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製品 KGC-310 シリーズ 

型名 マニュアル 

【警告及び注意事項】 

機器に適合したシールドケーブル及び AC アダプタを使用してください。火災の原因とな

ります。 

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。 

【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 

E-mail：support@dci.jp URL: https://www.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． 導入 
KGC-310M シリーズは次の特長を持ったギガビットイーサネットメディアコンバータです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
異なるメディアタイプと速度間のデータ変換 
メディアコンバータは下記の変換をサポートしています。 
・ 1000Mbps(1000BASE-T)メタル対 1000Mbps(1000BASE-X)ファイバー 
・ 100Mbps(100BASE-TX)メタル対 1000Mbps(1000BASE-X)ファイバー 
・ 10Mbps(10BASE-TX)メタル対 1000Mbps(1000BASE-X)ファイバー 
 
miniGBIC(SFP)ファイバーﾎﾟｰﾄ 
miniGBIC(SFP)ポートは、短距離から長距離までマルチ或いはシングルモードファイバーをサポートするために

SFP 光ファイバートランシーバを取付けできます。 
 
ループバックテストサポート 
メディアコンバータは、リンクパートナーにテストパケットを送ることによってリンクパートナーと共にファイバ

ーリンクを検証し、エコーパケットの返送を確認するループバックテスト機能を備えています。この機能は、取付

け時のファイバーリンク接続特性を確認するのに役立ちます。 
 
リンクフォルトパススルー LFP 
このリンク連動機能は、リンクの障害を検知すると、すぐに他リンクを強制シャットダウンします。1 つのケーブ

ルセグメントのリンクパートナーが他のセグメントでリンク障害が発生したことを検知し、上位アプリケーション 
（STP/LACP 等）に障害を伝えます。 
※この機能を使う場合は光側の対向機器も KGC-310M シリーズをご使用下さい。 
 
リモート TP ポートステータス監視 
２つの装置はファイバーリンクを経由して接続されます。装置は互いに監視し、リモートファイバーリンクパート

ナーのより対線ポートステータスを表示することができます。ステータスはローカル LED 表示或いはウェブ管理イ

ンターフェースに表示されます。 
 
802.1Q コントロール 
ソフトウェア設定サポートとともに、この装置は典型的なメディアコンバータ機能だけでなく VLAN アプリケーシ

ョンに対する 802.1Q コントロール機能を強化しています。オプション機能は以下の通りです。 
・ 全てのタグ無しパケットのフィルタリング 
・ 全てのタグ付きパケットのフィルタリング 
・ VID タグ付きパケットのフィルタリング 
・ パケットタグ除去(Untagging) 
・ パケットタグ挿入(タギング) 
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ウェブ管理 
装置は、ポートコントロール、QoS、VLAN 機能を含む高度なネットワーク管理機能を持ったｈttp サーバと一緒に

組み込まれています。管理機能は TCP/IP ネットワークを介したインターフェースに基づくウェブブラウザを経由

して実行することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 特長 
基本機能 
・ 3 種の速度 10/100/1000Mbps メタルから 1000Mbps ファイバー変換 
・ あらゆるタイプの 1000Mbps SFP ファイバートランシーバにも対応するファイバーポート 
・ フルワイヤ速度でのギガビットメタルからギガビットファイバー変換をサポート 
・ メタルポートは速度自動認識と auto MDI/MDI-X 検知をサポート 
・ メタルポートの自動認識モードは、DIP スイッチ設定による速度と全二重/半二重通信構成 
・ リンクフォルトパススルー機能はリンク障害ステータスがメタルリンクとファイバーリンク間を透過的に通過

することができます。 
・ ファイバーポート上に終端障害機能 
・ 全二重と半二重のバックプレッシャーに対する 802.3ｘフロー制御をサポート 
・ ファイバーリンクを介した 2 台の装置間のループバックテストをサポート 
・ 省電力機能 
・ リモートの UTP ステータス監視をサポート 
・ 多様な取付けサポート：デスクトップ、壁、センターラック、オプションで DIN レールマウントをサポート 
・ センターシャーシ設置：センターソフトウェア管理とリダンダント電源バックアップのあるセンターシャーシラ

ックでの設置をサポート 
・ 広範囲なファイバーオプションをサポート：マルチモードファイバー、シングルモードファイバー(短距離から

長距離まで)、単芯シングルファイバー、WDM、CWDM 
 
管理機能 
・ ポート設定コントロールとステータス監視 
・ ジャンボフレーム透過サポート 
・ パケットフィルタリング 
・ 2 ポート間の 802.1Q コントロール 
・ ループバックテストサポート 
・ リモート UTP 監視サポート 
・ 帯域内に内蔵されたファームウェアアップグレード機能 
・ ウェブベースのブラウザインターフェース 
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1. 2 製品パネル 
下記図は、装置の前面パネルと後方パネルをイラストにしたものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 仕様 
10/100/1000 Mbps より対線メタルポート(TP,RJ-45) 
準拠規格 IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T 
コネクタ シールド付き RJ45 ジャック 
ピン配列 自動 MDI/MD-X 検知 
設定  速度自動認識、マニュアル設定／ソフトウェアコントロール 
伝送速度 10Mbps,100Mbps, 1000Mbps 
二重サポート 全/半二重 
ネットワークケーブル Cat.5 以上 UTP  
 
