフ]を選
択します。（初期値：オフ）

●◆ ゲストVLAN ID●―●ゲストVLANとして使用する場合にIDを設定します。（範囲：1●-●4094）

●◆ 送信期間●―●クライアントへのEAP●Request/Identityパケットの送信間隔を設定します。
（範囲：1-65535秒；初期値：30秒）

●◆ 最大リクエスト●―●本スイッチがEAPリクエスト●パケットをクライアント側に送出する最
大回数を設定します。（範囲：1●-●10；初期値：2）

●◆ Quiet Period●―●クライアントとの間の認証が失敗した場合、認証処理を行わない状態
を保持する時間（秒）を設定します。（範囲：1-65535秒；初期値：60秒）

●◆ 再認証期間●―●認証成功後、クライアントの再認証を行う周期を設定。「再認証ステータ
ス」が有効とされた場合のみ使用されます。（範囲：1-65535秒；初期値：600秒）

●◆ サプリカントタイムアウト●―●クライアントとの認証処理を行う時間（秒）を設定します。
（範囲：1-65535秒；初期値：30秒）

●◆  サーバータイムアウト●―●認証サーバーに応答を再送信する前に、本スイッチがクライア
ントからの応答を待つ時間（秒）を設定します。（範囲：1-65535秒；初期値：30秒）

※●MAC ベース認証モードでは、再認証ステータスはデフォルト期間 600 秒で常に「有効」です。

現在の設定ステータス

現在のポートアクセス制御の設定内容が一覧で表示されます。



142

Section●2　WebUI 設定

Web インターフェイス
ポートアクセス制御の設定を行います。

1.	セキュリティ●＞●ポートアクセス制御の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

ポートアクセス制御を設定する
ポートアクセス制御設定で各項目を設定し、［適用］をクリックします。

ポートアクセスの詳細設定をする
ポートアクセス制御設定で［設定］をクリックします。表示されるポートアクセス設定
で各項目を設定し、［適用］をクリックします。

現在の設定ステータスを確認する
ポートアクセス制御設定で［設定ステータス］をクリックします。現在の設定が一覧で
表示されます。

図 80： ポートアクセス制御設定画面
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図 81： ポートアクセス制御設定 ー 設定画面

図 82： ポートアクセス制御設定 ー 設定ステータス画面
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ダイヤルインユーザーに関する設定をします。

パス
セキュリティ●-●ダイヤルインユーザー

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ダイヤルインユーザー設定

●◆ ユーザー名●―●ユーザー名を入力します。（23文字以下）

●◆ パスワード●―●上記ユーザーのパスワードを入力します。（23文字以下）

●◆ ダイナミックVLAN●―●ダイナミックVLANで使用するIDを設定します。（範囲：1●-●4094）

ダイヤルインユーザーテーブル

●◆ダイヤルインユーザーとして登録されている情報を表示します。

MEMO フリーエントリー●：●64、総エントリー●：●0

Web インターフェイス

1.	セキュリティ●＞●ダイヤルインユーザーの順にクリックします。

2.	ダイヤルインユーザー設定で各項目を設定し、［追加］をクリックします。登録した内
容は下の表に表示されます。

図 83： ダイヤルインユーザー設定画面

ダイヤルインユーザー
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RADIUS サーバーは、中央集中型のユーザー管理を容易にし、またスニッフィングやハッ
カーからの攻撃から保護します。

パス
セキュリティ●-●RADIUS

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

RADIUS 設定

●◆ サーバープライオリティ●―●RADIUSサーバーの優先順位を選択します。1が最優先値とな
り、5が最小の優先値となります。（範囲：1●-●5；初期値：1）

●◆ サーバーIPアドレス●―●RADIUSサーバ−のIPアドレスを入力します。

●◆ サーバーポート●―●RADIUS認証サーバ−のUDPポートを指定します。（範囲：1-65535；
初期値：1812）

●◆ Accounting Port●―●RADIUSアカウントサーバーのUDPポートを指定します。（範囲：
1-65535；初期値：1813）

●◆ Shared Secret●―●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。（32●文字以下）

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。

RADIUS テーブル

●◆RADIUS設定で追加した内容の一覧表示。

Web インターフェイス
マネジメントアクセスのための認証を設定します。

1.	セキュリティ●＞●RADIUS の順にクリックします。

2.	RADIUS 設定で各項目を設定し、［追加］をクリックします。登録した内容は下の表に
表示されます。

RADIUS
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図 84： RADIUS 設定画面

TACACS+●リモートアクセス認証サーバーに設定されたユーザー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（management●access）の制御を行い、IEEE●802.1X●ポー
ト認証のためのクライアントアクセスを認証します。

パス
セキュリティ●-●TACACS+

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

TACACS+ 設定

●◆ サーバープライオリティ●―●TACACS+サーバーの優先順位を選択します。1が最優先値と
なり、5が最小の優先値となります。（範囲：1●-●5；初期値：1）

