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2U サイズ /EM-C220/GM-C420/TGM 用管理集合シャーシ 

CR-2600 マニュアル 

 
                   

【警告及び注意事項】 

 本マニュアル使用以外での使用はやめてください。故障の原因となります。 

身体の負傷、火災や機器への損傷を未然に防ぐために下記の注意事項を守ってください。 

◼ このマニュアルに書かれている以外の事は行わないでください。 

◼ 機器のカバーを開けないでください。感電する恐れがあります。 

◼ 電源表示以外の電源は使用しないでください。感電する恐れがあります。 

◼ 本製品に同梱される電源コードは、本製品専用です。他の製品並びに他の用途では使用しないでください。 

次のような事があれば機器のコンセントを抜いてください。弊社にお問合せください。 

- 電源ケーブル、延長ケーブル、コンセントの損傷 

- 機器上に物が落下 

- 機器が水没、水に濡れた 

- 機器が落下、損傷した 

- このマニュアル通りに従っても機器が動作しない 

【無償保障について】 

機器の無償保証期間は出荷後１年間です。お客様の対象機器に不具合が発生し、当該機器の故障であるとお客様にて判断された場合に電話、 

メール、ＦＡＸ等で弊社受付までご連絡ください。 

この時、機器の型番（モデル名）、製造番号（シリアルナンバー）、故障時の接続、具体的な症状をお伝えください。 

【問合せ先】 

データコントロルズ株式会社 

https://www.dci.jp  E-mail：support@dci.jp 

平日 9：00～17：00（弊社休日、土日、祝日及び年末年始を除く） 

https://www.dci.jp/
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第 1 章 はじめに 

1-1 概要 

このマニュアルは CR-2600Plus のハードウェアのインストール手順及び操作、仕様について説明します。 

マニュアルは 4 章に分かれています：第 1 章はじめに、第 2 章インストール手順、第 3 章 WEB 管理、第 4 章 CLI TELNET 管

理、となっています。 

 

各章について詳しく説明していますので、本マニュアルを読んで CR-2600 を理解し、活用してください。 

 

ネットワーク管理概要 

・ビルトイン管理モジュール 

：10/100Mbps、RS-232 シリアルコンソール 

・SNMP エージェント 

：MIB-2（RFC1213）、Private MIB 

・GUI、WEB 管理 

・CLI、telnet リモートコンソール 

・tftp サーバによるファームウェア更新 

 

1-2 モデル詳細 

集合シャーシ 

型番 内容 

CR-2600RAC AC 電源冗長 100~240VAC RPM-220AC×2 個 

CR-2600RDC DC 電源冗長 -48V RPM-220DC×2 個 

CR-2600RAD AC/DC 電源冗長 RPM-220AC / RPM-220DC×各 1 個 

CR-2600C-C00 CR-2600 管理モジュール *CR-2600R に実装済み 

RPM-220AC 100~240VAC 交換用 電源モジュール 

RPM-220DC -48VDC 交換用 電源モジュール 

 

ラインカード 

型番 内容 

EM-C220B 100M イーサネット用 

GM-C420 1G ギガビットイーサネット用 

TGM-C100 10G イーサネット用（XFP） 

 

 

1-3 同梱品チェックリスト 

インストールをする前に、パッケージに以下が含まれていることを確かめてください： 

 

- 16 スロット集合型シャーシ ×1（管理モジュール CR-2600C-C00 装着済み） 

- 100~240VAC 対応 AC モジュールもしくは-48VDC モジュール ×2  

*AC モジュールには AC ケーブル（0.3m/1.8m 各 1 本）が付属します。 

- CR-2600 用マニュアル ×1 

- 19 インチラック取付金具 ×1 

- DB9 シリアルケーブル ×1 

- ゴム足 ×4(1 セット) 

- ブランクパネル ×16 

 

上記のいずれかが入っていない場合は販売店かデータコントロルズまでご連絡ください。 

 

【データコントロルズ株式会社 問合せ先】 

TEL：03-5829-5805 FAX:03-5829-5806 E-mail：support@dci.jp 

平日 9：00～17：00（弊社休日、土日、祝日及び年末年始を除く） 
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1-4 外観と LED 

前面には管理モジュール、シャーシ/ラック ID 用ダイヤル、16 スロットのブランクパネルがあります。 

管理者は通信配線の全てを前面より行えるようになっています。 

 

前面 

 

 

 

 

 

 

背面にはファン一体型電源モジュールとファンがあります。AC 電源モジュールにはインレット抜け止めがついています。 

ファン一体型電源モジュールと中央のファンはホットスワップ可能です。 

 

背面 
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第 2 章 インストール 

2-1 管理モジュール（CR-2600C-C00）のインストレーション 

管理モジュール 

2 個の 10/100M インターフェースとシリアルポートの 2 種類の管理インターフェースと状態表示 LED、リセ

ットボタンがあります。 

 

10/100 管理ポート：2 ポート 10/100M オートネゴシエーション、ハブ機能 

シリアルポート：CLI ローカルコンソール 

 

LED 色  動作内容  

PWR ：電源  黄点灯  ：電源オン  

消灯 ：電源オフ  

LINK/ACT 1：ポート 1 リンク  黄点灯 ：ポート 1 リンクアップ 

黄点滅 ：フレーム送受信  

消灯 ：リンクダウン  

LINK/ACT 2：ポート 2 リンク  黄点灯 ：ポート 2 リンクアップ 

黄点滅 ：フレーム送受信  

消灯 ：リンクダウン  

CPURUN ：CPU 動作  黄点滅 ：CPU 動作正常 

消灯 ：CPU 動作異常 

 

リセットボタン 

ピンなどの先の細いもので前面の穴からリセットボタンを押すと、強制的に電源を切ることができます。 

•リセットボタンを押しても、出荷設定にはされません。 

•リセットボタンを押して電源を切ると、操作途中の設定は保存されません。 

•リセットボタンを押すと“Cold Start”となり、再起動前のログ情報は消去されます。 

電源 LED 

シリアルポート 

リセットボタン 

10/100 管理ポート 1 

10/100 管理ポート 1 

LINK/ACT LED 

CPURUN LED 

10/100 管理ポート 2 

LINK/ACT LED 

10/100 管理ポート 2 
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ID ボード 

ラック ID（RID）とシャーシ ID（CID）、2 系統の電源モジュールの状態表示 LED があります。ID ボードのロータリースイッチ

を回すことで ID の変更が出来ます。また、管理システム情報の CID-RID 欄に表示されます。ダイヤルを回すと再起動なしで有

効にできます。ソフトウェアからの変更はできません。 

 

 

LED 色  動作内容  

POWER A ：電源 A 黄点灯  ：電源 A 動作正常 

黄点滅 ：電源 A 動作異常または未実装  

POWER B ：電源 B 黄点灯  ：電源 B 動作正常 

黄点滅 ：電源 B 動作異常または未実装  

ダイヤル 

RID ×1 ラック ID の 1 の位の変更 

×10 ラック ID の 10 の位の変更 

CID ×1 シャーシ ID の 1 の位の変更  

×10 シャーシ ID の 10 の位の変更  

 

A もしくは B の電源モジュールが故障した場合はもう一方の電源モジュール通電中に交換が可能となっております。連続稼動要

求のラインカードモジュール通信を停止することなく交換ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

電源 B LED 電源 A LED 

Rack ID（RID） 

ダイヤル 

Chassis ID（CID） 

ダイヤル 
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2-2 設置環境 

集合シャーシは EIA 310-D 標準のラックへ収容ができます。レール幅が 19 インチ (482.6mm) に設置できるよう機器の幅

442mm 高さ 88mm（3.5 インチ：2U）となっています。十分なエアフローと温度環境は、集合シャーシ動作を保証するのに必

要です。19 インチラックにシャーシを取り付けるときは前面、背面に適当な間隔を考慮してください。 

 

CR-2600 16 スロット集合シャーシ：寸法図 
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2-3 物理的インストレーション 

2-3-1 19 インチラックへの設置 

下図の様に 19 インチラックのレール適合するビスを 4 本使用しシャーシをレールへ取付けてください。 

*推奨は M5 ビス 

 

電源ケーブル 

電源は AC タイプと DC タイプの 2 種類があります。 

➔ 感電防止のため、アース線は必ず接地してください。 

➔AC アース線は電源ケーブルについておりますのでコンセントの先をアース接地してください。 

➔アース線が他の電極に接触しないようにしてください。 

➔各々の電源モジュールにアース線を接地してください。 

➔電源モジュール毎にシーソースイッチがついていますのでつなげる前に「0」(オフ)であることを確認してください。 

AC タイプ 

➔AC 電圧が 100~240VAC であることを確認してから接続してください。 

DC タイプ 

➔ターミナルの入力を確認してから接続してください。 

DC 電圧 -48V 

48VDC FG（19 インチのラックレールのフレーム） 

GND（0V） 

➔全て接続したら「0」から「1」（オン）へ切り替えスイッチを入れてください。 

 

 

2-3-2 ラインカード 

CR-2600 の空きスロットブランクパネルをドライバーで外し上下のガイドに沿ってラインカードを挿入し止め金具を最後まで

回して固定てください。ラインカードは通電中に交換が可能となっております。その他のスロットに入ったラインカードモジュ

ールの通信を停止することなく交換、追加ができます。 
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2-3-3 PC との UTP 接続 

シャーシの管理ボードと PC の接続の一つに UTP ケーブルを使用できます。10/100 オートネゴシエーションに対応したネット

ワーク機器に管理ボードと PC を接続してください。管理ボードには WEB サーバ、SNMP エージェント、TFTP クライアント

と telnet 機能が組み込まれており PC のブラウザ接続、SNMP、TFTP、telnet のアプリケーションでリモート PC よりネットワ

ーク管理をするのにご使用頂けます。 

・UTP ケーブル 

➔ カテゴリー5 以上のケーブルをご使用ください。 

➔ AUTO-MDIX をサポートしていますので、ストレートケーブルとクロスケーブルのどちらでもご使用頂けます。 

➔ 2 ポートハブになっていますので 1/ 2 どちらのポートでもご使用頂けます。 

1. RJ-45 コネクタの付いた UTP ケーブルをモジュラージャックに差し込みます。 

2. RJ-45 のロックが”カチッ”と音がするまで確実に差込んでください。 

 