1000Mbps ファイバーポート(FX,miniGBIC SFP)  
準拠規格 IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/ZX(mini -GBIC) 
コネクタ SFP タイプファイバートランシーバ 
設定  自動/固定,1000Mbps、全二重 
伝送速度 1000Mbps 
ネットワークケーブル MMF 50/125 60/125,SMF 9/125 
目の安全性 IEC825 準拠 
 
ループバックテストボタン 
ループバックテスト ボタンを押して開始 
 
LED 表示 
PWR  電源状態 
LTP  TP LED 上でローカル又はリモート TP 表示 
LBT  ループバックテスト 
LBR  ループバックテスト結果 
FXLNK  ファイバーポートリンクとアクティビティステータス 
TP1G  より対線メタルポート 1000Mbps とリンクステータス 
TP100  より対線メタルポート 100Mbps とリンクステータス 
TP10  より対線メタルポート 10Mbps とリンクステータス 
TPFDX  より対線メタルポート二重ステータス 
 

LED 表示 
ファイバーポート
(FX,SFP) 

ループバック 
テストボタン 

メタルポート(TP,RJ-45) 

DC ジャック 設定 SW 

カバー付センターコネクタ 
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構成 DIP スイッチ 
SW1-SW3 より対線メタルポート構成 
SW4  フロー制御設定 
SW5  リモートより対線メタルポート監視 
SW6  リンクフォルトパススルー機能設定 
 
センターインターフェース 
インターフェース センターシャーシ取付け 
コネクタ  フーチャーバス 
 
基本機能 
MAC アドレス学習 8K までサポート 
転送技術  ストア＆フォワード 
大パケット長  9600 バイトまでのジャンボフレームをサポート 

フロー制御  ポーズフレーム全二重動作を基本とする IEEE802.3x 
   半二重動作に対するバックプレッシャー 
 
DC 電源入力 
インターフェース DC ジャック(-D6.3mm/+D2.0mm) 
動作入力電圧  +5～+12VDC(±5%) 
電力消費  5V＠ 大 1.6W 
 
物理的仕様 
寸法   108×72.5×23mm （突起部含まず） 
ハウジング  ファン無しメタル筐体 
取付け   デスクトップ取付け、壁取付け、DIN レール取付け(オプション) 
 
環境 
動作温度  -5～55℃ 
保存温度  -20～85℃ 
相対湿度  10～90% 
 
電気的承認 
FCC   Part15 クラス B 
CE   EMC,CISPR22 クラス B 
C-Tick   AS/NZS 
 
ソフトウェア管理機能 
インターフェース ウェブブラウザ 
管理対象  システム構成：IP 設定、名称、パスワード 

ポート構成コントロールとステータス 
   802.1Q コントロール設定 

再起動、初期設定の回復、ファームウェアのアップデート 
 
型式 
特長       
構成 DIP SW/リンクフォルトパススルー/ループバックテストサポート/リモート TP 監視    
ウェブマネジメント/ジャンボフレームサポート/802.1Q コントロール/省電力   
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２．設置 
2.1 開梱 
製品には以下の物が同梱されています。 
・ メディアコンバータ本体  ・ 製品 CD-ROM  ・ AC アダプタ 
 
2.2 安全上の注意 
身体上の傷害、電気ショック、火災、製品への損傷、リスクを減らすため、以下の安全上の注意をお読み下さい。 
・ どの製品においても、システムのマニュアルに説明されている以外のことはしない。 
・ カバーをあけたり、取り外したりすると感電する恐れがあります。 
・ 内部の部品に関しては、専門の技術者のみが取り扱えます。 
・ 次のような事象が起こった場合、電源を抜いてその部分を取り替えるか、或いはサービスプロバイダにお問い合

わせ下さい。 
－電源ケーブル、延長ケーブル又はプラグの損傷 
－製品の中にゴミなどが入った場合 
－製品が水にぬれた場合 
－製品の落下による損傷 
－説明書に従った操作をしても、製品が正常に動作しないとき 

・システムの開口部に物を押し込まないで下さい。部品構成のショートによって火災や感電の原因になります。 
・電気定格ラベルに示してある外部電源で動作させてください。電源タイプが分からない場合は、サービスプロバ

イダ或いは地域の電力会社にお問い合わせ下さい。 
2.3 メディアコンバータの取付け 
メディアコンバータはデスクトップ、棚或いは壁に取り付けることができます。装置の周りに適当な放熱と通気が

あることを確認してください。重い物を装置の上に置かないで下さい。 
 
デスクトップ取付け 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
壁取付け 
底面に壁取付けをサポートするネジ穴が 1 つあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壁取付け用ネジ穴 
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DIN レール取付け 
別売りの DIN レールブラケット KC-3DR により DIN レール取付けをサポートしています。 
下記の図はブラケット設置後の例です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
センターラックマウント 
メディアコンバータは KC-1300 センターシャーシにも設置できます。センターシャーシはコンバータに電源を供給

します。オプションでリダンダント電源も御座います。1 つのシャーシに 16 台まで設置できます。コンバータをシ

ャーシに挿入する前に、中央コネクタのカバーを取り外します。詳細は KC-1300 のマニュアルを参照下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 電源入力 
設置を始める前に、地域の AC 電圧を確認します。ユニットに DC 電力を供給するのに使用される AC 電源アダプ

タは、地域の商業電源電圧に見合った AC 電圧でなければなりません。 
 
AC 電源アダプタ仕様 
 
装置に電源入力する手順は次の通りです。 
１．AC 出力に接続する前に、電源アダプタの DC プラグをユニットの後部にある DC 入力ジャックに接続します。 
２．電源アダプタを AC 出力に接続します。 
３．電源 LED 表示を確認します。 
注意：設置を始める前に、地域の AC 電圧を確認してください。ユニットに DC 電力を供給するのに使用される AC
電源アダプタは、地域の商業電源電圧に見合った AC 電圧でなければなりません。 