●◆ サーバーIPアドレス●―●TACACS+サーバ−のIPアドレスを入力します。

●◆ サーバーポート●―● ● TACACS+認証サーバ−のUDPポートを指定します。（範囲：
1-65535；初期値：49）

●◆ タイムアウト ―●ユーザーからの認証のレスポンスに対するスイッチの待ち時間（秒）を
指定します。（範囲：1-255秒；初期値：5秒）

●◆ Shared Secret●―●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。（32文字以下）

TACACS+
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TACACS+ テーブル

●◆TACACS+設定で追加した内容の一覧表示。

Web インターフェイス
マネジメントアクセスのための認証を設定します

1.	セキュリティ●＞●TACACS+ の順にクリックします。

2.	TACACS+ 設定で各項目を設定し、［追加］をクリックします。登録した内容は下の表
に表示されます。

図 85： TACACS+ 設定画面

データの送信先を MACアドレスを用いてフィルターする設定をします。

パス
セキュリティ●-●送信先 MAC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。

宛先 MACフィルターを追加

●◆ MACアドレス●―●データを送信することができる宛先として、MACアドレスを登録します。

送信先MACフィルター
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送信先 MACフィルターテーブル

●◆宛先MACフィルターを追加で追加したMACアドレスを一覧表示。

※送信先 MACフィルターのエントリーは最大 40 です。

Web インターフェイス

1.	セキュリティ●＞●送信先 MACフィルターの順にクリックします。

2.	宛先 MACフィルターを追加で MACアドレスを設定し、［追加］をクリックします。登
録した内容は下の表に表示されます。

図 86： 宛先 MAC フィルター追加画面

悪意のあるARPスプーフィングから防御したいクライアント情報を設定します。

パス
セキュリティ●-●ARPスプーフィング防止

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ARPスプーフィング防止設定

●◆ IPアドレス●―●ARPスプーフィングから防御したいクライアントのIPアドレスを入力します。

●◆ MACアドレス●―●ARPスプーフィングから防御したいクライアントのMACアドレスを入力
します。

ARPスプーフィング防止
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●◆ ポート●―●●ARPスプーフィングから防御したいクライアントの接続収容ポートを指定します。

ARPスプーフィング防止テーブル

●◆ARPスプーフィング防止設定で追加した内容の一覧表示。

Web インターフェイス
ARPスプーフィングから防御したいクライアント情報を設定します

1.	セキュリティ●＞●ARPスプーフィング●の順にクリックします。

2.	ARPスプーフィング防止設定で各項目を入力し、［追加］をクリックします。登録した
内容は下の表に表示されます。

図 87： ARP スプーフィング防止設定画面

本スイッチでは DoS 攻撃防止を種類ごとに設定します。［許可］に設定した場合、DoS
攻撃と見られるパケットを破棄します。パケットの精査はハードウェアで行います。

パス
セキュリティ●-●サービス拒否

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

DoS 攻撃設定

●◆ Land Attack●―●Land攻撃と見られるパケットの破棄を［許可］または［拒否］に設定しま
す。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

サービス拒否
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●◆ Blat Attack●―●Blat攻撃と見られるパケットの破棄を［許可］または［拒否］に設定します。
（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ TCP Null Scan●―●TCP●Nullスキャンと見られるパケットの破棄を［許可］または［拒否］に
設定します。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ TCP Xmas scan●―●TCP●Xmasスキャンと見られるパケットの破棄を［許可］または［拒否］
に設定します。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ TCP Synfin●―●TCP●Synfinと見られるパケットの破棄を［許可］または［拒否］に設定しま
す。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ TCP Syn Srcport less 1024●―●送信元ポートは1024未満のTCP●Synのパケットの破棄を
［許可］または［拒否］に設定します。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ Ping Death Attack●―●Ping●of●deathと見られるパケットの破棄を［許可］または［拒否］
に設定します。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ TCP Tiny Frag Attack●―●TCP●Tiny●Frag攻撃と見られるパケットの破棄を［許可］または
［拒否］に設定します。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

Web インターフェイス
DoS 攻撃防止の設定をします。。

1.	セキュリティ●＞●サービス拒否の順にクリックします。

2.	DoS 攻撃設定で各項目を設定し、［適用］をクリックします。

図 88： DoS 攻撃設定画面



151

●

DHCP●Snooping を有効にした場合は、スイッチが自動的に DHCP パケットをスヌーピン
グして IPアドレスとMACアドレスのペアを学習し、スマートバインディングのホワイトリ
ストに登録することもできます。

設定

DHCP 自動設定機能を有効 / 無効にします。

パス
セキュリティ●-●DHCP●Snooping●-●設定

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

DHCP●Snooping●グローバル設定

●◆ DHCP Snooping ステータス●―●DHCP●Snoopingを［有効］または［無効］に設定します。
（オプション：有効、無効；初期値：無効）

MEMO
「DHCP●Snoopingステータス」を［有効］にすると、DHCP●サーバ /クライアントからのパケット
を詮索し、ホワイトリストの情報を更新します。