出荷設定 

IP = 192.168.1.1 

Subnet Mask = 255.255.255.0 

Default Gateway = 192.168.1.254 

 

 

 

2-3-4 PC とのターミナル接続 

シャーシの管理ボードとPCの接続の一つにシリアルケーブルを使用できます。次の手順に従って接続してください。 

 

10/100 管理ポート 

10/100 ネットワーク機器 管理用 PC 

シリアル管理ポート 
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ターミナル接続はCR-2600に同梱されているDB9 シリアルケーブルを使用しシリアル管理ポートと接続してください。 

 

機能       ニーモニック  ピン 

Carrier   CD   1 

Receive Data  RXD   2 

Transmit Data  TXD   3 

Data Terminal Ready DTR   4 

Signal Ground  GND   5 

Data Set Ready  DSR   6 

Request To Send      RTS   7 

Clear To Send  CTS   8 

 

DB9 RS-232 ヌルモデムケーブルピンアサイン 

 

CD       1               4 DTR 

DSR     6     1 CD 

DTR     4    6 DSR 

RXD     2               3 TXD 

TXD     3               2 RXD 

GND     5               5 GND 

RTS     7               8 CTS 

CTS     8               7 RTS 

Reserve     9               9 Reserve 
 
 

PC設定 

シリアルポートでの接続にはハイパーターミナルやTera Term等のターミナルエミュレータソフトをご使用ください。 

ノートパソコンは、シリアルポートを搭載していないものが多く、この場合は USB-シリアル変換ケーブルをご利用ください。 

シリアルポートの設定を下図のように設定しCR-2600へ電源を入れると起動メッセージが表示されます。 

正常起動するとログイン画面へ移行します。 

          シリアルポート設定 

 

ポート     ：PCに依存 

ボー・レート  ：57,600 

データ     ：8 bit 

パリティ    ：none 

ストップビット ：1 bit 

フロー制御   ：none 
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COMポートはご使用のPCに依存しますのでご不明な場合はデバイスマネージャのポート(COMとLPT)より通信ポート 

もしくはUSB-Serialのポート番号をご確認ください。 

 

上記はCOM4 

 

 

起動メッセージ 

 

 

 

ログイン画面 
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2-4 メンテナンス・モジュール交換方法 

CR-2600 シャーシは連続稼動要求に対応できるようラインカードモジュールの通信を停止することなく全てモジュール単位で

の交換ができます。 

2-4-1 電源モジュールの交換 

前面の power LED が点滅している場合は電源モジュールを交換する必要があります。A または B どちらが点滅しているかをよ

く確認し交換してください。背面から見て右が「電源 A」左が「電源 B」となります。 

1. power LEDが点滅している側のシーソースイッチを「0」（オフ）にして電源モジュールのスイッチを切ってください。 

2. 電源モジュールの止め金具2か所を緩めゆっくり引き抜いてください。 

3. 電源ケーブルに異常が無いことを確認し引き抜いたモジュールより外してください。 

4. シーソースイッチが「0」であることを確認し交換用の電源モジュールを挿入し止め金具を最後まで回して固定てください。 

5. 電源ケーブルを交換した電源モジュールに接続してください。 

6. 全て接続したら「0」から「1」（オン）へ切り替えスイッチを入れてください。 

7. 点滅していた power LED が点灯に変わっていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源 B 

電源 A 

止め金具 2 か所を緩めゆっくり引き抜く 

power LED が点灯に変わっていることを確認 
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2-4-2 ラインカードモジュールの交換 

ラインカードは通電中に交換が可能となっております。その他のスロットに入ったラインカードモジュールの通信を停止するこ

となく交換、追加ができます。 

1. ささっている各種ケーブルを抜いてください。 

2. 止め金具を緩めゆっくり引き抜いてください。 

3. 交換用のラインカードモジュールを挿入し止め金具を最後まで回して固定てください。 

4. power LEDが点灯に変わっていることを確認しSFPモジュール/各種ケーブルを挿入してください。 

5. 設定内容や、リンク状況を確認してください。 

 

 

 

 

2-4-3 管理ボードの交換 

管理ボード（CR-2600C-C00）もラインカードは通電中に交換が可能となっております。スロットに入ったラインカードモジュ

ールの通信を停止することなく交換、追加ができます。 

1. ささっているUTPケーブルを抜いてください。 

2. 止め金具を緩めゆっくり引き抜いてください。 

3. 交換用の管理ボードを挿入し止め金具を最後まで回して固定てください。 

4. power LEDが点灯、CPU RUNが点滅していることを確認してください。 

5. UTPケーブルを挿し、設定内容や、リンク状況を確認してください。 

 

 

 

止め金具を緩めゆっくり引き抜く 

止め金具を緩めゆっくり引き抜く 
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第 3 章 WEB ベース管理 

3-1 WEB 管理の概要 

CR-2600はイーサネット上をTCP/IPネットワークを介してアクセスできます。 

この章ではWEBベースGUIによる設定方法を紹介します。 

出荷設定のIPアドレスは192.168.1.1となっていますのでアクセスするPCも同一サブネットのIPアドレスへ変更してください。 

 

3-1-1 ログイン 

Web 設定画面を表示するには、PCにインストールされているWEB ブラウザ（Internet Explorer 6.0 以降など）を使用します。 

ブラウザに http://192.168.1.1 を入力し以下ログイン画面よりユーザーIDとパスワードを入力してログインします。 

 

 

出荷設定 

IPアドレス :192.168.1.1 

サブネットマスク :255.255.255.0 

デフォルトゲートウェイ :192.168.1.254 

ユーザーID :admin 

パスワード :admin 

 

*パスワードを忘れてしまった場合は”パスワードを忘れた場合? ”を押すとパスワード消失用のシリアル番号が表示されますの

でシリアル番号をご購入の営業担当またはデータコントロルズ(support@dci.jp)までお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin を入力 

admin を入力 
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3-1-2 メインメニュー 

メインメニューのシステム情報の左側にはシステムの主要機能がリスト表示されます。 

上段にCR-2600の前面パネルが表示され管理ボード/ラインカードの実装状況やリンク状態をカラー表示します。 

緑色はリンクアップ、黒色はリンクダウンを意味しています。ラインカードの詳細は”3-1-7.ラインカードモジュール情報”の項

で紹介します。 

中央にはシステム情報【System Information】が表示されます。メインメニュー内システム情報の 【Location】設置場所/【Contact】

担当/【Device Name】装置は任意で固有名を入力できます。 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

モデル名：CR-2600 【Model Name】 

システム説明：Managed Converter Chassis 【System Description】 

設置場所：機器の設置場所を入力 *任意 出荷設定：空欄 【Location】 

担当：機器の担当を入力 *任意 出荷設定：空欄 【Contact】 

装置：機器の名前を入力 *任意 出荷設定：CR-2600 【Device Name】 

シャーシID番号-ラックID番号：00-00 【CID-RID】 

システム起動時間 【System Up Time】 

現在の時刻 【Current Time】 

BIOSバージョン 【BIOS Version】 

ファームウェアバージョン 【Firmware Version】 

CPUハードウェアバージョン 【CPU HW-Mech Version】 

CPUコードナンバー 【CPU Code Number】 

シャーシハードウェアバージョン 【Chassis HW-Mech Version】 

シャーシコードナンバー 【Chassis Code Number】 

ホストIPアドレス 【Host IP Address】 

ホストMACアドレス 【Host MAC Address】 

機器管理ポート構成 【Device Port】 

DRAM容量 【RAM Size】 

フラッシュメモリ容量 【Flash Size】 

温度状況 【System Temperature】 

ファン状況 【Fan】 

動作電圧 【Voltage】 
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電源状況 

右側の背面パネルアイコンをクリックすると電源の実装状況や動作状態のほか、ファンの動作状態を確認できます。 

  

電源A（右側）は通常動作、電源B（左側）黒色は未実装を意味します。 

 

 

電源A（右側）赤色は動作異常、電源B（左側）は通常動作を意味します。 

ファン部分をクリックするとFAN番号と回転数が表示されます。 

 

 

 

SFP情報 

SFPの実装されているポートはSFPへカーソルを合わせクリックすることでEEPROM情報が確認できます。SFPトランシーバは

業界規格SFF-8472 に基づくdigital diagnostics monitoring （DDM：デジタル診断モニター）機能をサポートします。さらに

digital optical monitoring (DOM) 機能によりユーザーは、光出力/光入力/温度等をリアルタイムでSFPを監視できます。DDM機

能は全てのSFPに対応している訳ではないため、未対応のSFPを挿入した場合、管理画面で“none”と表示されます。 

SFP EEPROM DDM 機能表示 

モジュールのスロット番号 

モジュールのポート番号 

SFPのコネクタタイプの表示 

適応するシングルモード/マルチモードの表示 

送信の中心波長の表示(nm) 

レート表示(bps) 

ベンダーOUIの表示 

ベンダー名の表示 

ベンダー品番の表示 

リビジョンの表示 

シリアル番号の表示 

製造年月日の表示j 

SFPの温度表示（可変表示）℃ 

電圧表示（可変表示）V 

バイアス電流（可変表示）[mA] 

光送信出力（可変表示）[dBm] 

光受信入力（可変表示）[dBm] 
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機能ツリー 
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3-1-3  IP アドレス設定 

IP アドレス設定は、最も重要な設定の 1 つです。 

適切な設定をしなければネットワーク管理機器より装置を監視することができません。 

CR-2600 の IP アドレスは手動での設定と DHCP サーバによる自動割り当てが可能です。 

IP アドレスが変更された場合は設定を保存し再起動する必要があります。 

 

 

【DHCP 設定】 

DHCPクライアントをサポートしておりDHCPサーバによるIPアドレスの自動割り当てが可能です。 

【Disable】無効の場合はIPアドレスを手動で設定します。 

【Enable】有効にした場合はIPアドレスを取得するためにDHCP要求をブロードキャストします。DHCPサーバを発見すること

ができずIPアドレスを取得できなかった場合は0.0.0.0.の無効アドレスとなりますので必ずDHCPサーバを同一セグメントに設

置してあることを確認してください。 

IP アドレスが変更された場合は設定を保存し再起動する必要があります。 

出荷設定：Disable 

 