DIN レール取付けブラケット 

DIN レール 

空いているスロットに
装置を挿入します 

中央のコネクタカバーを外します 
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2.5 UTP 接続の構成 
10/100/1000 より対線メタル(TP)ポートは以下の接続タイプと距離をサポートしています。 
 
ネットワークケーブル 
10BASE-T：2 ペア UTP Cat.3,4,5,EIA/TIA-568B 100-ohm 
100BASE-TX：2 ペア UTP Cat.5,EIA/TIA-568B 100-ohm 
1000BASE-T：4 ペア UTP Cat.5 以上(Cat.5 推奨),EIA/TIA-568B 100-ohm 
リンク距離：100 メートル 
 
自動 MDI/MDI-X 機能 
この機能は、ポートがより対線信号を自動検知し、リモートに接続された装置とネゴシエーションすることで有効

な MDI と MDI-X 接続を自動的に形成することができます。ストレートケーブル又はクロスケーブルを問わず接続

され、ポートは自動的に受信ペアを察知することができ、MDI から MDI-X 接続の規則に合うように構成します。

ケーブル設置時の配線ミスを無くすことができます。 
 
速度自動認識機能 
ポートは自動認識機能とどのイーサネット装置への接続もサポートする容量を特長としています。ポートはリンク

が形成されるたびに、速度と自動的に接続された装置の二重構成に対する認識処理を実行します。接続された装置

も自動認識が可能なら、両方の装置は認識処理の後に 良の構成になります。接続された装置が自動認識できない

場合は、ポートは速度を察知し、接続に半二重を使用します。 
 
ポート構成管理 
自動認識不可能な装置と適切な接続をするため、ポート構成を非自動(強制)動作モードの 1 つに設定し、速度と接続

された装置によって使用される構成に合う二重モードを特定します。 
 
メタルポート構成を設定する 2 つの方法は以下の通りです。 
DIP SW(スイッチ) SW1,SW2,SW3 
ウェブインターフェースを経由したソフトウェアマネジメント  
Configuration →Ports →TP Mode 
 
2.6 ファイバー接続構成 
mini GBIC（SFP）ポートはファイバー接続を構成するために SFP ファイバートランシーバーを機器に挿入しなけ

れば動作しません。 
 
SFP ファイバートランシーバの設定 
Mini GBIC（SFP）ポートに SFP ファイバートランシーバを設置する手順は次の通りです。 
１・装置の電源を切ります 
２．SFP ファイバートランシーバを mini GBIC（SFP）ポートに挿入します。 
３．SFP ファイバートランシーバはスロットの中でしっかりと固定されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFP トランシーバを挿入する
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接続ファイバーケーブル 
 
LC コネクターは多くの SFP トランシーバモジュールに共通に備えられています。ケーブル接続を構成する前に TX
と RX コネクタを区別します。以下の図は 2 つのファイバーポートの接続例です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rx から Tx への接続ルールはファイバーケーブルの両端に従って確認してください。 
 
光ファイバーネットワークケーブル 
マルチモード(MMF)-50/125,62.5/125 
シングルモード(SMF)-9/125 
 
 
2.7 ループバックテスト押ボタン 
押ボタンはファイバーケーブルで下記のように接続された 2 台のメディアコンバータ間のループバックテストを実

行するために使用されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インストーラーが設置中にファイバーリンクに診断実行することを許可し、テスト結果を LED に表示します。 
押ボタンはソフトウェア構成設定を初期の値に回復するためにも使用できます。 
動作は以下のようになります。 
動作      機能 
ボタンを押して、正常動作を解除   ファイバーケーブルを介してループバックテストを実行 
電源が入った時に 5 秒間以上ボタンを押す  工場出荷時設定（デフォルト）に回復 
 

押すとループバックテストを開始します 

ループバックテスト LED 表示 

テストパケット 

ファイバーケーブル 



KGC-310 マニュアル 

11/31 

2.8 DIP スイッチ構成 
構成 DIP スイッチは手動で動作構成を設定するために使用されます。 
 
 
 
 
 
 
各 DIP スイッチステータスの機能は以下の通りです。 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 機能 
OFF OFF OFF -  - - DIP SW6,SW5,SW4 の設定を無視する 

（ソフトウェア構成を使用する) 
ON OFF OFF    非自動、10Mbps 全二重モードで TP ポートを設定 
OFF ON OFF    非自動、10Mbps、半二重モードで TP ポートを設定 
ON ON OFF    非自動、100Mbps、全二重モードで TP ポートを設定 
OFF OFF ON    非自動、100Mbps、半二重モードで TP ポートを設定 
ON OFF ON    自動、1000Mbps、全二重モードで TP ポートを設定 
OFF ON ON    TP ポート機能は無効 
ON ON ON    自動、10/100/1000Mbps、半/全二重モードで TP ポートを設定

   OFF   フロー制御有効 
   ON   フロー制御無効 
    OFF  リモート TP ステータス自動レポート機能が無効 
    ON  リモート TP ステータスの TP LED 上での自動レポートが有効 
     OFF リンクフォルトパススルー機能が無効 
     ON リンクフォルトパススルー機能が有効 
 