一般設定
DHCP●Snooping を［有効］にした場合、下記項目を設定します。

●◆ Option 82パススルー●―●Option●82パススルーを［有効］または［無効］に設定します。
（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ MACアドレス確認●―●MACアドレス確認を［有効］または［無効］に設定します。（オプショ
ン：有効、無効；初期値：有効）

●◆ データベースのバックアップ●―●データベースのバッグアップを［有効］または［無効］に
設定します。（オプション：有効、無効；初期値：無効）

●◆ データベース更新間隔●―●データベースの更新間隔時間（秒）を設定します。（範囲：600-
86400秒；初期値：1200秒）

●◆ DHCP Option 82の挿入●―●DHCP●Option82の挿入を［有効］または［無効］に設定します
（オプション：有効、無効；初期値：無効）

DHCP	Snooping
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Web インターフェイス
DHCP 自動設定機能を有効 / 無効にします。

1.	セキュリティ●＞●DHCP●Snooping の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

DHCP Snooping を無効にする場合
DHCP●Snooping●グローバル設定で「DHCP●Snoopingステータス」を［無効］にし、［適
用］をクリックします。

DHCP Snooping を有効にする場合
DHCP●Snooping●グローバル設定で「DHCP●Snoopingステータス」を［有効］にし、［適
用］をクリックします。一般設定で各項目内容を設定し、［適用］をクリックします。

図 89： DHCP Snooping グローバル設定画面

VLAN

DHCP●Snooping を有効にするVLAN を設定します。

パス
セキュリティ●-●DHCP●Snooping●-●VLAN

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

VLAN 設定

●◆ VLAN ID●―●DHCP●Snoopinを有効にするVLANを入力します。（範囲：1●-●4094）
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VLAN テーブル

●◆VLAN設定で追加したVLAN●IDが表示されます。

Web インターフェイス
DHCP●Snooping を有効にするVLAN を設定します。

1.	セキュリティ●＞●DHCP●Snooping●＞●VLAN の順にクリックします。

2.	VLAN 設定で VLAN●ID を入力し、［追加］をクリックします。登録した内容は下の表に
表示されます。

図 90： VLAN 設定画面

インターフェイス

DHCP●Snooping 機能を使用する場合、ポートごとに Trusted インターフェイスとして設定
することが可能です。

Trusted インターフェイスではスヌーピングを行わないため自由に通信ができます。

パス
セキュリティ●-●DHCP●Snooping●-●インターフェイス

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Trusted●Interfaces●Settings

●◆ ポート●―●ポート識別子
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●◆ Trust●―●設定するポートをTrustedインターフェイスとする（［有効］）か否（［無効］）かを
設定します。（オプション：有効、無効；初期値：有効（ポートが「All」では［無視］））

Web インターフェイス
ポートの Trusted インターフェイスを設定します。

1.	セキュリティ●＞●DHCP●Snooping●＞●インターフェイスの順にクリックします。

2.	設定したいポートの Trust を選択し、その行の右にある［適用］をクリックします。

図 91： Trusted Interfaces Settings 画面

バインディング

DHCP●Snooping が［有効］の場合、本スイッチは信頼できないインターフェイスに関す
る情報を●DHCP●Snooping●バインディング●データベースに保存できます。

パス
セキュリティ●-●DHCP●Snooping●-●バインディング

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

バインディングデータベース設定

●◆ MACアドレス●―●バインディングするMACアドレスを入力します。

●◆ IPアドレス●―●バインディングするIPアドレスを入力します。

●◆ VLAN●―●バインディングするVLAN●IDを入力します。（範囲：1●-●4094）
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●◆ ポート●―●バインディングするポートを選択します。

●◆ タイプ●―●バインディングの種類を［Static］または［Dynamic］に設定します。（オプショ
ン：Static、Dynamic；初期値：Static）

●◆リース時間●―●IPアドレスのリース時間（秒）を設定します。（範囲：10●-●4294967295秒）

バインディングデータベーステーブル

●◆バインディングデータベース設定で設定したデータを一覧表示します。

Web インターフェイス
DHCP バインディングデータベースを作成します。

1.	セキュリティ●＞●DHCP●Snooping●＞●バインディングの順にクリックします。

2.	バインディングデータベース設定で各項目を設定し、［追加］をクリックします。登録し
た内容は下の表に表示されます。

図 92： バインディングデータベース設定画面
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本スイッチは、ACL（アクセスコントロールリスト）を使用することにより、パケットヘッダー
の中の情報によって、パケット送信を決定する基準を設定できます。この基準は MACア
ドレスや IPアドレスをベースに設定することが可能です。

ポリシー

アクセスプロファイルとACL ルールの新規作成をします。スイッチで使用可能なプロファ
イル数は 50/200 ルールになります。

パス
セキュリティ●-●ACL●-●ポリシー

使用ガイドライン
●◆ 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（ACL）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。