【IP アドレス】 

手動でIPアドレスを適切な値に設定できます。 

*DHCP設定が無効時 

出荷設定：192.168.1.1 

 

【サブネットマスク】 

IPアドレスのうちネットワークアドレスとホストアドレスを識別するための数値です。 

適切な値に設定できます。 

*DHCP設定が無効時 

出荷設定：255.255.255.0 

 

【デフォルトゲートウェイ】 

手動でデフォルトゲートウェイを適切な値に設定できます。 

*DHCP設定が無効時 

出荷設定：192.168.1.253 

 

【DNS サーバ】 

手動でDNSサーバのIPアドレスを適切な値に設定できます。 

DHCP設定が有効時は自動取得するか手動で設定するか選択できます。 

出荷設定：0.0.0.0 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

IP アドレスが変更された場合は設定を保存し再起動する必要があります。 
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3-1-4 システム時刻設定 

【時刻設定】 

システム時刻を設定します。手動設定と NTP で行う自動設定の方法があります。SNMP から送信されるトラップメッセージや

ログを正確な時間で保存するために、時刻設定はとても重要です。可能であれば NTP サーバを使用し同期することを推奨しま

す。NTP は問い合わせる NTP サーバを選択もしくは手動で入力します。NTP はネットワークについてシステム時刻を同期する

有名なプロトコルです。夏時間の設定と、GMT+/-の設定もできます。 

 

【現在の時刻】 

現在のシステム時刻が表示されます。 

 

【手動】 

手動設定は“Year”“Month”“Day”“Hour”“Minute”“Second”の各々を入力し設定します。 

出荷設定:Manual 手動, Year = 2000, Month = 1, Day = 1, Hour = 0, Minute = 0, Second = 0 

 

【NTP】 

NTP は Network Time Protocol の略で機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。 

出荷設定：選択なし タイムゾーン：+8hrs 

 

【夏時間】 

夏時間は数カ国で採用されています。ずらす時間を設定できます。 

出荷設定：0 

 

【夏時間の開始日】 

夏時間の開始日を設定できます。 

出荷設定：Mth = 1 / Day = 1 / Hour = 0 

 

【夏時間の終了日】 

出荷設定：Mth = 1 / Day = 1 / Hour = 0 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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3-1-5 アカウント設定 

【アカウント設定】 

ユーザー名とパスワードの作成と編集ができます。出荷時のユーザー名とパスワードに「admin」と「guest」の2つが設定され

ております。「admin」アカウントには全ての設定パラメータと統計情報に対して読み取りおよび書き換えの権限が与えられて

いますが、「guest」アカウントには読み取りのみの権限が与えられています。ユーザーパスワードはシステムのセキュリティ

に有効です。ユーザー名とパスワードは5文字以上15文字以内で設定が可能です。 

【Administrator】アカウントは消去できませんがユーザー名とパスワードを修正することができます。 

【Guest】アカウントは最高 15 まで作成ができます。 

 

 

【新規作成】 

新たにアカウントを作成します。 

【編集】 

既存アカウントの編集をします。 

【消去】 

既存アカウントの消去をします。 

 

出荷設定 

ユーザー名 = admin / guest 

パスワード = admin / guest 
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3-1-6 管理セキュリティ設定 

【管理セキュリティポリシー設定】 

パスワード保護以外にもCR-2600はアクセスするプロトコルや IPアドレスレンジなど様々なセキュリティ制限を設定できます。 

 

 

【名前】セキュリティ名 

A-Z,a-z,0-9 の英数字 8 文字がご使用頂けます。 

【IP アドレスレンジ】 

IP アドレスレンジでは IP ヘッダーを確認します。 

全てとカスタム（構成選択）が利用でき許可または拒否のレンジ設定ができます。 

【アクセスタイプ】 

プロトコルのアクセス制限ができます。 

http /telnet /SNMP これら 3 種類の全てとカスタム（構成選択）が利用でき許可または拒否の設定ができます。 

【管理動作】 

拒否（Deny）と許可（Accept）のアクセス動作を選択できます。前項で設定した IP アドレスレンジやアクセスタイプを許可す

るか拒否するかを選択します。 

【編集と作成】 

名前（セキュリティ名）、IP アドレスレンジ、アクセスタイプ、管理動作を設定し“編集/作成”をクリックすると設定が反映さ

れ下段に表示されます。この表示を選択し“編集/作成”をクリックすると管理セキュリティ項目が上段へ複製され編集するこ

とができます。 

【消去】 

セキュリティ名を選択し“消去”をクリックすると作成した管理セキュリティ設定を消去します。 
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3-1-7 ラインカードモジュール情報 

【モジュール情報】 

CR-2600 に実装されたラインカードモジュールの情報が表示されポート状態を確認できます。また、反転部分をクリックする

ことでラインカードモジュールの設定変更ができます。モデルごとに設定項目の変更が可能です。 

 

 

【スロット】 1-16 各スロット番号 

【モジュール名】 ラインカードのモジュール名称 

【メディア】 ポート毎の使用メディア表示 TP/SFP  

TP = UTP で動作しています。 

SFP = SFP で動作しています。 

【リンク】 ポート毎のリンク状態の表示 Up/Down  

Up = リンクアップ 

Down = リンクダウン 

【状態】 ポート状態の表示 Enable/Disable 

Enable = ポートが有効で使用可能 

Disable = ポートが無効で使用不可 

【オートネゴ】 オートネゴ状態の表示 Auto/Force 

Auto = オートネゴシエーション接続 

Force = 手動設定接続 

【速度/二重】 速度と二重モードの表示 10M/harf,10M/full,100M/harf,100M/full,1G/full 

10M/harf = 10M 半二重で接続中 

10M/full = 10M 全二重で接続中 

100M/harf = 100M 半二重で接続中 

100M/full = 100M 全二重で接続中 

1G/full = 1G 全二重で接続中 

【フロー制御】 フロー制御の表示 Disabled/Tx Pause/Rx Pause/Tx & Rx Pause 

Disabled = フロー制御無効 

Tx Pause = ポーズフレームの送信が有効 

Rx Pause = ポーズフレームの受信が有効 

Tx & Rx = ポーズフレームの送受信が有効 

【帯域幅（Mbps）】 

【イングレス】 

【エグレス】 

帯域幅制御の表示 1-999 

イングレス(Mbps) = イングレスの設定状態表示 

エグレス(Mbps) = エグレスの設定状態表示 
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モジュール設定の変更 

GM-C420 ギガビットモデル 

 

 

システム情報 

 

【Model Name】モデル名の表示 

【System Description】システム詳細の表示 

【Mac Address】MAC アドレスの表示 

【Firmware Version】ファームウェアバージョンの表示 

【Hardware-Mechanical Version】ハードウェアバージョンの表示 

【Code Number】コード番号の表示 

 

【閉じる】をクリックすると前項へ戻ります。 
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ポート設定 

UTP/SFP の各ポート設定を変更できます。 

 

【番号】 

ポート番号 

【メディア】 

ポート 1 の 10/100/1000T と 1000Base-X(SFP)はコンボポートでどちらか一方が使用可能となり接続するネットワークインタ

ーフェースに応じてポートを使い分けることができます。ポート 1 の 1000Base-X ポートを使用している時は 10/100/1000T ポ

ートは待機状態となり通信はできません。 

ポート 2 は 1000Base-X(SFP)ポートとなります。1000Base-X ポートにはオプションの SFP モジュールを挿入し使用します。 

【状態】ポート状態 Enable/Disable 

ポートの使用可否を選択できます。有効になっている場合はフレームを送受信できますが、もし無効になっている場合はフレー

ムをブロックします。 

Enable = ポート有効、使用可能 

Disable = ポート無効、使用不可 

出荷設定：Enable 

 

【オートネゴ/速度/二重】速度モードの設定 Auto,10M/harf,10M/full,100M/harf,100M/full,1G/full 

*1000Base-X(SFP)ポートは Auto もしくは 1G/full のみ選択が可能です。 

*速度二重化の設定内容は対向機器とミスマッチがないように設定してください。 

*対向機器接続中の設定変更時はリンクが瞬断します。 

Auto = オートネゴシエーション 

10M/harf = 10M 半二重 

10M/full = 10M 全二重 

100M/harf = 100M 半二重 

100M/full = 100M 全二重 

1G/full = 1G 全二重 

出荷設定：Auto 

 

【フロー制御】Disable/SYM/ASYM(Tx)/SYM & ASYM(Rx) 

フロー制御の設定ができます。イーサネットには 2 種類(Backpressure, Pause)のフロー制御があり（IEEE802.3x）双方に対応

します。フロー制御は、受信フレームの伝送を禁止するための機能でバッファスペースが不足するとポートはポーズフレーム

(Pause)を送信しフレームの送信を一定時間遅らせるよう対向機器に要求します。 

*フローコントロールの設定内容は対向機器と矛盾しないように設定してください。 

*対向機器接続中の設定変更時はリンクが瞬断します。 

Disable = フロー制御無効  
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SYM = 対向機器ポートと同期しフロー制御のネゴシエーションをします。 

ASYM(Tx) = ポーズフレーム送信可能 

SYM & ASYM(Rx) = ポーズフレーム受信処理可能 

出荷設定：SYM 

 

【デフォルト】をクリックすると出荷設定へ戻ります。 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

設定変更後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

2 ポート OAM モード 

ポート毎にリンク OAM の有効/無効の設定ができます。 

Enable/Disable 

 

イーサ OAM はリモート機器の監視、設定がインバンドで行われます。GM-C420 はポイント to ポイントのリンク OAM、リモ

ート電源の断を検知する Dying gasp にポート毎に対応します。また、リモートシャーシに CP-E200 を使用することで冗長電源

の片系故障断検知も対応します。 

【ポート 1 】= ポート 1 のリンク OAM を有効/無効にできます。 

【ポート 2】 = ポート 2 のリンク OAM を有効/無効にできます。 

出荷設定：Disable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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L2PDU 透過 設定 

STP BPDU, LACP PDU, GVRP などの L2PDU の転送を制限します。 

Enable/Disable 

 

出荷設定：Enable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

LFP リンク障害連動機能 設定 

リンク障害連動機能 設定は、Port1 と Port2 の信号の損失を各々モニターしどちらかのポートのリンクダウンを検出した場合に

各ポートの送信を止めるトラブルシューティング機能です。上位スイッチへリンク障害の伝達、冗長切替え補助をします。 

Enable/Disable 

 