2.9 LED 表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED 機能   状態  解説 

PWR 電源状態  ON  本体に電源が供給されている 
    OFF  本体に電源が供給されていない 

LTP ローカル TP ステータス ON  TPxxx LED に表示されるローカル TP ポート状態 
    OFF  TPxxx LED に表示されるリモート TP ポート状態 
備考：１．リモート TP ステータス自動レポート機能が無効の時、LTP はいつも ON になります。 
   ２．リモート TP ステータス自動レポート機能が有効な時は、LTP はそれぞれ 10 秒ずつ ON と OFF になり

ます。 

構成 DIP スイッチ 
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LBT  ループバックテスト  Blink ループバックテスト実行中 
      ON ループバックテスト結果を LBR LED に表示 
      OFF ループバックテスト中止 
備考：１．ループバックテストが実行中であることを示すため、LBT は点滅します。 
   ２． LBR に表示されるテスト結果を知らせるため、LBT は 10 秒間 ON になります。 

LBR  ループバックテスト結果  ON ループバックテスト OK 
      Blink ループバックテスト失敗 
備考：１．LBR 表示は LBT が ON になっているときに限られます。 
   ２．ループバックテスト結果を知らせるため、LBR は 10 秒間表示されます。 

FXLINK FX ポートリンクステータス ON 1000M リンクは FX ポート(トラフィック無)で固定 
      Blink ポートリンクは UP で、トラフィック有 
      OFF FX ポートリンクダウン 

TPIG  TP1000M リンクステータス ON 1000M リンクは TP ポートで固定 
      OFF TP ポートリンクダウン 

TP100  TP100M リンクステータス ON 100M リンクは TP ポートで固定 
      OFF TP ポートリンクダウン 

TP10  TP10M リンクステータス  ON 10M リンクは TP ポートで固定 
      OFF TP ポートリンクダウン 

TPFDX  TP 二重ステータス  ON TP ポート全二重 
      OFF TP ポート半二重 

 
 
2.10 装置の IP アドレスとパスワード構成 
装置本体は下記のようなソフトウェアマネジメントの初期設定で出荷されます。 
 
初期設定 IP アドレス：192.168.0.2/255.255.255.0 
 
IP アドレスは TCP/IP ネットワーク内での装置の識別になります。各ユニットはネットワーク内で新しい、固有の 
IP アドレスで設計されます。システム構成のウェブ管理インターフェースを参照してください。 
 
マネージド装置はソフトウェアマネジメントに対して、初期設定パスワード 123 で出荷されます。パスワードは、 
ウェブベースインターフェースを経由して装置にアクセスする際の認証に使用されます。セキュリティの面から、

ネットワークに配置する前に装置ユニットの初期設定を変更することが推奨されます。システム構成のウェブ管理

インターフェースを参照してください。 
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３．機能 
ソフトウェアマネジメントインターフェースをより使い易くするために、この章ではメディアコンバータのいくつ

かの高度な機能に付いて説明します。 
 
3.1 省略 
TP ポート：メディアコンバータ装置のより対線メタルポート 
FX ポート：メディアコンバータ装置の光ファイバーポート 
Ingressポート：Ingressポートはパケットが受信される入力ポート 
Egressポート：Egressポートはパケットが送信される出力ポート 
IEEE 802.1Q パケット：VLAN タグフィールドに組み込まれたパケット 
VLAN タグ：IEEE802.1Q パケットフォーマット内で 4 倍とタグフィールドはソースアドレスと Type/Length フィ

ールド間の初めのイーサネットフレームに挿入されます。タグは以下のように構成されています。 
 
#ビット数  16 3   1 12 
フレームフィールド TPID ユーザー優先事項 CFI VID 
 
TPID：16 ビットフィールドは、フレームを IEEE802.1Q タグパケットとして識別するために、0x8100 に設定さ

れます。 
ユーザー優先事項：802.1p 優先事項を参照する 3 ビットフィールド 
CFI：MAC アドレスに対する標準的なフォーマット表示は 1 ビットフィールド 
VID：VLAN 識別子、12 ビットフィールドはフレームが属する VLAN を識別します。 
非タグパケット：VLAN タグフィールド無しの標準イーサネットフレーム 
優先タグパケット：IEEE802.1Q パケットの VID フィールド値はゼロ(VID=0) 

装置ではこのパケットは非タグパケットとして扱われる。 
VLAN タグパケット：IEEE802.1Q パケットの VID フィールド値はゼロ(VID<>0)ではない。 
PVID(ポート VID)：PVID は出力ポートの初期設定 VID です。非パケットの 802.1Q フィルタリングに使用されま

す。進入タグ動作の[初期設定タグ－VID]としても使用されます。 
DSCP：識別されたサービスコードポイント、IP パケットで 6 ビット値フィールド 
 
3.2 コンバータ機能 
装置は下図のように、ファイバーケーブルとより対線 Cat.5(メタル)ケーブル間のデータ変換をサポートします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
より対線セグメントでのデータ速度はリンクパートナーとネゴシエーションされたリンク速度に依存します。 

メディア
コンバータ 

メディア
コンバータ 

メディア
コンバータ 

ファイバーケーブル 

ファイバーケーブル 

ファイバーケーブル 
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3.3 リンクフォルトパススルー機能 
説明 
リンクフォルトパススルー(LFTP)機能を有効にしたとき、メディアコンバータはポートセグメントでリンク障害を 
検知し、他のポートセグメントリンクを強制ダウンします。リンク障害はポートからポートへと伝わります。 
 