●n すべてのフレームタイプ（MACアドレス、VLAN●ID、VLANプライオリティに基づく）

●n 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、VLAN●ID、VLAN
プロパティーに基づく）

●n 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）

●n 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、VLAN●ID、VLAN●プライオリティ）

ACL
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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。

ポリシータイプ

●◆ ポリシータイプ●―●アクセスプロファイルのタイプを選択します。

●n L2+IPv4 を追加●ー●L4 ポート、IPv4アドレスから送信されたパケットを対象にし
ます。

●n IPv6 を追加●ー IPv6アドレスから送信されたパケットを対象にします。

L2+IPv4 を追加

●◆ ポリシーインデックス●―●●―●ポリシー識別子。（範囲：65●-●128）

●◆ 送信元MACアドレス●―●送信元のMACアドレスを設定します。

●◆ 送信先MACアドレス●―●宛先のMACアドレスを設定します。

●◆ マスク長●―●MACアドレスマスクを設定します。（範囲：1●-●48）

●◆ VLAN ID●―●転送の基準として本スイッチによるパケットヘッダの802.1p優先値を確認
するオプションです。（範囲：1●-●4094）

●◆ 802.1p プライオリティ●―●MAC●ACLの優先値を0から7の間で設定します。（範囲：0●-●7）
※7が最優先値となり、0が最小の優先値となります

●◆ Etherタイプ●―●転送の基準として本スイッチによる各フレームヘッダのヘッダーのイー
サネット種類を確認するオプションです。（範囲：0000●-●FFFF、例：●0806;●0800）

●◆ プロトコル●―●プロトコルIDを設定します。（範囲：1●-●255）

●◆ IPv4 送信元 IPアドレス●―●送信元IPv4アドレスを指定します。

●◆ IPv4 送信先 IPアドレス●―●宛先IPv4アドレスを指定します。

●◆ マスク長●―●IPアドレスマスクを設定します。（範囲：1●-●32）

●◆ DSCP●―●DSCPの値を入力します。（範囲：0●-●63）

●◆ 送信元L4ポート●―●送信元L4ポート番号を設定します。（範囲：1●-●65535）

●◆ 送信先L4ポート●―●送信先L4ポート番号を設定します。（範囲：1●-●65535）
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●◆ ポリシーアクション●―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。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ Replaced-CoS●―●CoSを設定します。（範囲：0●-●7）● ●
※7が最優先値となり、0が最小の優先値となります。

●◆ Replaced-DSCP●―●DSCPを設定します。（範囲：0●-●63）

●◆ ポートリスト●―ACLルールに関連したポートを入力します。

IPv6 を追加

●◆ ポリシーインデックス●―●●―●ポリシー識別子（範囲：1●-●64）

●◆ VLAN ID●―●転送の基準としてスイッチによるパケットヘッダの802.1p●優先値を確認す
るオプションになります。（範囲：1●-●4094）

●◆ 802.1p プライオリティ●―●MAC●ACL●の優先値を0●から7の間で指定します。（範囲：0●-●7）
※7が最優先値となり、0が最小の優先値となります

●◆ 次のヘッダー●―●IPv6●拡張ヘッダーを入力します。（範囲：1●-●255）

●◆ IPv6 送信元 IPアドレス●―●送信元IPv6アドレスを入力します。

●◆ IPv6送信先 IPアドレス●―●宛先IPv6アドレスを入力します。

●◆ プレフィックス長●―●IPv6アドレスのプレフィックス長を入力します。（範囲：1●-●128）

●◆ IPv6 Traffic Class●―●アクセスルールのクラスを指定します。（範囲：0-255）

●◆ 送信元L4ポート●―●送信元L4ポート番号を設定します。（範囲：1●-●65535）

●◆ 送信先L4ポート●―●送信先L4ポート番号を設定します。。（範囲：1●-●65535）

●◆ ポリシーアクション●―●ACLに合致した場合の転送動作の［許可］または［拒否］を設定し
ます。（オプション：許可、拒否；初期値：許可）

●◆ Replaced-CoS●―●CoSを設定します。（範囲：0●-●7）● ●
※7が最優先値となり、0が最小の優先値となります。

●◆ ポートリスト●―●ACLルールに関連したポートを入力します。●
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ポリシーテーブル

●◆ポリシータイプで追加したACLを一覧で表示します。

Web インターフェイス
アクセスプロファイルとACL ルールの新規作成を行います。

1.	セキュリティ●＞●ACL の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

L2 ＋ IPv4 のタイプを追加する
ポリシータイプ右にある［L2+IPv4 を追加］をクリックし、各設定項目を入力後、［追加］
をクリックします。

IPv6 のタイプを追加する
ポリシータイプ右にある［IPv6 を追加］をクリックし、各設定項目を入力後、［追加］
をクリックします。

削除する
ポリシーテーブルで削除したい Index 右にある［削除］をクリックします。登録したルー
ルをすべて削除したい場合はポリシーテーブル右上にある［すべて削除］をクリックし
ます。