出荷設定：Disable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

*機能有効時の GM-C420 同士の接続数は最大 4 台までです。 

4 台以上での接続時は復旧まで時間がかかる場合や復旧できない場合がございます。 
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最大パケット長 設定 

透過可能な最大パケット長が設定できます。 

1522 Bytes/1536 Bytes/9600 Bytes 

 

出荷設定：1522Bytes 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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帯域幅制御 

各ポートで 1Mbps 毎にイングレス/エグレスの帯域幅を制御したり、ブロードキャスト/マルチキャストの制限ができます。 

 

レート制限設定 

【トラフィックタイプ イングレスポリシング状態】 Enable/Disable 

Enable = イングレスポリシング有効 

Disable = イングレスポリシング無効 

出荷設定：Disable 

【データレート】 1~1000Mbps 

1~1000Mbps の 1Mbps 毎に設定できます。設定したレートを上回った場合、フレームは破棄されます。もし、フロー制御が有

効な場合はポーズフレームが送信されます。 

 

【トラフィックタイプ エグレスシェーピング状態】 Enable/Disable 

Enable = エグレスシェーピング有効 

Disable = エグレスシェーピング無効 

出荷設定：Disable 

【データレート】 1~1000Mbps 

1~1000Mbps の 1Mbps 毎に設定できます。設定したレートを上回った場合、フレームはバッファされますがバッファをこえる

場合は破棄されます。 

 

【ストーム制御 設定】 

ストーム制御 設定は定められたフレームタイプ毎にデータレートを選択し上限を上回る場合にそのフレームが破棄されます。 

ストーム制御の実装によりユニキャスト/マルチキャスト/ブロードキャストのストームを防ぐことができます。例えば、ブロー

ドキャストストームは、ネットワークの誤設定などが原因で発生します。ストーム制御はポートを通過するヘッダーをモニター

してそのパケットがユニキャスト/マルチキャスト/ブロードキャストのいずれかであるかを判別します。フレーム量が上限に達

すると以降のトラフィックは破棄されます。 

【ブロードキャスト】 

宛先 MAC アドレスが FF-FF-FF-FF-FF-FF のフレーム 

【IP マルチキャストパケット】 

IP マルチキャストパケットは、特定の論理ネットワークの複数のホスト宛に送信されます。IP マルチキャストアドレスの割り

当ては、Internet Assigned Numbers Authority（IANA）が管理しています。IANA により、IP マルチキャストに使用する IPv4 ク

ラス D アドレススペースが割り当てられており IP マルチキャストグループ アドレスは、224.0.0.0～239.255.255.255 の範囲と

なります。 
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【制御パケット】 

BPDU, IGMP, ARP, GVRP PDU など 

【フラッドユニキャスト/マルチキャストパケット】 

フラッドユニキャスト：MAC アドレステーブルに無いユニキャスト*未学習 

マルチキャストパケット：宛先 MAC アドレスが 01-00-5E-00-00-00～01-00-5E-FF-FF-FF のパケット 

 

【データレート】  Disable,1/2,1/4,1/8,1/16 

出荷設定：Disable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

バーストサイズ制御 設定 

【Burst Size Configuration】バーストサイズ制御 設定 4 kbytes/8 kbytes/16 kbytes/32kbytes 

レート制限設定時のバーストサイズを調節することができます。 

 

出荷設定：16 kbytes 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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VLAN モード設定 

IEEE802.1Q ベースの VLAN タグ機能が使用できます。 

 

【VLAN Mode】VLAN モード Disable / Tag-based / Double-tag 

Disable 無効 / Tag-based タグベース / Double-tag ダブルタグの設定 

出荷設定：Disable 

【Up-link Port】アップリンクポート 

アップリンクポートは Q-in-Q アプリケーションに使用されます。【Double-tag】ダブルタグモード時のみ選択可能となります。

アップリンクポート側へ送出されるエグレスフレームに 2 個目のタグ付けをします。PVID はこの 2 個目のタグ ID となります。

このポートで受信したイングレスフレームは 2 個目のタグを廃棄し 1 個目のタグを残したまま転送処理されます。 

出荷設定：Port 2 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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タグベースグループ設定 

最大 512 個の VLAN を作成できます。追加、消去、編集が可能となります。 

 

タグベース VLAN 追加/ 編集 設定 

タグベースグループの追加/編集ができます。 

 

【VLAN 名】 

【VID】 

新規作成分の任意な VLAN 名が設定できます。default VLAN VID 1 は作成済みです。使用可能なレンジは 1~4094 までです。 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

*【Tag-based mode】タグベースモード使用時は VLAN グループ（VID）でリストされた VID のタグ付きフレームのみ透過可能

となります。 
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ポート VID 設定 

 

【ポート番号】（メディア）を表示 1/2 TP/SFP 

【PVID】 

ポートの VID を設定します。 

【イングレスフィルタルール】 Disable/Drop Tag packet/Drop Untag packet 

Disable = 無効 

Drop Tag packet = タグ付きパケットを破棄 

Drop Untag packet = タグなしパケットを破棄 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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復元設定 

モジュールを出荷時の設定へ復元することができます。“デフォルト設定復元”をクリックすると出荷時の設定へ復元しポップ

アップで 再起動を促されますので左項のモジュール再起動より再起動してください。 

 

 

 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

*メニューを閉じた後に左項のモジュール再起動より再起動してください。 
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EM-C220B イーサネットモデル 

 

 

システム情報 

【System Information】システム情報 

 

モデル名の表示【Model Name】 

システム詳細の表示【System Description】 

MAC アドレスの表示【Mac Address】 

ファームウェアバージョンの表示【Firmware Version】 

ハードウェアバージョンの表示【Hardware-Mechanical Version】 

コードナンバーの表示【Code Number】 

 

【閉じる】をクリックすると前項へ戻ります。 
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ポート設定 

【Port Configuration】ポート設定 

Fiber/UTP の各ポート設定を変更できます。 

 

【Fiber/TP】使用メディア 

 

【状態】ポート状態 Enable/Disable 

ポートの使用可否を選択できます。有効になっている場合はフレームを送受信できますが、もし無効になっている場合はフレー

ムをブロックします。 

Enable = ポート有効、使用可能 

Disable = ポート無効、使用不可 

出荷設定：Enable 

 

【オートネゴ】Force /Auto 

Force = 固定 

Auto = オートネゴシエーション 

出荷設定：Fiber : Force 100/Full , TP:Auto 

 

【速度/二重】速度と二重モードの設定 10M/harf,10M/full,100M/harf,100M/full 

10M/harf = 10M 半二重 

10M/full = 10M 全二重 

100M/harf = 100M 半二重 

100M/full = 100M 全二重 

*Fiber ポートは 100/Full もしくは 100/half のみ選択が可能です。 

*速度二重化の設定内容は対向機器とミスマッチがないように設定してください。 

*対向機器接続中の設定変更時はリンクが瞬断します。 

 

【フロー制御】 Enable/Disable 

フロー制御の設定ができます。イーサネットには 2 種類(Backpressure, Pause)のフロー制御があり（IEEE802.3x）双方に対応

します。フロー制御は、受信フレームの伝送を禁止するための機能でバッファスペースが不足するとポートはポーズフレーム

(Pause)を送信しフレームの送信を一定時間遅らせるよう対向機器に要求します。 

*フローコントロールの設定内容は対向機器と矛盾しないように設定してください。 

*対向機器接続中の設定変更時はリンクが瞬断します。 

Disable = フロー制御無効  

Enable = フロー制御有効 

出荷設定：Enable 

 

【イングレス帯域幅】イングレスレート設定 

1~100 (Mbps)で帯域制御ができます。 

【Egress BW】エグレスレート設定 

1~100 (Mbps)で帯域制御ができます。 

 

【デフォルト】をクリックすると出荷設定へ戻ります。 

【キャンセル】をクリックすると終了します。 

設定変更後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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LACPDU 透過 設定 Enable/Disable 

LACP PDU の転送を制限します。 

 

出荷設定：Enable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

LFP リンク障害連動機能 設定 Enable/Disable 

リンク障害連動機能 設定は、Port1 と Port2 の信号の損失を各々モニターしどちらかのポートのリンクダウンを検出した場合に

各ポートの送信を止めるトラブルシューティング機能です。上位スイッチへリンク障害の伝達、冗長切替え補助をします。 

 

 

出荷設定：Disable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

*機能有効時の EM-C220B 同士の接続数は最大 4 台までです。 

4 台以上での接続時は復旧まで時間がかかる場合や復旧できない場合がございます。 
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最大パケット長 設定 1522 Bytes/1536 Bytes/1916 Bytes 

透過可能な最大パケット長が設定できます。 

 

出荷設定：1522Bytes 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

ストーム制御設定 

ストーム制御 設定は定められたデータレートを選択し上限を上回る場合にそのフレームが破棄されます。 

ストーム制御の実装によりユニキャスト/マルチキャスト/ブロードキャストのストームを防ぐことができます。例えば、ブロー

ドキャストストームは、ネットワークの誤設定などが原因で発生します。フレーム量が上限に達すると以降のトラフィックは破

棄されます。 

 

 

【State】Enable /Disable 

状態の有効無効の設定ができます。 

【Rate】1-25% 

1-25%の間でストーム制御ができます。 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 



CR-2600 マニュアル 

37 
データコントロルズ株式会社 

QoS 設定 

802.1p プライオリティ 

IEEE 802.1p ベース(CoS)の優先制御タグ付けができます。MAC フレームの VLAN タグ内ユーザプライオリティフィールドの 3

ビットの情報より 8 段階のプライオリティ付けができます。IEEE 802.1p にて標準化されており、この優先度によって送信時の

キューの割り当てが決定します。 

 

【Port 1 (TP) 】Enable /Disable 

UTP ポートで有効無効の設定ができます。 

【Port 2 (Fiber) 】Enable /Disable 

ファイバーポートで有効無効の設定ができます。 

【802.1p ベース】0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7  

8 段階のプライオリティ付けができます。 

 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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ToS プライオリティ 

IP ヘッダーToS フィールドの先頭の 3 ビット IP プレシデンスを使用し 8 段階の転送優先順位を指定しプライオリティ付けがで

きます。 

 