下記の図はファイバーケーブル(二重、ファイバー接続ならどれでも)でのリンク障害の発生を示しています。 
このリンク障害はギガビットリンクパートナーに 2 つのメディアコンバータの LFPT 動作によって転送されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際の障害はファイバー接続上で発生していても、両方のギガビット装置は各 Cat.5 接続上のリンク障害を検知し

ます。 
 
下記の図では実際のリンク障害が片方の Cat.5 上で発生し、そのリンク障害が LFPT 動作によって 2 つのコンバー

タとファイバーケーブルを介してもう一方の Cat.5 に通過することを示しています。このリンク障害はギガビット

リンクパートナーに 2 つのメディアコンバータの LFPT 動作によって転送されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
利点 
この機能でリモートリンクパートナーである 2 つのメディアコンバータは、どこで障害が発生しようともリンク障

害を検知することができます。上記のアプリケーションがどのケーブルセグメントでリンク障害が発生しても必要

な動作をすることができます。 
 
機能を有効にする方法 
LFPT 機能は次のようにして有効になります。 
ハードウェア設定：DIP SW6 を ON に設定 

ソフトウェア設定：Web management →Configuration→ System →[Link fault pass through] 

 

メタルポート

ギガビット 
装置 

ファイバーケーブル 

メタルポート 
ギガビット 

装置 

メタルポート

ギガビット 
装置 

メタルポート 
ギガビット 

装置 ファイバーケーブル 
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3.4 リモート TP ステータス監視機能 
説明 
ローカルメディアコンバータはファイバーケーブルに接続されたリモートリンクパートナーの TP ポート 
リンクステータスを監視することができます。ステータスは以下のようにローカル LED に表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
機能を有効にする方法 
ハードウェア設定：DIP SW5 を ON に設定 
ソフトウェア設定：Web management →Configuration→ System →[Remote TP auto report] 
 
リモート TP ステータス表示 
1.LTP が OFF の時、ステータスはローカル LED-TP1G,TP100,TP10,TPFDX に表示されます。 
 
LED  状況 ステータス 
LTP  OFF リモート TP ステータスは以下の LED に有効 
TP1G  ON リモート TP は 1000Mbps でリンク 
  OFF リモート TP リンクダウン 
TP100  ON リモート TP は 100Mbps でリンク 
  OFF リモート TP リンクダウン 
TP10  ON リモート TP は 10Mbps でリンク 
  OFF リモート TP リンクダウン 
TPFDX  ON リモート TP は全二重でリンク 
  OFF リモート TP は半二重でリンク 
 
2. ウェブマネジメント⇒モニタリング⇒統計⇒リモート TP[リンク] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ファイバーケーブル
TP リンクステータス要求 ローカルユニット 

リモートユニットTP リンクステータス
レポート 
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3.5  802.1Q コントロール機能 
802.1Q コントロール機能は、以下のようなパケット容量によるメディアコンバータを通してパケット通過動作に関

連した 802.1QVLAN を実行するのを許可します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔ingress Drop〕設定 
この設定は、入ってくる全ての非タグパケットをフィルターにかける或いは進入する全ての VLAN タグパケットを

フィルターにかけるための初めのフィルター機能です。オプションは以下の通りです。 
 
無効：  ポート進入ドロップ機能が無効 
非タグのみ： 進入する全ての非タグパケットと優先タグパケットが落ちる。VLAN タグパケットのみ許可され

ます。 
 
 
[進入維持タグ][放出挿入タグ]設定 
この設定はパケット放出タグ又は下表のような非タグと一緒に使用されます。 
 
進入維持タグ 放出挿入タグ パケット修正 
有効 無効  全て無修正パケット 
無効 無効  全てのパケットが出力でタグされない 
無効 有効  全てのパケットが入口でタグされる 
有効 有効  この設定は推奨されていません(ダブルタグ) 
 
 
[進入維持タグ]オプション： 
有効 受信 VLAN タグパケットの中の VLAN タグは全体の変換動作の中で維持され、削除されない。 
無効 受信 VLAN タグパケットの中の VLAN タグデータは削除される。 
 
 
[出力挿入タグ]オプション： 
有効 出力でパケットにタグを挿入。タグ挿入は下記の規則に基づく。 
 
 進入パケットタイプ タグ挿入 
 非タグ   進入ポート初期設定タグ 
 優先タグ   進入ポート初期設定タグ 
 VLAN タグ  受信パケット自体のタグ 
 
無効 タグは実行されない。 
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[初期設定タグ-VID]、[初期設定タグ-CFI]、[初期設定タグ-優先事項]設定 
これらの設定は 1 つの出力ポート初期設定タグを構成します。このタグは、非タグパケットに対してタグ挿入が要

求されるとき使用されます。 
 
802.1Q フィルタリング 
802.1QVID フィルタ機能は、特定の VID タグパケットを認証或いは拒絶することができます。16 の認証或いは拒

絶 VID が構成されます。この機能は、1 つのリンクセグメントから他へと通過するために特定のパケットを制限す

ることができます。 
 
[VID 表]オプション 
無効  802.1QVID フィルタリングが無効 
許可 VID VID 表の VID 付き VLAN タグパケットが認証される 
拒絶 VID VID 表の VID 付き VLAN タグパケットが拒絶され、破棄される 
 
非タグと優先タグパケットに関しては、出力[初期設定タグ-VID]、又は PVID と呼ばれる出力は、VID フィルタリ

ングに使用されます。それが許可 VID 表にある場合、非パケットは通過することができ、なければ破棄されます。 
拒否 VID 表にある場合は、非パケットは破棄されます。 
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3.6 SNMP トラップ機能 
SNMP トラップ機能は、関連したトラップ事象が発生した時に、装置が SNMP トラップホストに SNMP プロトコ