図 93： ポリシータイプ画面
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図 94： ポリシータイプ ー L2+IPv4 を追加画面

図 95： ポリシータイプ ー IPv6 を追加画面
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●

データベース

設定しているポリシーデータベースをポートごとに表示します。

パス
セキュリティ●-●ACL●-●データベース

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

ポリシーデータベースを選択

●◆ ポートを選択●―●表示させたいポートを選択します。（オプション：Any、1●-●10；初期値：
Any）

ポリシーテーブル

●◆ 本スイッチに登録しているACLを一覧で表示します。

Web インターフェイス
設定しているポリシーデータベースをポートごとに表示します。

1.	セキュリティ●＞●ACL●＞●データベースの順にクリックします。

2.	ポリシーデータベースを選択で表示したいポートを選択します。

図 96： ポリシーデータベースを選択画面
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8  ツール

●n ファームウェアのバックアップ /アップブレード

●n 設定ファイルのバックアップ / 復元

●n ケーブル診断

●n 再起動

●n ping 実行

を行います。

ファームウェアのバックアップ、またはファームウェアのアップグレードをします。
ファームウェアの転送方法は、「HTTP」または「TFTP」から選択できます。

パス
ツール●-●ファームウェアのアップグレード

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

HTTP 設定経由

●◆ イメージバージョン●―●ファームウェアのバージョンを表示。

●◆ ファームウェアファイル●―●バックアップ/アップグレードするファイルを選択します。

TFTP 設定経由

●◆ イメージバージョン●―●ファームウェアのバージョンを表示

●◆ TFTPサーバーIP●―●使用するTFTPサーバーのIPアドレスを入力します。

●◆ イメージファイル名●―●バックアップ/アップグレードするファイル名を入力します。（64文
字以下）

ファームウェアのアップグレード
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●◆リトライカウント―●タイムアウトした場合のリトライ回数を設定します。（初期値：3）

※フラッシュにイメージを書き込んだ後、システムは自動的に再起動します。

Web インターフェイス
ファームウェアのバックアップ /ファームウェアのアップグレードをします。

1.	ツール●＞●ファームウェアのアップグレードの順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

HTTP 設定経由でバックアップする
HTTP設定経由で［バックアップ］をクリックします。現在のファームウェアファイルがロー
カルデスクに保存されます。

HTTP 設定経由でアップグレードする
・● HTTP 設定経由で「ファームウェアファイル」横の［ファイルを選択］をクリックし、●

ファームウェアファイルを参照します。
・● ファイルを指定後に［アップグレード］をクリックし、●アップグレードを開始します。

TFTP 設定経由でバックアップする
・● TFTP 設定経由で「TFTP サーバー IP」を［IPv4］/［IPv6］から選択し、TFTP サー

バーの IPアドレスを入力します。
・●「イメージファイル名」にファイル名を入力します。
・●［バックアップ］をクリックします。現在のコンフィグレーションが指定した TFTP サー

バーに保存されます。

TFTP 設定経由でアップグレードする
・● TFTP 設定経由で「TFTP サーバー IP」を［IPv4］/［IPv6］から選択し、TFTP サー

バーの IPアドレスを入力します。
・●「イメージファイル名」にファイル名を入力します
・●［アップグレード］をクリックし、TFTP サーバーからスイッチのアップグレードを開

始します。

MEMO
ファイルの更新が完全に終了する前に PCとの接続を切断したり、電源コードを外したりしないで
ください。
ファームウェアの更新が終了しないと、本スイッチが破損する可能性があります。
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図 97： HTTP 設定画面

現在の設定値（パスワードは除く）をファイルに保存します。また、バックアップファイ
ルを使用した復元も可能です。
これらのファイル転送は「HTTP」または「TFTP」の方法から選択できます。

バックアップ /復元

現在の設定をバックアップします。またはバックアップファイルから復元します。

パス
ツール●-●設定●-●バックアップ / 復元

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

HTTP 設定経由

●◆ ファイルを選択●―●バックアップ/復元する設定ファイルを選択します。

TFTP 設定経由

●◆ TFTPサーバーIP●―●TFTPサーバーのIPアドレスを入力します。

●◆ 設定ファイル名前●―●バックアップ/復元する設定ファイル名を入力します。（64文字以
下）

設定
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Web インターフェイス
設定のバックアップ、または復元を行います。

1.	ツール●＞●設定の順にクリックします。

2.	設定したい内容に応じて、以下から操作を選択します。

HTTP 設定経由でバックアップする
HTTP 設定経由で［バックアップ］をクリックします。現在の設定がローカルデスクに
保存されます。

HTTP 設定経由で復元する
・● HTTP 設定経由で「ファイルを選択」横の［ファイルを選択］をクリックし、●保存し

た設定ファイルを参照します。
・● 保存済みの設定ファイルを指定後に［復元］をクリックし、●設定の復元を開始します。

TFTP 設定経由でバックアップする
・● TFTP 設定経由で「TFTP サーバー IP」を「IPv4」/「IPv6」から選択し、TFTP サー

バーの IPアドレスを入力します。
・●「設定ファイル名前」にファイル名を入力します。
・●［バックアップ］をクリックします。現在の設定が指定した TFTP サーバーに保存さ