【Port 1 (TP) 】Enable /Disable 

UTP ポートで有効無効の設定ができます。 

【Port 2 (Fiber) 】Enable /Disable 

ファイバーポートで有効無効の設定ができます。。 

【クラス】Low / High 

3 ビット IP プレシデンスに対して High/Low の優先付けができます。 

 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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【Priority Scheme】プライオリティスキーム 

プライオリティのパケットに対しての処理を選択できます。 

 

 

 

【ハイプライオリティ常時優先】 

常時全てのパケットをハイプライオリティで転送 

【High/Low 比率 10 対１】 

パケットの転送レートを High:10 Low:1 で転送 

【High/Low 比率 5 対１】 

パケットの転送レートを High:5 Low:1 で転送 

【High/Low 比率 2 対１】 

パケットの転送レートを High:2 Low:1 で転送 

 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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VLAN モード設定 

IEEE802.1Q ベースの VLAN タグ機能が使用できます。 

 

VLAN モード Disable / Tag-based 

Disable 無効 / Tag-based タグベースモード 

出荷設定：Disable 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

タグベースグループ設定 

最大 16 個の VLAN を作成できます。追加、消去、編集が可能となります。 
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タグベース VLAN 追加/ 編集 設定 

【Tag-base Group】タグベースグループの追加/編集ができます。 

 

VLAN 名 

VID 

新規作成分の任意な VLAN 名が設定できます。default VLAN VID 1 は作成済みです。使用可能なレンジは 1~4094 までです。 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

*タグベースモード使用時は VLAN グループ（VID）でリストされた VID のタグ付きフレームのみ透過可能となります。 

 

 

 

ポート VID 設定 

 

ポート番号/（メディア）を表示 1/2 TP/Fiber 

【PVID】 

ポートの VID を設定します。 

 

【タグ】 Enable/Disable 

Enable = 有効 

Disable = 無効 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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保存復元設定 

モジュールを出荷時の設定へ復元することができます。“デフォルト設定復元”をクリックすると出荷時の設定へ復元しポップ

アップで 再起動を促されますので OK をクリックした後、左項より再起動(モジュール再起動)してください。 

 

 

 

 

【閉じる】をクリックすると終了します。 

*メニューを閉じた後に左項より再起動(モジュール再起動)してください。 
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3-1-8 ラインカード加入者モジュール情報 

【Module Subscriber Information】 

 

 

スロット【Slot】 1-16 各スロット番号 

モジュール名【Module Name】 ラインカードのモジュール名称 

*任意で変更可能 

ユーザー名【User Name】 ユーザー名 

*任意で変更可能 

場所【Location】 場所 

*任意で変更可能 

担当【Contact】 担当 

*任意で変更可能 

電話番号【Phone Number】 電話番号 

*任意で変更可能 
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3-1-9 ラインカードモジュール統計情報 

【Module Counter Information】 

モジュール統計情報の確認 /消去ができます。 

 

 

スロット番号【Slot】 1-16 各スロット番号 

メディア【Media】 ポート毎の使用メディア表示 TP/SFP  

TP = UTP で動作しています。 

SFP = SFP で動作しています。 

Rx パケット【Rx Packet】 受信パケット統計 

Rx バイト【Rx Byte】 受信バイト統計 

Tx パケット【Tx Packet】 送信パケット統計 

Tx バイト【Tx Byte】 送信バイト統計 

エラー【Error】 エラーパケット統計 

コリジョン【Collision】 コリジョン統計 

Rx 速度【Rx Speed(bps)】 受信速度(bps) 

Tx 速度【Tx Speed(bps)】 送信速度(bps) 

クリア【Clear】：クリックすると 0 へ戻ります。 
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3-1-10 リモートモジュール情報 

【Remote Information】 

 

 

スロット【Slot】 1-1 ~ 16-2 各スロット、ポート番号  

*前スロット番号 /後ポート番号 

モデル名【Model Name】 リモートモジュール名称 

説明【Description】 モジュール詳細 

ファームウェアバージョン【Firmware Version】 ファームウェアバージョン 

 

リモートモジュールの状態確認の他、設定変更、ファームウェア更新なども行うことができます。 

*設定内容の保存は各ラインカードモジュールのメモリに保存されており管理ボードへは保存されません。 

*リモートモジュールの設定項目制限がありますが 3-1-7 ラインカードモジュール情報で紹介している機能が同様にご使用頂

けますので詳細は 3-1-7 項よりご確認ください。 
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3-1-11 リモートモジュール IP 情報 

【Remote IP Information】  

リモートに設置している機器の IP アドレス情報が確認できます。リンク OAM だけでなく IP アドレスでの管理もできます。 

 

 

*CR-2600 内に収容されているモジュールの IP は無効（IPLESS 設定有効固定）となります。 
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3-1-12 SNMP 設定 

【SNMP Configuration】 

 
Simple Network Management Protocol (SNMP) は複数あるプロトコルのうちの１つインターネットプロトコル(IP)です。 

SNMP は IP ネットワーク上にあるホスト間での管理情報を交換する際に使用するプロトコルとして推奨され業界標準となって

います。ネットワーク管理とは従来のコンピュータネットワーク技術を使用して、リモートにあるネットワーク装置の監視及び

制御を行うことです。管理ステーションを“SNMP マネージャ”管理されるネットワーク機器を“SNMP エージェント”と呼びます。

SNMP をサポートしているネットワーク機器であればマルチベンダーでも管理ができます。SNMP エージェントは SNMPv1 及

び V2C 規格に準拠しています。SNMP 通信では User Datagram Protocol (UDP)を使用します。UDP は非同期コマンド／レスポ

ンスポーリングプロトコルで、OSI レイヤ 7(第 7 層とはアプリケーションレイヤです。第 7 層で使用されるその他の IP アプリ

ケーションは FTP、TELNET、SMTP 等があります)です。全ての管理トラヒックは SNMP 管理ステーションから送信されます。

アドレス指定されたエージェントのみ、管理ステーションからのポーリングに応答します(トラップメッセージを除く)。 

SNMP プロトコルには 4 種類のオペレーションがあります： 

GET Request 管理ステーションから MIB 情報取得の要求 

GET NextRequest 管理ステーションから次の MIB 情報取得の要求 

GET BulkRequest  GET NextRequest の拡張版。管理ステーションから複数の MIB 情報取得の要求 

SET Request  管理ステーションから MIB 情報の設定要求 

trap   管理ステーションへ特別なイベント/ 障害時に送信される管理メッセージ 

 

【Get/Set/Trap Community】Get/Set/Trap Community 

最大 6 つの SNMP マネージャをセットアップすることができます。community 名は認証パスワードとしても使用されます。

community 名は SNMP マネージャと SNMP エージェントを一つのグループとして認識する名称です。この為、異なる community

名で機器間をアクセスすることはができません。 

community 名は最大 15 文字のユーザー定義が可能で大文字と小文字の区別がされています。 

 

【Trap】トラップ 

SNMP エージェントはトラップと呼ばれる特別なイベント通知機能があります。トラップは重要なイベントを SNMP エージェ

ントから SNMP マネージャに通知する機能です。SNMP マネージャはトラップを受信することで定期的に装置の状態変化を検

知できます。この通知を基に MIB を取得してさらに詳細な情報を得ることができます。  

CR-2600 の SNMPTrap はアラーム機能にチェックすることで送信されます。 

*トラップは UDP を使用しているため、トラップの到達確認はできません。 

出荷設定 

SNMP 機能 : Enable 

GET community 名 : public 

SET community 名 : private 

SET community : Enable 

TRAP community 名 :public 

トラップホスト IP アドレス: 0.0.0.0 

ポート番号 :162 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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3-1-13 TACACS+ 設定 

【TACACS+】TACACS+設定 

リモートログインの認証に使用する方法は TACACS+および ID パスワードによる単体でのログインセキュリティ機能がありま

す。TACACS+ は TACACS をベースにシスコ・システムズが独自に拡張した認証プロトコルです。認証（authentication），認

可（使用権の付与 authorization），アカウンティング（accounting）の 3 機能によりセキュリティを強化します。最大 2 台の

TACACS+サーバが設定できます。TACACS+サーバの IP アドレスと Secret Key には使用するシークレットキーを入力します。 

 

 

*ポート番号は 49 を使用し変更は出来ません。 

出荷設定 

Server 1 : 0.0.0.0（IP アドレス 0.0.0.0 は無効で有効にする場合は変更する必要があります。） 

Server 2 : 0.0.0.0 

Secret Key : TACACS 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

【Authentication】認証設定 

認証設定は 3 種類のログイン認証方法を設定できます。認証方法は単独でも同時でも指定でき，同時に指定された場合は Primary

の優先ログイン認証を使用します。【Authentication retry】認証リトライの数値を越えて認証失敗した場合には Secondary で選

択した認証方法でログイン認証が行われます。Local は ID パスワードによる通常の認証で TACACS+を選択することで

TACACS+の認証がご利用できます。 

 

 

Local = ID パスワードによる認証 

TACACS+ = TACACS+サーバによる認証 

None = 選択なし 

出荷設定 

Console：優先 Local セカンダリ None 

Telnet ：優先 Local セカンダリ None 

Web ：優先 Local セカンダリ None 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 



CR-2600 マニュアル 

49 
データコントロルズ株式会社 

【Authorization】認可設定 

 

 

 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

 

 

 

【Accounting】アカウンティング 

TACACS+サーバをアカウンティングサーバとして設定します。 

 

アカウンティングサーバ状態の表示 Enable/Disable 

Enable = アカウンティングサーバが有効 

Disable = アカウンティングサーバが無効 

出荷設定：Disable 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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3-1-14 アラーム 設定 

【Trap Events Configuration】トラップイベント 設定 

あらかじめ定義された選択可能なイベントが起こった時にアラームを送信可能にします。アラームを使用する項目にチェックを

入れると電子メール/ SMS/ SNMP TRAP でアラーム送信ができます。全て選択/解除にチェックを入れることで一括で選択/解除

ができます。 

 