ルを介してトラップメッセージを送るのを許可します。 
 
SNMP トラップ設定 
設定は、メディアコンバータ装置から発する SNMP トラップメッセージを受信できるトラップホストを構成するの

に使用されます。 
 
[SNMP トラップ]  有効/無効 SNMP トラップ機能 
[コミュニティ名]  コミュニティ文字列はトラップメッセージ内で境界となります。 
[トラップ IP アドレス] トラップを受信するのを許可されたターゲット SNMP トラップホストの IP アドレス 
 
SNMP トラップイベント 
以下の事象は、ユニットでイベントが起こった時、トラップメッセージを発するために定義されます。 
・ 装置の起動 
・ TP メタルポートリンクダウン 
・ TP メタルポートリンクアップ(リンクリカバリー) 
・ FX ファイバーポートリンクダウン 
・ FX ファイバーポートリンクアップ(リンクリカバリー) 
以下の例は FX ポートリンクダウンの事象が発生し、装置によって検知されることを示しています。そして、SNMP
トラップホスト PC にトラップメッセージを発します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNMP 
トラップホスト 

FX リンクダウン
トラップパケット 

ファイバーケーブル 
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4.ウェブマネジメント 
メディアコンバータは、TCP/IP ネットワークを介したどのウェブブラウザソフトウェアからの管理要求も実行でき

る http サーバを特長としています。 
 
ウェブブラウザ 
ウェブブラウザソフトウェアの JAVA スクリプトサポートとの互換性 
マイクロソフトインターネットエクスプローラー4.0 又はそれ以降のバージョン 
ネットスケープコミュニケーター4.x 又はそれ以降のバージョン 
 
システムユニットの IP アドレス設定 
装置ユニットがウェブブラウザソフトウェアから管理される前に、ユニットに対して特定 IP アドレスが構成されて

いることを確認します。 
 
 
4.1 ブラウザソフトウェアの開始と接続構成 
ブラウザソフトウェアを開始し、接続したいユニットの IP アドレスを入力します。IP アドレスはブラウザソフト

ウェアが装置を探すための URL として使用されます。 
 

URL:http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

 
工場出荷時の IP アドレス：192.168.0.2 
 
4.2 装置ユニットへのログイン 
ウェブブラウザソフトウェアが装置ユニットに適切に接続されると、ログインスクリーンが装置にログインするた

めに表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その際、装置は成功したマネジメント接続 1 つのみ受け入れます。他の接続の試みは警告メッセージで促されます。 
 
 
 
 
 
新しい接続は現在のユーザーがログアウト、或いは 3 分の時間内にアクセスがないことによる装置の自動ログアウ

トの場合に受け入れられます。システム構成はログインの成功後に表示されます。 
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4.3 メインマネジメントメニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下の情報はメインメニューの基本機能を説明しています。 
 
構成 
システム  装置情報、システムと IP 関連設定 
ポート   ポートリンクステータス、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝモード構成と他のポート設定 
 
メンテナンス 
ループバックテスト ファイバーリンクでループバックテストを実行するためのコマンド 
再起動システム  装置ユニットを再起動するコマンド 
初期設定の回復  装置ユニットを工場出荷時設定に回復するコマンド 
アップデートファームウェア 装置ファームウェアをアップデートするコマンド 
ログアウト  現在のウェブマネジメントからログアウトするコマンド 
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4.4 システム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成   説明 

MAC アドレス  工場がユニットに構成した MAC アドレス。どんな場合でも変更は不可能。 
S/W バージョン  現在作動しているファームウェアバージョン 
H/W バージョン  現在作動しているハードウェアバージョン 
マネジメント VLAN マネジメント VLAN 情報を設定(次の章を参照) 

-VID   VLAN ID は装置にウェブマネジメントを構成する 
-CFI   装置からのウェブ返信パケットに対する CFI 値 
-ユーザー優先  装置からのウェブ返信パケットに対する優先値 

IP アドレス  装置のウェブマネジメントに対する IP アドレスを設定 
サブネットマスク ウェブマネジメントに対する IP アドレスのサブネットマスクを設定 
ゲートウェイ  ウェブマネジメントに対する初期設定ゲートウェイ IP アドレスを設定 
名称   装置ユニットのシステム名を設定 
パスワード  新しいパスワードを設定 
SNMP トラップ  SNMP トラップ機能構成 
   無効：SNMP トラップメッセージの送信が不可能 
   有効：SNMP トラップメッセージの送信が可能 
コミュニティ名  トラップパケットで境界を示すコミュニティストリングを設定 
トラップ IP アドレス SNMP トラップホストの IP アドレスを設定 
802.1Q コントロール 802.1Q コントロール機能メイン構成 
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   無効：全てのパケットは 802.1Q コントロールなしで通過が可能 
   有効：802.1Q コントロール構造は変換に対して起動されます。 
 
ジャンボモード  ジャンボパケットをサポートする有効/無効ジャンボモード 
   無効： 大パケットサイズ 1526 バイトをサポート 
   有効： 大パケットサイズ 9600 バイトをサポート 
リンクフォルトパススルー 有効/無効リンクフォルトパススルー機能 
リモート TP 自動レポート  有効/無効リモート TP ポートリンクステータス機能 
省電力   有効：常時省電力モード 
   無効：省電力モード無効 