れます。

TFTP 設定経由で復元する
・● TFTP 設定経由で「TFTP サーバー IP」を「IPv4」/「IPv6」から選択し、TFTP サー

バーの IPアドレスを入力します。
・●「設定ファイル名前」にファイル名を入力します
・●［復元］をクリックし、●TFTP サーバーから設定の復元を開始します。

MEMO
設定を復元するためにはスイッチの再起動が必要です。
また、設定を復元すると、●現在のすべての設定が失われます。

図 98： HTTP 設定経由画面
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保存

フラッシュに設定を保存します。

パス
ツール●-●設定●-●保存

Web インターフェイス
設定をフラッシュメモリーに保存します。

1.	ツール●＞●設定●＞●保存の順にクリックします。

2.	［フラッシュに設定を保存］をクリックします。

MEMO フラッシュに現在の設定を保存している間、本スイッチは応答を停止します。

図 99： 設定の保存画面

本スイッチに接続しているケーブルの状態を診断します。
イーサネットケーブルにエラーがある場合、エラーのタイプと発生箇所の判断が可能です。

ケーブル診断機能は、主に管理者や顧客サービス担当者のために設計されています。こ
れは Copper ケーブルをテストするために使用され、ケーブルの品質やエラーの種類を
確認することができます。

パス
ツール●-●診断

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

診断
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●

ケーブル診断設定

●◆ ポート●―●ケーブル診断を行うポートを選択します。

ケーブル診断テーブル

●◆ ポート●―●ケーブル診断を行ったポートを表示。

●◆ テスト結果●―●ケーブル診断の結果を表示。

●n OK●−●ケーブルの状態は正常です。

●n Open in Cable●−●ケーブルが断線しているか、接続されていません。

●n Short in Cable●−●ケーブルがショートしています。

●n Test Failed●−●ケーブル診断中にエラーが発生し、判定不能です。

●◆ ケーブル障害距離（m）●―●スイッチポートからケーブル故障点までの距離を表示します。
ケーブルが2メートル未満の場合は「N/A」と表示されます。

●◆ ケーブルの長さ（m） [範囲内]●―●診断結果でケーブルが「OK」の場合、ケーブルの全長を
示します。ケーブルの長さは以下の4つに分類されます。

●n 50メートル未満

●n 50●～●80メートル

●n 80●～●100メートル

●n 100メートル以上

MEMO
ケーブル長の検出機能をサポートしているのはギガビットポートのみです。
ケーブル診断機能を使用する場合は、事前に Power●Saving（省電力設定）機能を無効にしてく
ださい。

※ 1●●ケーブルの長さを測定できない場合、判定不能と表示されます。原因としてはそのケーブルでのリンク
スピードが 1G 未満であるか、もしくはケーブルの品質が悪い / 壊れていることにより測定できないた
めです。●

※ 2●●" ケーブル障害距離 " の偏差は± 2メートルです。ケーブルの長さが 2メートル未満の場合には、結
果を表示することはできません。

※ 3●●●テストはケーブル障害を測定し、このスイッチからの障害距離を識別します。

Web インターフェイス
スイッチに接続しているケーブルの状態を診断します。

1.	ツール●＞●診断の順にクリックします。
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2.	ケーブル診断設定で診断したいポートを選択し、［テスト実行］をクリックします。

3.	ケーブル診断の結果を確認します。

図 100： ケーブル診断設定画面

本スイッチの再起動を行います。

パス
ツール●-●再起動

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

再起動

●◆ 再起動タイプ●―●本スイッチを再起動する際のタイプを設定します。（オプション：再起動
のみ、工場出荷時設定に戻す、工場出荷時設定に戻す（IP除く）；初期値：普通）

●n 再起動のみ●―●現在の設定値で再起動します。

●n 工場出荷時設定に戻す●―●工場出荷時の状態（IP を含む）で再起動します。

●n 工場出荷時設定に戻す（IP 除く）●―●工場出荷時の状態（IP 以外）で再起動します。

※［適用］ボタンを押した後、システムは数秒後に再起動します。

再起動
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Web インターフェイス
本スイッチの再起動を行います

1.	ツール●＞●再起動の順にクリックします。

2.	再起動タイプを選択し、［適用］をクリックします。

3.	確認画面が表示されますので、［OK］をクリックします。

4.	デバイスが再起動します。

図 101： 再起動画面

ネットワークデバイス間の接続をテストします。

別の IPアドレスがネットワークに到達するかどうかをチェックします。スイッチとターゲッ
トの IP デバイス間の物理的パスがある場合、管理 VLAN（初期値では VLAN1）を通じ
て接続する IP アドレスに pingします。初期値では、ターゲットの IP アドレスに 10 回
ping を送信します。