イベント内容 

コールドスタート【Cold Start】 コールドスタート時 

ウォームスタート【Warm Start】 ウォームスタート時 

リンクダウン【Link Down】 各ポートリンクダウン時 

リンクアップ【Link Up】 各ポートリンクアップ時 

認証失敗【Authentication Failure】 認証失敗時 

ユーザーログイン【User Login】 ログイン時 

ユーザーログアウト【User Logout】 ログアウト時 

温度正常【Temperature Normal】 温度正常時 

温度異常【Temperature abnormal】 温度異常時 

電圧正常【Voltage Normal】 電圧正常時 

電圧異常【Voltage abnormal】 電圧異常時 

ファン回転数正常【Fan RPM Normal】 ファン回転数正常時 

ファン回転数異常【Fan RPM abnormal】 ファン回転数異常時 

電源モジュール挿入【Power Inserted】 電源モジュール挿入時 

電源モジュール挿抜【Power Removed】 電源モジュール挿抜時 

モジュールエグレス設定変更【Module Egress BW Change】 モジュールエグレス帯域幅設定変更時 

モジュールイングレス設定変更【Module Ingress BW Change】 モジュールイングレス帯域幅設定変更時 

モジュール挿入【Module Inserted】 ラインカードモジュール挿入時 

モジュール挿抜【Module Removed】 ラインカードモジュール挿抜時 

リモート管理ポートリンクアップ【Remote Managed Port Link Up】 リモート管理ポートリンクアップ時 

リモート管理ポートリンクダウン【Remote Managed Port Link Down】 リモート管理ポートリンクダウン時 

リモートリンクアップ【Remote Link Up】 各リモートリンクアップ時 

リモートリンクダウン【Remote Link down 】 各リモートリンクダウン時 
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リモート電源断【Remote Power down】 リモート電源の障害時 

リモートのその他のイベント【Remote Others Event】 リモートの数値変化時 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 

Email/ SMS 

【Alarm Configuration】Email/ SMS アラーム設定 

前項での選択可能なイベントが起こった時の E メールと SMS の送信先を設定できます。最大 6 つの送信先 E メールアドレス、

SMS の電話番号をセットアップすることができます。 

 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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3-1-15 保存 設定 

 

 

起動時設定へ保存【Save As Start Configuration】 

“起動時設定へ保存”をクリックすると起動中設定を保存して、不揮発性のフラッシュメモリへ保存されます。 

 

稼働中設定保存【Save As User Configuration】 

“稼働中設定保存”をクリックすると稼働中設定を保存して、一時メモリの DRAM へ保存されます。 

 

デフォルト設定復元【Restore Default Configuration includes default IP address】IP アドレスは出荷時設定へ戻ります。 

デフォルト設定復元【Restore Default Configuration without changing IP address】IP アドレスは現在時設定を保持します。 

“デフォルト設定復元”をクリックし“Reboot”をクリックすると出荷時の設定へ復元し再起動します。 

 

【Restore User Configuration】 

“Restore Usert”をクリックし“Reboot”をクリックすると稼働時の設定へ復元し再起動します。 
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【Config File】設定ファイル 

 

 

【Export Start】 = 起動設定ファイルを TFTP サーバへエクスポートします。 

【Export User-Conf】 = 稼働中設定ファイルを TFTP サーバへエクスポートします。 

【Import Start】 = 起動設定を TFTP サーバのファイルからインポートします。 

【Import User-Conf】 = 稼働中設定を TFTP サーバのファイルからインポートします。 

 

 

 

3-1-16 診断プログラム 

【Diagnostics】診断プログラム 

診断プログラムは機器の基本システムである UART（シリアルポート）・DRAM（一時メモリ）・Flash（不揮発性フラッシュメ

モリ）・Temperature Test（温度）・Voltage Test（電圧）・Fan Test（ファン）に問題が無いかをテストします。“実行“をクリック

すると再度診断を実行します。 
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【Ping Test】Ping テスト 

Ping テスト機能は ICMP プロトコルを通して IP 機器が存在し疎通しているか検出するための方法です。IP 機器が存在し正しく

届いている場合は返答が行われ CR-2600 と IP 機器のネットワークは正常であると判断されます。IP アドレス欄に対象を入力し

“Ping”をクリックすることで Ping を実行します。Ping 結果は実行後 2~3 秒で Ping テスト結果へ Succes（x/5 ms 表示）または

dead（応答なし）で表示されます。 

 

*デフォルトゲートウェイは IP アドレス設定に入力したものが反映されます。 

 

 

 

3-1-17 TFTP サーバ 設定 

【TFTP server】 

TFTP（Trivial File Transfer Protocol）は UDP を使用しファイルの送受信のみを行う簡易ファイル転送プロトコルです。CR-2600

で使用する TFTP サーバの IP アドレスを登録できます。TFTP サーバはファームウェアの更新、設定ファイルのインポート/エ

クスポート、ログ情報のアップロード先として使用されます。RFC1350 で定義された任意の TFTP サーバがご利用頂けます。

サーバ側で TFTP ルートやパスを決定してください。 

 

出荷設定：0.0.0.0 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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3-1-18 SYSLOG 設定 

【Syslog】Syslog 設定はログ情報と連動しテキストメッセージを指定サーバへ出力します。Syslog サーバの IP アドレスと使用

するポート番号が設定できます。 

 

出荷設定：Disable 0.0.0.0 514 

 

入力後は下部【適用】をクリックし決定してください。 
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3-1-19 ログ情報 

ログ情報は CR-2600 に保存できます。この情報で運用状態や障害の発生を管理できます。ログ情報は稼働中に発生した事象を

発生毎にタイムスタンプ記録されます。 事象イベント内容を E メール/SMS/ SNMP TRAP で送信することもできます。 

 

 

ログ情報表示 ログ情報内容 

Cold Start コールドスタート（ハードウェア再起動） 

Warm Start ワームスタート（ソフトウェア再起動） 

Configuration saved to flash [Username:<username>] 起動設定/ 稼働中設定の保存[ユーザー名 xxx] 

Firmware upgraded successfully  [Username: <username>] 管理ボードのファームウェア更新完了[ユーザー名 xxx] 

Firmware upgrade was unsuccessful  [Username:<username>] 管理ボードのファームウェア更新失敗[ユーザー名 xxx] 

Firmware upgraded successfully  [Username: 

<username>],[module/remote: no.] 

ラインカードのファームウェア更新完了[ユーザー名 xxx] [ローカル/

リモート：スロット] 

Firmware upgrade was unsuccessful  

[Username:<username>],[module/remote: no.] 

ラインカードのファームウェア更新失敗[ユーザー名 xxx] [ローカル/

リモート：スロット] 

Configuration successfully downloaded [Username:<username>] 設定ファイルのダウンロード[ユーザー名 xxx] 

Configuration  download was unsuccessful 

[Username:<username>] 

設定ファイルのダウンロード失敗[ユーザー名 xxx] 

Configuration successfully uploaded [Username: <username>] 設定ファイルのアップロード[ユーザー名 xxx] 

Configuration  upload was unsuccessful 

[Username:<username>] 

設定ファイルのアップロード失敗[ユーザー名 xxx] 

Log Message successfully uploaded [Username:<username>] ログ情報のアップロード[ユーザー名 xxx] 

Log Message upload was unsuccessful [Username:<username>] ログ情報のアップロード失敗[ユーザー名 xxx] 

Successful login through Console [Username:<username>] コンソールターミナルログイン[ユーザー名 xxx] 

Login failed through Console [Username:<username>] コンソールターミナルログイン失敗[ユーザー名 xxx] 

Logout through Console [Username:<username>] コンソールターミナルログアウト[ユーザー名 xxx] 

Successful login through Web 

[Username:<username>],[IP:<userIP>] 

WEB ログイン[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Login failed through Web [Username:<username>],[IP:<userIP>] WEB ログイン失敗[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Logout through Web [Username:<username>],[IP:<userIP>] WEB ログアウト[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Successful login through Telnet 

[Username:<username>],[IP:<userIP>] 

telnet ログイン[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Login failed through Telnet [Username:<username>],[IP:<userIP>] telnet ログイン失敗[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Logout through Telnet  [Username:<username>],[IP:<userIP>] telnet ログアウト[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Authentication Failure [IP:<userIP>] SNMP 認証失敗[IP アドレス] 

Authentication Policy is enabled 認証設定有効 

Authentication Policy is disabled 認証設定無効 

Successful login through Console authenticated by AAA  local 

method [Username:<username>] 

AAA 認証によるコンソールターミナルログイン[ユーザー名 xxx] 

Login failed through Console authenticated by AAA  local method 

[Username:<username>] 

AAA 認証によるコンソールターミナルログイン失敗[ユーザー名 xxx] 

Successful login through Web from <userIP> 

authenticated by AAA local method [Username:<username>] 

AAA 認証による WEB ログイン[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Login failed through Web from <userIP> 

authenticated by AAA local method [Username:<username>] 

AAA 認証による WEB ログイン失敗[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Successful login through Telnet from <userIP> 

authenticated by AAA local method [Username:<username>] 

AAA 認証による telnet ログイン[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Login failed through Telnet from <userIP> authenticated by AAA 

local method [Username:<username>] 

AAA 認証による telnet ログイン失敗[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 
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Management IP address was changed by 

[Username:<username>],[IP:<userIP>] 

管理 IP アドレス変更[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Password was changed by [Username:<username>],[IP:<userIP> ] パスワード変更[ユーザー名 xxx] [IP アドレス] 

Power Inserted [slot] 電源モジュール挿入 [スロット xx] 

Power Removed [slot] 電源モジュール挿抜 [スロット xx] 

Power Normal [slot] 電源正常 [スロット xx] 

Power Abnormal [slot] 電源異常 [スロット xx] 

Fan Normal [FAN : RPM] ファン正常[ファン番号：回転数] 

Fan abnormal [FAN : RPM] ファン以上[ファン番号：回転数] 

Link Up [Slot xx Port 1/ 2] スロット xx ポート 1/  2 のリンクアップ  

Link Down [Slot xx Port 1/ 2] スロット xx ポート 1/  2 のリンクダウン 

Module Temperature Over High [Degrees Centigrade] [ Slot xx] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 温度設定値超過 [xx ℃] 

Module VCC Too High [ Port 1/ 2,xx Volt] [ Slot xx] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 電圧設定値上限超過 [xx V] 