[Apply]  構成変更を適用するためにクリックします。 
[Refresh]  現在の構成をリフレッシュするためにクリックします。 

注意：IP アドレスに加えて、代替の識別として各装置ユニットにシステム名を付けることを推奨します。 
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4.4.1 マネジメント VLAN 
マネジメント VLAN 設定は管理者が装置にアクセスするのを許可し、専用の VLAN だけを介して VLAN ウェブマ

ネジメントは機能します。 
 
以下の規則がマネジメント VLAN に適用されます。 
 
１．802.1Q コントロール機能が無効の場合、マネジメント VLAN 設定は無視され、VLAN の限界ウェブマネジメ

ントインターフェースへのアクセスに適用されます。http サーバは非タグマネジメントパケットのみ受信し、マネ

ジメントホストに非パケットの返信をします。 
 
２．[マネジメント VLAN-VID]設定がゼロの時、ウェブマネジメントインターフェースへのアクセスにおいて VLAN
の限度は適用されません。http サーバだけが非タグマネジメントパケットを受信し、マネジメントホストに非タグ

パケットを返信します。 
 
３．[マネジメント VLAN-VID]設定がゼロでない時、http サーバのみ[マネジメント VLAN-VID]に適合するタグマ

ネジメントパケットを受信し、[マネジメント VLAN] VID,CFI とマネジメントホストのユーザー優先事項設定から

構成されるタグと共にタグパケットを返信します。 
 
規則の概要 
 
802.1Q コントロール マネジメント VLAN VID  Http(web)サーバ内蔵オペレーション 
無効   無視    非タグウェブパケット受信 
       非タグパケット返信 
有効   VID=0    非タグウェブパケット受信 
       非タグパケット返信 
有効   VID<>0(1～4095)  適合タグウェブパケットのみ受信 
       構成されたタグでタグパケット返信 
 
注意： 
１．どんなにマネジメント VLAN が構成されても、ログインパスワード認証は必要です。 
２．初期設定[マネジメント VLAN-VID]はゼロと同等です。どの非タグ PC ウェブブラウザからも装置にアクセス

が可能です。 
３．PC のほとんどは LAN アクセスができません。この規則はゼロと同等ではない[マネジメント VLAN-VID]設定

前に付随しますので注意してください。 
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4.5 ポート 
ポート構成は 3 つの大きなパートがあります。 
 
ポート構成  ポートリンクステータス、ポートオペレーションモード、ポートフロー制御 
802.1Q コントロール 各ポート設定の 802.1Q コントロール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポート構成  機能  

ポート   TP より対線メタルポート 
   FX ファイバーポート 
リンク   ポートリンクステータス 
   緑のバックグラウンドで速度と二重ステータス、ポートはリンク 

赤のバックグラウンドでダウン、ポートはリンクダウン 
 
 
モード   ポート動作モードを選択 
   無効：ポート動作無効 
   TP モード 自動認識 速度容量 二重容量 
   無効  ポート動作無効 
   自動  有効  10/100/1000M 全、半二重 
   10 半  無効  10M  半二重 
   10 全  無効  10M  全二重 
   100 全  無効  100M  半二重 
   100 全  無効  100M  全二重 
   1000 全  有効  1000M  全二重 
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FX モード 自動認識 速度容量 二重容量 
無効  ポート動作無効 
1000 全  有効  1000M  全二重 
固定 1000 全 無効  1000M  全二重 

 
フロー制御  ポートフローコントロール機能を設定 
   V：入出力に対して 802.3ｘポーズフロー制御を有効にする設定 
 

802.1Q コントロール 機能 

入力ドロップ  無効：ポート入力ドロップの無効と全てのパケットタイプの許可 
   非タグのみ：非タグと優先タグパケット両方をドロップ 
   タグのみ：VLAN タグパケットをドロップ(VIC<>0) 
入力維持タグ  もし、存在していれば、タグは受信パケットから削除 
   有効：VLAN タグパケットに対してタグ除去をアクティブに設定 
   無効：タグ除去機能を無効に設定 
出力挿入タグ  有効：タグをアクティブに設定 
   無効：タグ機能を無効に設定 
初期設定タグ-VID ポート VID、入力初期設定タグに対する VID 
   1～4095 デシマル、12 ビット VID 
初期設定タグ-CFI 入力初期設定タグに対する CFI 
   0.1 デシマル、1 ビット VID 
初期設定タグ-優先事項 入力初期設定タグに対するユーザー優先事項 
   0～7 デシマル、3 ビット 

[802.1Q フィルタリング] VID フィルタリングテーブルを設定するにはクリックします。 
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4.5.1 802.1Q フィルタリング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成   説明 

VID テーブル  VID テーブルの特性を明確にする 
   無効：802.1Q フィルタリング機能を無効に設定する 
   許可 VID：VID テーブルは許可 VID を明確にする 
   拒否 VID：VID テーブルは拒否 VID を明確にする 
No.   VID テーブルの入力-VID テーブルの中に 16 個の VID の構成が可能 

[適用]   構成変更を適用するにはクリック 
[リフレッシュ]  現在の構成をリフレッシュするにはクリック 
[閉じる]   ウィンドウを閉じる 
 
注意： 
１．VID テーブルは、パケットに内蔵された VID 値によって、VLAN タグパケットのフィルタリングを引用します。 

非タグ、又は優先タグパケットに関して、VID テーブルを引用する代わりに[初期設定タグ-VID]、PVID とも呼

ばれるものが使用されます。 
２．[適用 VID]設定は、適切な VID が装置を通過するのを許可された時、役立ちます。 
３．[適用 VID]設定は、適切な VID が装置を通過するのを許可されない時、役立ちます。 
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4.6 統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成   説明 