パス
ツール●-●Ping 実行

パラメーター
以下のパラメーターが表示されます。

Ping テスト設定

●◆ 送信先IPアドレス●―●IPアドレスを設定。

●◆ タイムアウト値●―●pingコマンドのタイムアウトを設定します。（範囲：1●-●5秒；初期値：3）

●◆ Pingリクエスト数●―●pingを送信する回数を設定します。（範囲：1●-●10times；初期値：10）

Ping 実行
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Web インターフェイス
IPv4アドレス、IPv6アドレスに ping を送信します。

1.	ツール●＞●Ping 実行の順にクリックします。

2.	送信 IPアドレス、タイムアウト値、Pingリクエスト数を設定し、［開始］をクリックします。

3.	テスト終了後、自動的に表示される「Ping 結果表示」画面で、テスト結果を確認します。

4.	結果確認後、［Ping テストに戻る］をクリックすると、Ping 実行設定画面に戻ります。

図 102： Ping テスト設定画面

図 103： Ping テスト設定 ー Ping 結果表示画面
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Section 3

CLI 設定

このセクションでは CLI（コマンドラインインターフェイス）について説明
します。
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1  CLI を使用する

本スイッチは CLI（Command●Line●Interface）をサポートしており、●ネットワーク上で
Telnet/sshプロトコルを使用して、●基本的な管理やモニタリングを行うことができます。
CLI を使用するには、本スイッチの「システム」ー「ユーザーインターフェイス」ー「Telnet」
もしくは「SSH」でそれぞれのステータスを［有効］にする必要があります。

本スイッチの Telnet/ssh 管理画面にアクセスするため、次の手順でログインします。

1.	ターミナルソフトウェア（例：Windows●OSのハイパーターミナル、Mac●OSのターミナル）
またはコマンドプロンプトを使用します。

2.	「telnet/ssh」コマンドを入力し、本スイッチの IPアドレスを続けて入力します。（例：
telnet●192.168.3.1）

3.	ログインプロンプトが表示されるので、ユーザー名を入力し、「Enter」（return）キー
を押します。

4.	パスワードを入力し、「Enter」（return）キーを押します。

図 103： コマンドプロンプト ログイン画面

ログインタイムアウト時間が過ぎると自動的にログアウトします。ログインタイムアウト時
間の初期値は 30 分です。ログインタイムアウト時間の変更は Section2「WebUI 設定」「3●
システム」「ユーザーインターフェイス」「タイムアウト」を参照してください。

本スイッチで使用できるコマンドラインインターフェイス（CLI）の基本的なスイッチコマ
ンドは以下の表の通りです。

Telnet/ssh 管理画面へのログイン

CLIコマンド
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●

表 5：CLI 仕様一覧
コマンド 詳細 ページ
config●account●admin●password●<passwd> 管理者パスワードを設定しま

す。
174●

config●ipif●System●{●ipaddress●<ip-address>●<subnet-mask>●
gateway●<gw-address>●|●dhcp●|●bootp}

IPv4 の設定をします。 174●

config●ipif●System●{●ipv6●ipv6address●<ipv6networkaddr>●|●
dhcpv6_client●{enable●|●disable}}

IPv6 の設定をします。 175●

download●{●firmware_fromTFTP●|●cfg_fromTFTP}●
{<ipaddr>|<ipv6addr>}●<path_filename>

「TFTP」経由でファームウェア
のダウンロードをし、インス
トールします。

175●

upload●{●firmware_toTFTP●|●cfg_toTFTP}●
{<ipaddr>|<ipv6addr>}●<path_filename>

TFTP サーバーにファームウェ
アをアップロードします。

176●

logout ログアウトします。 176●

ping●<ip_addr> IPv4 の Ping を行います。 177●

ping6●<ipv6addr> IPv6 の Ping を行います。 177●

reboot システムを再起動します。 178●

reset●config 工場出荷時の状態に設定を戻
します。

178●

save メモリに設定の変更を保存し
ます。

178●

show●ipif スイッチの IP アドレスを表示
します。

179●

show●switch 本スイッチのハードウェア情
報や IP アドレスといった設定
情報などを表示します。

179●
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2  コマンド詳細

本スイッチの管理者パスワードを設定します。

構文
config●account●admin●password●<passwd>

パラメーター
●◆ <passwd>●―●新しい管理者パスワードを指定します。

制限事項
なし

本スイッチの IPv4アドレスを設定します。

構文
config●ipif●System●{●ipaddress●<ip-address>●<subnet-mask>●gateway●<gw-address>●|●dhcp●|●bootp}

パラメーター
●◆ ipaddress●<ip-address>●<subnet-mask>●―●作成するインターフェイスのIPアドレスと
サブネットマスクです。従来のフォーマット（例:192.168.3.1/255.0.0.0）を使用してIPアド
レスとマスク情報を指定します。