Module VCC Too Low [ Port 1/ 2,xx Volt] [ Slot xx] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 電圧設定値下限超過 [xx V] 

Module Tx Bias [Port 1/ 2,xx mA] [ Slot xx] スロット xx ポート 1/  2 の SFP バイアス電流設定値超過 [xx mA] 

Module TX PWR Too High [Port 1/ 2, xx dBm] [ Slot xx] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 送信出力設定値上限超過  [xx dBm] 

Module TX PWR Too Low [Port 1/ 2, xx dBm][ Slot xx] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 送信出力設定値下限超過  [xx dBm] 

RX PWR Too High [Port 1/ 2, xx dBm] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 受信入力設定値上限超過  [xx dBm] 

RX PWR Too Low [Port 1/ 2, xx dBm] スロット xx ポート 1/  2 の SFP 受信入力設定値下限超過  [xx dBm] 

Module Insert [ Slot xx] スロット xx ラインカードモジュール挿入 

Module Remove [ Slot xx] スロット xx ラインカードモジュール挿抜 

Module Dual Media Swap [Port 1 Change to TP/ SFP][slotxx] スロット xx ポート 1 の UTP または SFP の切り替わり 

Remote Cold Start  [Slot x-x] スロット xx のリモートコールドスタート（ハードウェア再起動） 

Remote Warm Start  [Slot x-x] スロット xx のリモートワームスタート（ソフトウェア再起動） 

Remote Login [Username:<username>], [Slot x-x] スロット xx のリモートへログイン[ユーザー名 xxx] 

Remote Port Link Up [Slot x-x Port y ] スロット xx のリモートポート y のリンクアップ 

Remote Port Link Down [Slot x-x Port y ] スロット xx のリモートポート y のリンクダウン 

Remote Power Down [Slot x-x ] スロット xx のリモート電源断*CP-E100 使用時 

Remote Power Normal [Slot x-x Power A/ B] スロット xx のリモート電源 A または B の電源稼働 *CP-E200 使用時 

Remote Power Abnormal [Slot x-x Power A/ B] スロット xx のリモート電源 A または B の電源異常 *CP-E200 使用時 

Remote Managed Port Link Up [Slot x-x] スロット xx のリモート管理ポートリンクアップ 

Remote Managed Port Link Down [Slot x-x] スロット xx のリモート管理ポートリンクダウン 

Remote Module Insert [Port y] [Slot x-x] スロット xx のリモートポート y SFP 挿入 

Remote Module Remove [Port y] [Slot x-x] スロット xx のリモートポート y SFP 挿抜 

Remote Dual Media Swap [Port 1 Change to TP/ SFP] [slotxx] スロット xx のリモートポート 1 の UTP または SFP の切り替わり 

Mail Fail :xxx ログ情報 xxx のメール送信失敗 

【自動転送有効】120 イベントごとに登録された TFTP サーバへログを送信します。 

【ログ情報転送】クリックすると登録された TFTP サーバへログを送信します。 

【ログ情報消去】クリックするとログを消去します。 
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3-1-20 ファームウェア更新 

新機能追加や不具合動作の対処をハードウェア交換すること無くファームウェア更新で行えます。ファームウェアを更新するに

は TFTP サーバを使用します。TFTP サーバの IP アドレスを登録し、ファームウェアのファイル名とファイルパス欄へファイ

ル名を入力（拡張子.img）して更新ボタンをクリックします。新しいファームウェアのイメージファイルは一時メモリにアップ

ロードされ（所要時間およそ 20 秒）、エラー検知やチェックサムの確認などを行い問題が無ければ現在のフラッシュメモリイ

メージは削除され、新しいイメージファイルがフラッシュへ上書きされます。 

CPU 更新 （管理ボード）/ モジュール更新（ローカルラインカードモジュール）/リモート更新 （リモートモジュール）の 3

種類の更新ができます。 

 

新しいファームウェアのイメージファイルが上書きされるのにおよそ 50 秒かかります。 

注意）ファームウェアの更新時は絶対に電源を抜かないでください！ 

 

 

 

 

 

必須条件： 

1. CR-2600 本体 

2. TCP/IP 環境のある操作 PC *WEB ブラウザまたはターミナル接続が使用可能なもの 

3. TCP/IP 環境のある TFTP サーバ 

4. 更新用ファームウェア、拡張子“.img”という名のファイル *http://www.dci.jp よりダウンロード 

5. 接続用のケーブル類 

 

 

ファイル転送後、フラッシュメモリに書き込まれるのに 50 秒程度かかります。その後装置は自動的に再起動します。この間、

TELNET を接続したり、電源を抜いたりしないでください。 
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3-1-21 再起動 

ホスト再起動【Reboot Host】 

CR-2600 には前面のスイッチを押すハードリセットと PC より行うソフトリセットの再起動の方法があります。ファームウェア

の更新、IP アドレスの変更をした場合は新しい設定を反映する為に保存して必ず再起動をしてください。 

再起動には 30 秒程度掛かります。 

 

【Save and Reboot】再起動と保存 

現在の稼働中ユーザー設定をフラッシュメモリに保存した後に再起動します。 

*稼働中設定が起動時スタート設定に引き継がれます。 

【Reboot】再起動 

再起動 

*保存されていない DRAM 内の稼働中ユーザー設定は消去され起動時スタート設定で再起動します。 

 

前面のスイッチを押すとハードリセット再起動“Cold Start”となります。PC より行うソフトリセット再起動は“Warm Start”とロ

グ情報に残ります。再起動前のログは消去されます。 

 

【Reboot Module】ローカルラインカードモジュール再起動 

CR-2600 内に実装されたモジュールを選択して再起動が出来ます。 
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3-1-22 ログアウト 

【ログアウト】Logout 

操作を終了してログアウトしたい場合は”ログアウト”をクリックしてください。 
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3-2 CLI 

ターミナル,telnetのログイン 

CR-2600はCLI（コマンドラインインターフェース）機能があります。PCとの接続はシリアルコンソールケーブルを使用するタ

ーミナル接続とLANケーブルを使用するtelnet接続がご使用頂けます。 

接続詳細は”2-3-3、2-3-4”項を参照してください。 

 

"コンソールモード" に入るにはパスワードが必要です。出荷時のユーザー名とパスワードに「admin」と「guest」の2つが設定

されております。「admin」アカウントには全ての設定パラメータと統計情報に対して読み取りおよび書き換えの権限が与えら

れていますが、「guest」アカウントには読み取りのみの権限が与えられています。ユーザーパスワードはシステムのセキュリ

ティに有効です。ユーザー名とパスワードは5文字以上15文字以内で設定が可能です。 

【Administrator】アカウントは消去できませんがユーザー名とパスワードを修正することができます。 

【Administrator】【Guest】アカウントは最大 16 まで作成ができます。 

ユーザー名とパスワードを入力後、システム設定プログラムへの接続が可能になります。 

adminアカウントでのログイン時は機器名の後に“#”guestアカウントでのログイン時は機器名の後に“$”が表示されます。 

CR-2600# = adminアカウントログイン時 

CR-2600$ = guestアカウントログイン時 

 

シリアルコンソールポート 

ボー・レート  ：57,600 

データ     ：8 bit 

パリティ    ：none 

ストップビット ：1 bit 

フロー制御   ：none 

 

出荷設定  

ユーザー名 = admin / guest 

パスワード = admin / guest 

IPアドレス = 192.168.1.1(telnet) 

 

*パスワードを忘れてしまった場合は”Cntlキー + Zキー”を押すとパスワード消失用の番号が表示されますので 

番号をデータコントロルズ(support@dci.jp)までお知らせください。 

 

補完機能：コンソールモードのコマンドライン上で［Tab］を入力することで，コマンド入力時のコマンド名称の入力を少なく

することができ，コマンド入力が簡単になります。 

ヘルプ機能：help/ [?] を力することで指定できるコマンドまたはパラメータを検索できます。 

省略機能：コマンドまたはパラメータを短縮して入力し，入力された文字がコマンドまたはパラメータとして認識できる場合は

コマンドを実行します。 
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システムコマンドツリー 一覧 

各機能の詳細内容は第3章のWEBベース管理項で記載しておりますのでご確認ください。 

<< ローカルコマンド >> 

account add アカウントの追加 

del アカウントの消去 

modify アカウントの編集 

show アカウントの確認 

alarm email del mail-address メールアラームアドレスの削除 

server-user メールアラームサーバユーザの削除 

set mail-address メールアラームアドレスの設定 

server メールアラームサーバの設定 

user メールアラームユーザの設定 

show メールアラームの確認 

events alarm-events del all アラームイベント全て削除 

email Eメールアラームイベント削除 

trap Trapアラームイベント削除 

set all アラームイベント全て設定 

email Eメールアラームイベント設定 

trap Trapアラームイベント設定 

show アラームイベントの確認 

sms alarm-sms del phone-number SMS番号削除 

server-user SMSサーバユーザー削除 

set phone-number SMS番号設定 

server SMSサーバ設定 

user SMSユーザー設定 

show smsアラームの確認 

autologout 自動ログアウト時間の設定 

config-file export start 起動時設定エクスポート 

user-conf 稼働中設定エクスポート 

import start 起動時設定インポート 

user-conf 稼働中設定インポート 

set export-path エクスポートパス設定 

import-path インポートパス設定 

show TFTP Server IP Address TFTPサーバの確認 

Export Path and Filename エクスポートファイル名の確認 

Import Path and Filename インポートファイル名の確認 

diag diag ハードウェア診断 

ping Pingの実行 

firmware remote firmware-remote upgrade リモートファームウェア更新 

set upgrade-path 更新ファイルパス/ファイル名の設定 

show 更新ファイルパス/ファイル名の確認 

upgrade ファームウェア更新 

hostname ホスト名の設定 

ip disable dhcp DHCP無効 

enable dhcp DHCP有効 
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set dns DNS設定 