ポート   TP：ローカルユニットでより対線メタルポート 

   FX：ローカルユニットでファイバーポート 

   リモート TP：ファイバーリンクに接続されたリモートユニットの TP ポート 

 

リンク   ポートリンクステータス 

   緑色のバックグラウンドで速度と二重ステータス：ポートリンク オン 

   赤色バックグラウンドでダウン：ポートリンク ダウン 

Tx バイト  ポートで送信されるバイト総数 

Tx フレーム  ポートで送信されるパケットフレーム総数 

Rx バイト  ポートで受信されるバイト総数 

Rx フレーム  ポートで受信されるパケットフレーム総数 

Tx エラー  ポートで送信されるエラーパケットフレームの総数 

Rx エラー  ポートで受信されるエラーパケットフレームの総数 

[クリア]   全ての計測器をリセットするためにクリックする 

[リフレッシュ]  全ての計測器をリフレッシュするためにクリックする 
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4.7 ループバックテスト 

 

 

 

 

 

 

このメニューは、ファイバーリンクを介してリンクパートナーユニットと共に、ループバックテスト動作を開始す

るために使用されます。テストの 中にメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

テスト終了後に結果メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

テスト結果は LED-LBT と LBR にも表示されます。 

 

 

 

4.8 再起動システム 

 

 

 

 

 

このメニューは現在の構成でリモートの装置ユニットを再起動するために使用されます。このメニューを開始する

と、現在の http 接続は失われます。装置に対してどのマネジメント動作を実行するにも、接続の再形成をしなけれ

ばなりません。 
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4.9 初期設定の回復 

 

 

 

 

 

このメニューは装置ユニット全ての設定を初期設定値に回復するために使用されます。このメニューは現在の装置

の IP アドレスを変更し、現状の http 接続を失うかもしれません。 

 

 

4.10 ファームウェアのアップデート 

 

 

 

 

 

 

 

 

このメニューは帯域内ファームウェア(ソフトウェア)アップグレードを実行するために使用されます。パスとアップ

ロードする新しいファームウェアイメージファイル名を入力します。 

構成  説明 

ファイル名 パスとファイル名(ワープフォーマット) 

[ブラウズ] ファームウェアイメージファイルのコンピュータファイルシステムを閲覧するにはクリックする 

[アップロード] アップロードを開始するにはクリックする 

 

4.11 ログアウト 

 

 

 

 

 

このメニューはウェブマネジメントからログアウトを実行するのに使用されます。現在のユーザーが 3 分以上どの

マネジメントも実行しないと、装置は自動ログアウトを実行し、現状の接続を中止します。 
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付録 A 工場出荷時設定 

DIP SW 構成  アンマネージドモデル   マネージドモデル 

SW3 SW2 SW1  ON ON ON    OFF OFF OFF 

   自動,10/100/100,全/半   ウェブ構成(SW4-6 無視) 

SW4   OFF(フロー制御有効)   OFF 

SW5   OFF(リモート TP レポート無効)  OFF 

SW6   OFF(リンクフォルトパススルー無効) OFF 

システム構成 

マネジメント VLAN-VID    0 

マネジメント VLAN-CFI    0 

マネジメント VLAN-ユーザー優先事項  0 

IP アドレス     192.168.0.2 

IP サブネットマスク    255.255.255.0 

ゲートウェイ IP     192.168.0.1 

名称      Null 

パスワード     123 

SNMP トラップ     無効 

コミュニティ名     Null 

トラップ IP アドレス    0.0.0.0 

802.1Q コントロール    無効 

ジャンボモード     無効 

リンクフォルトパススルー   無効 

リモート TP 自動レポート    無効 

省電力      無効 

ポート構成 

モード   自動 TP、1000 全 FX ポート 

フロー制御  ｖ：有効 

入力ドロップ  無効 

入力維持タグ  有効 

出力挿入タグ  無効 

初期設定タグ-VID（PVID） １ 

初期設定タグ-CFI  0 

初期設定タグ-優先  0 

802.1Q フィルタリング 

VID テーブル   無効 

VIDn(ｎ=1-16)   ｎ 
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付録 B モデル& 光学的仕様 

モデル 

KGC-310M-xxxx   

 

モデル延長 ファイバーコネクタ  距離 

-SX  LC    二芯マルチモード、500m 

-LX  LC    二芯マルチモード、550m/シングルモード、10km 

-LX40  LC    二芯シングルモード、40km 

-ZX80  LC    二芯シングルモード、80km 

 

単芯シングルモード双方向 WDM 

-W3520  LC  単芯シングルモード 20km 

-W5320  LC  単芯シングルモード 20km 

 

光学的仕様 

モデル延長 波長  Tx パワー Rx Sen  Max.Rx. 

-SX  850nm  -9.5～-4  -18   0 

-LX  1310nm  -9～-3  -21  -3 

-LX40  1310nm  -4～+1  -24  -3 

-ZX80  1550nm  0～+5  -24  -3 

 

単芯シングルモード双方向 WDM 

-W3520  T1310/R1550  -8～-2  -23  -2 

-W5320  T1550/R1310  -8～-2  -23  -2 

 

Tx パワー：送信パワー( 小～ 大、単位：dBm) 

Rx Sen.：受信感度(単位：dBm) 

Max.Rx： 大受信パワー(単位：dBm) 

 

 

 

 

 