●◆ gateway●<gw-address>●―●ルーターまたはゲートウェイのIPアドレスを入力します。

●◆ dhcp●―●スイッチのSystemIPインターフェイスにIPアドレスを割り当てるために、DHCP●
プロトコルを選択します。

●◆ bootp●―●スイッチのBOOTP●を選択します。

制限事項
なし

config	account	admin	password

config	ipif	System
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本スイッチの IPv6アドレスを設定します。

構文
config●ipif●System●{●ipv6●ipv6address●<ipv6networkaddr>●|●dhcpv6_client●{enable●|●disable}}

パラメーター
●◆ ipv6●ipv6address●<ipv6networkaddr>●―●固定のIPv6アドレスを割り当てるパラメー
ターです。ホストアドレスとネットワークプレフィックス長を定義します。（例：3710::1/64　
「/64」がプレフィックス長を表します。）

●◆ dhcpv6_client●{enable●|●disable}●―●DHCPv6●クライアントの有効/無効を設定します。

制限事項
なし

TFTP サーバーから新しいファームウェアまたは本スイッチのコンフィグレーションファイル
をダウンロードしてインストールします。

構文
download●{●firmware_fromTFTP●|●cfg_fromTFTP}●{<ipaddr>|<ipv6addr>}●<path_filename>

パラメーター
●◆ firmware_fromTFTP●―●新しいファームウェアをTFTPサーバーから本スイッチにダウン
ロードしてインストールします。

●◆ cfg_fromTFTP●―●新しいコンフィグレーションファイルをTFTPサーバーから本スイッチ
にダウンロードしてインストールします。

●◆ <ipaddr>●―●TFTPサーバーのIPv4アドレスを指定します。

●◆ <ipv6addr>●―●TFTPサーバーのIPv6アドレスを指定します。

●◆ <path_filename>●―●ファームウェアファイルのパスとファイル名を指定します。ファイル
がTFTPサーバーのルートディレクトリにない場合、DOSパスを指定する必要があります。

config	ipif	System

download
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制限事項
なし

MEMO
リストア後に本スイッチは再起動し、現在のすべてのコンフィグレーションが失われます。

本スイッチのファームウェアファイルやコンフィグレーションファイルを TFTP サーバーに
アップロードします。

構文
upload●{●firmware_toTFTP●|●cfg_toTFTP}●{<ipaddr>|<ipv6addr>}●<path_filename>

パラメーター
●◆ firmware_toTFTP●―●ファームウェアをTFTPサーバーにアップロードします。

●◆ cfg_toTFTP●―●コンフィグレーションファイルをTFTPサーバーにアップロードします。

●◆ <ipaddr>●―●TFTPサーバーのIPv4アドレスを指定します。

●◆ <ipv6addr>●―●TFTPサーバーのIPv6アドレスを指定します。

●◆ <path_filename>●―●アップロードするファームウェアファイルのパスとファイル名を指
定します。

制限事項
なし

本スイッチとの接続を終了して、ログアウトします。

構文
logout

パラメーター
なし

upload

logout
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制限事項
なし

MEMO
ログアウトの前にスイッチの設定を保存してください。

別の IPv4アドレスがネットワークに到達するかどうかをチェックします。本スイッチとター
ゲットの IP デバイス間の物理的パスがある場合、管理 VLAN を通じて接続する IPアドレ
スに pingします。初期値では、ターゲットの IPv4アドレスに 10 回 ping を送信します。

構文
ping●<ip_addr>

パラメーター
●◆ <ip_addr>●―●ターゲットのIPv4アドレスを指定します。

制限事項
なし

別の IPv6アドレスがネットワークに到達するかどうかをチェックします。本スイッチとター
ゲットの IP デバイス間の物理的パスがある場合、管理 VLAN を通じて接続する IPアドレ
スに pingします。初期値では、ターゲットの IPv6アドレスに 10 回 ping を送信します。

構文
ping6●<ipv6addr>

パラメーター
●◆ <ipv6addr>●―●ターゲットのIPv6アドレスを指定します。

制限事項
なし

ping

ping6
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本スイッチを再起動します。すべてのネットワーク接続が終了し、ブートコードを実行し
ます。

構文
reboot

パラメーター
なし

制限事項
なし

本スイッチの設定を工場出荷時の状態（IP を含む）にします。

構文
reset●config

パラメーター
なし

制限事項
なし

メモリに設定の変更を保存します。

構文
save

パラメーター
なし

reboot

reset	config

save
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制限事項
なし

スイッチの現在の IP●モード /IPアドレス / サブネットマスク/ ゲートウェイを表示します。

構文
show●ipif

パラメーター
なし

制限事項
なし

本スイッチのハードウェア情報や IPアドレスといった設定情報などを表示します。

構文
show●switch

パラメーター
なし

制限事項
なし

show	ipif

show	switch
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