ip IPアドレス設定 

show IPアドレスの確認 

log clear ログの消去 

disable 自動アップロード無効 

enable 自動アップロード有効 

show ログの確認 

upload ログのアップロード 

management add management-add set 管理ポリシー情報追加設定 

show 管理ポリシー情報追加確認 

delete 管理ポリシー情報削除 

edit management-edit-x set 管理ポリシー情報xx編集 

show 管理ポリシー情報xx確認 

show show 管理ポリシー情報確認 

module config conf モジュールのポート設定の確認 

l2pdu-pass 

-through 

module-l2pdu 

-pass-through 

set モジュールのL2PDU透過設定 

show モジュールのL2PDU透過設定確認 

lacpdu-pass

-through 

module-lacpdu 

-pass-through 

set モジュールのLACP PDU透過設定 

show モジュールのLACP PDU透過設定確認 

lfp disable モジュールのリンク障害連動無効 

enable モジュールのリンク障害連動有効 

show モジュールのリンク障害連動確認 

max-pkt-len set モジュールの最大パケット長の設定 

show モジュールの最大パケット長の確認 

port clear-counter モジュールのポート統計消去 

disable combo-state モジュールのコンボポート状態の無効 

fx-state モジュールのFXポート状態の無効 

enable combo-state モジュールのコンボポート状態の有効 

fx-state モジュールのFXポート状態の有効 

set burst モジュールのバーストサイズ設定 

combo-flowcontrol モジュールのコンボポートフロー制御設定 

combo-speed-duplex モジュールのコンボポート速度二重設定 

egress-bandwidth モジュールのエグレス帯域設定 

fx-flowcontrol モジュールのFXポートフロー制御設定 

fx-speed-duplex モジュールのFXポート速度二重設定 

ingress-bandwidth モジュールのイングレス設定 

show burst モジュールのバーストサイズ確認 

config モジュールの設定確認 

counter モジュールの統計確認 

sfp モジュールのSFP確認 

status モジュールの状態確認 

qos disable 1p QoS IEEE802.1p無効 

tos TOSベースQoS無効 

enable 1p QoS IEEE802.1p有効 

tos TOSベースQoS有効 

set 1p-base QoS IEEE802.1p設定 
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combo-layer4 コンボL4の設定 

combo-layer4-port コンボL4ポートの設定 

combo-pri-tag コンボプリタグの設定 

combo-tos コンボTosの設定 

default-class デフォルトクラスの設定 

fx-layer4 FXL4設定 

fx-layer4-port FXL4ポート設定 

fx-pri-tag FXプリタグ設定 

fx-tos FXTos設定 

mode Qosモード設定 

pri-scheme プライオリティスキームの設定 

show モジュールのQoS設定確認 

reboot モジュールの再起動 

show モジュールの確認 

storm-ctrl disable storm-rate モジュールのストームレートの無効 

storm-type モジュールのストームタイプの無効 

enable storm-rate モジュールのストームレートの有効 

storm-type モジュールのストームタイプの有効 

show モジュールのストーム制御の確認 

subscriber set contact 担当の設定 

location 場所の設定 

phone 電話番号の設定 

username 加入者名の設定 

show 加入者情報の確認 

two-ports-o

am 

 OAM設定 

vlan status ポート状態の確認 

reboot 再起動 

snmp disable set-ability SNMP書き込み無効 

snmp SNMP無効 

enable set-ability SNMP書き込み有効 

snmp SNMP有効 

set get-community GET-communityの設定 

set-community SET-communityの設定 

trap SNMP TRAPの設定 

show SNMPの確認 

system set contact 担当入力 

device-name 機器名入力 

location 場所入力 

show システムの確認 

tftp delete TFTPサーバのIPアドレス削除 

set TFTPサーバのIPアドレス設定 

show TFTPサーバのIPアドレス確認 

time set daylightsaving 夏時間の設定 

manual 手動時刻設定 

ntp NTPの設定 

show 時刻設定の確認 
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tp-mgt disable UTPポート管理無効 

enable UTPポート管理有効 

show UTPポート管理の確認 

vlan del VLANグループの消去 

edit VLANグループの編集 

set ingress イングレスフィルタの確認 

mgt-vid 管理VLAN設定 

mode VLANモード設定 

pvid PVID設定 

tag-group タググループ設定 

show group VLANグループの確認 

ingress イングレスフィルタの確認 

mgt-vlan 管理VLANの確認 

mode VLANモードの確認 

<< グローバルコマンド >> 

end トップメニューへ戻る 

exit 前のモードへ戻る 

help コマンドの検索 

history コマンド履歴 

logout ログアウト 

restore default 出荷設定へ復元 

user 稼働中設定へ復元 

save start 起動時設定へ保存（フラッシュメモリ） 

user 稼働中設定へ保存（DRAM） 
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第４章 メンテナンス 

4-1 つながらない時は 

電源が入らない。PWR LED が点灯しない。 

：電源モジュールとコンセントはつながっていますか？ 

：電源モジュールのシーソースイッチは「1」オンになっていますか？ 

UTP 側の LED が点灯しない。 

：接続している機器の電源は入っていますか？ 

：モジュラーコネクタは確実にロックされていますか？ 

：UTP ケーブルが断線していませんか？ 
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Appendix A 

技術仕様 

 

機能 

⚫ 19” rack mount able chassis with 16 hot-swappable slots for converter modules 
⚫ Supports 802.3ah OAM function for remote failure indication, remote loopback and link monitoring 
⚫ Supports Remote Power *by Dying Gasp 
⚫ Supports Multi-mode and Single-mode fiber module for different transmission distance 

requirement 
⚫ Supports swappable MC module & opt module(SFP/XFP) 
⚫ Supports CPE 1slot or 2slot chassis same MC module model 
⚫ Supports full speed non-blocking on each module inter-working with CPE site converter 
⚫ Supports modules status information for management by Web UI and CLI 
⚫ Supports multi language(Japanese & English)  
⚫ Support Single IP Management (SIP)  
⚫ Supports hot-swap and loading-shared redundant power units 
⚫ Supports DHCP client, DNS, and NTP functions 
⚫ Supports both IP-aware and IP-less remote CPE devices managed by chassis management 

interface 
⚫ Provides SNMP agent for NMS management 
⚫ Supports MIB II, RMON I, Enterprise MIB with SNMPv1/v2c and SNMP Trap 
⚫ Supports Syslog 

 

管理機能: 

• Provides chassis base with 16 slots on CO site for subscriber 
• Supports CAT5 to Fiber and Fiber to CAT 5 pair converter 
• Supports Multi-mode and Single-mode fiber module for different transmission distance requirement 

such as 20km, 40km, 60km,…, etc 
• Supports WDM to enable TX and RX bi-direction full duplex on a single fiber. 
• Supports full speed non-blocking on each module inter-working with CPE site converter 
• Provides SNMP agent for NMS management 
• Supports MIB II, RMON I, Enterprise MIB with SNMPv1/v2c and SNMP Traps 
• Supports 6 trap/alarm hosts 
• Supports configurable SNMP Get/Set/Trap community name and port numbers 
• Supports modules status information for management by Web UI and CLI for the unit power status, 

module type and port link status of each media converter module 
• Supports Web UI easy-to-use point and click user interface by photographic quality interface to 

configure and monitor the device 
• Supports fully function parameters setting with Command Line Interface (CLI) In-band and 

out-of-band remote telnet CLI management 
• Local console management with VT100 via RS232 port 
• Supports Management Security Configuration. It can filter connections by IP range, connection type 

- http, telnet and SNMP and filter action - accept or deny 
• Support Single IP Management (SIP) 
• Supports forget username/password mechanism when user login more than 3 times with incorrect 

Username and Password. System will prompt the Serial Number display asking for cracked code 
• Supports hardware, external loopback, fiber remote loopback diagnostics function 
• Supports connection information for each slot to keep CPE site customer information (Username, 

Where to, Contact, Phone Number, E-Mail and Description for others) (Keep Data on CO Site by Slot 
No. and Chassis ID) 

• Supports Remote Failure indication, Remote Loopback and Link Monitoring IEEE 802.3ah OAM 
function 

• Supports hot-swap converter modules 
• Supports hot-swap and loading-shared redundant power units, each can be DC or AC, Independent 

power input for each power modules  
• Hot-swappable and upgradeable management CPU module  

✓ Supports two Ethernet ports for in-band management 
✓ Supports one RS-232 port for out-of-band management 
✓ Supports Real-Time Clock (RTC) 
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• Supports three monitored fans for chassis cooling 
• Power monitor (absent/present, ON/OFF, DC/AC), fans monitor and temperature monitor 
• Supports chassis temperature detection with selectable F/C degree 
• Supports configurable device name, location and chassis ID (CID) for device manager easy to find 

out device location 
• Supports DHCP client for dynamic IP assignment 
• Supports Domain Name Service (DNS) 
• Supports network time sync with NTP and daylight savings 
• Supports firmware upgrade with TFTP/FTP selectable 
• Supports user management and all events log max. up to 160 entries 
• Supports logon/logoff notification alarm events 
• Supports system log file upload to remote server with TFTP/FTP selectable 
• Supports configuration data import/export with TFTP/FTP selectable on Web UI/ CLI/ SNMP 

management 
• Supports Web UI/CLI auto logout function. User could adjust the auto-logout time interval 
• Supports both IP-aware and IP-less remote CPE devices managed by chassis management 

interface 
• RoHS Compliance 

 

 

CR-2600 仕様 

物理カテゴリー 

管理ポート 2 × 10/100Base-TX、1 × RS232C シリアルコンソール 

スロット数 16 

寸法 442mm(W) x 317.7mm(D) x 88mm(H) 

重量 5kg 

電源 RPM-220AC（AC モデル）：100~240VAC 50/60Hz 

RPM-220DC（DC モデル）：-48V 

消費電力 < 200W 

フラッシュメモリ 4Mbytes 

CPU メモリ 32Mbytes 

LED PWR, PWR A, PWR B, LINK/ACT 1, LINK/ACT 2, CPU RUN  

管理サポート 

管理ポート インバンド：WEB GUI,SNMP,telnet 

アウトバンド：シリアルコンソール 

SNMP MIB MIB II(RFC 1213),Private MIB 

ソフトウェア更新 TFTP による 

適合環境 

温度仕様 動作温度 0~50℃, 保存温度-20~70℃ 

湿度仕様 5~90% 結露無きこと 

 

標準技術 

UTP インターフェース 

コネクタ RJ-45 

インピーダンス 100Ω 

送信信号レベル 0.95 ~ 1.05V (100Base-TX) 

受信信号レベル 350mV (100Base-TX) 

最大ケーブル長 100m 

対応ケーブル Cat5e 以上 

 

 


