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インバンド OAM ギガビットイーサネットコンバータ 

GM-C420 マニュアル 

1000Base-X (SFP) + 1000Base-X or 10/100/1000Base-T 

         
          CP-E100 + GM-C420                    GM-C420 

【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。 

 AC 電源内蔵型 1スロットシャーシ CP-E100-AC および 2スロットシャーシ CP-E200 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 

TEL：03-3836-5611 FAX:03-3836-5614 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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第 1 章 はじめに 
1-1 マニュアル及び GM-C420 の紹介 

このマニュアルは GM-C420 のハードウェアのインストール手順及び GM-C420 の操作及び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 TELNET 管理、及び WEB 管理、第 4
章メンテナンスとなっています。 
 
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 GM-C420 を理解し、活用してください。 
 

1-2 機器について 

GM-C420 はシステム・ネットワーク管理を実行するために、以下の特徴を持っています。 
• ポートの状態/統計/設定 
• ユーザーインターフェースの表示 
• IP/SNMP を含むシステムパラメータ 
• 大 9600 bytes のフレーム透過 
• 1Mbps の帯域幅制御 (1~1000Mbps) 
• LFP リンク障害連動機能 
• L2 PDU 透過 
• IEEE 802.1Q VLAN 
• NMS の同時登録 
• アラーム連動の e-mail/SNMP TRAP 送信 
• 起動時設定と一時設定の保存 
• ハードウェアの状態診断 
• TFTP サーバによるファームウェア更新 
• 遠隔からの再起動 
• 電源断通知 *Dying Gasp 
 

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： 
 
-ギガビットメディアコンバータ ×1 
 
以下はオプション 
CP-E100 
- 1 スロット収容メタル筐体 ×1 
- 100~240VAC 対応 AC アダプタ(5V2A) ×1 
- DB9~ピン変換ケーブル ×1 
 
CP-E200 
- 2 スロット収容メタル筐体 ×1 
- 100~240VAC 対応 AC アダプタ(12V3.3A) ×2 
 
CR-2600 
- 16 スロット集合型シャーシ ×1 
- 100~240VAC 対応 AC モジュールもしくは DC モジュール×2 
- 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) 
 
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：03-3836-5611 FAX:03-3836-5614 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） 
 
 
 
 
 



GM-C420 マニュアル 

3 
データコントロルズ株式会社 

1-4 外観と LED 

前面パネル LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED 色  動 作 内 容  

PWR ：電 源  緑 点 灯   ：電 源 オン  

消 灯  ：電 源 オフ  

L/A P2 SFP ：リンク 緑 点 灯  ：SFP2 リンクアップ  

緑 点 滅  ：フレーム送 受 信  

消 灯  ：リンクダウン  

L/A P1 SFP ：リンク 緑 点 灯  ：SFP1 リンクアップ  

緑 点 滅  ：フレーム送 受 信  

消 灯  ：リンクダウン  

SPD P1 ：速 度  緑   ：ギガビット接 続  

琥 珀  ：100M 接 続  

消 灯  ：10M 接 続  

L/A P1 UTP ：リンク 緑 点 灯  ：UTP リンクアップ  

緑 点 滅  ：フレーム送 受 信  

消 灯  ：リンクダウン  

FDX/COL P1 ：二 重 モード 琥 珀 点 灯   ：全 二 重 接 続   

琥 珀 点 滅  ：コリジョン発 生 中  

消 灯  ：半 二 重 接 続  

 

 

 

 

 

SFP ポート 2 UTP ポート 1 SFP ポート 1 シリアルポート 

PWR 
L/A 

P2 SFP

L/A 

P1 SFP
FDX SPD 

L/A 

P1 TP 
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第 2 章 インストール 

2-1 ハードウェアとケーブル 

CP-E100/ CP-E200 (単体シャーシ) 

 感電防止のため、アース線は必ず接地してください。アース線は AC アダプタをつなぐ前に接続し、外す場合は AC アダプ

タを抜いてから外してください。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてください。 

CP-E100/ CP-E200 の空きスロットへ GM-C420 を挿入し止め金具を 後まで回し固定てください。同梱の AC アダプタを使用

し、AC コンセントに接続し背面のプラグへ差しこみます。抜け止め防止をする場合は同梱のクリップを使用してください。 

 

CP-E100 1 スロットシャーシ：外観図 

 

 

 

CP-E100 1 スロットシャーシ：寸法図 
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CP-E200 2 スロット電源冗長シャーシ：外観図 

 

 

 

 

CP-E200 2 スロット電源冗長シャーシ：寸法図 
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CR-2600 (集合型シャーシ) 

 感電防止のため、アース線は必ず接地してください。アース線は AC アダプタをつなぐ前に接続し、外す場合は AC アダプ

タを抜いてから外してください。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてください。 

CR-2600 のの空きスロットへ GM-C420 を挿入し止め金具を 後まで回し固定てください。 

CR-2600 でご使用される場合は CR-2600 のマニュアルも参照してください。 

 

CR-2600 16 スロット集合シャーシ：外観図 

 

 

CR-2600 16 スロット集合シャーシ：寸法図 
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・UTP ケーブル 

 1000BASE-T はカテゴリー5e 以上のケーブル、100BASE-TX ではカテゴリー5 以上のケーブル、10BASE-T ではカテゴリ

ー3 以上のケーブルをご使用ください。 

 UTP の 大ケーブル長は 100m です。 

 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。 

取付け 

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。 

取り外し 

1. RJ-45 のロックをつまみ解除してからコネクタを抜いてください。 

 

・光ケーブル 

 オプションの SFP 仕様に合致する光ケーブルをご使用下さい。 

 型番末尾に M がつく SFP をご使用する場合は、マルチモードケーブル・50/125μm もしくは 62.5/125μm 

 型番末尾に Sxx がつく SFP をご使用する場合は、シングルモードケーブル・9~10/125μm 

取付け 

1.  SFP モジュールと光ケーブルからダストカバーを取り外します。 

2.  光ファイバーケーブルの信号伝送方向が SFP モジュールの TX/ RX と合うようにします。（2 芯用） 

3.  LC/SC コネクタが”カチッ”とロックされるまで SFP モジュールへ挿入します。 

取り外し 

1. LC/SC コネクタのロックをつまみながらコネクタを抜いてください。 
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2-2 SFP モジュールのラインナップとインストール方法 

データコントロルズで供給している SFP モジュールは全てベールラッチタイプです。 

SFP スロットに挿入しご使用できます。 

2 芯 タイプ 

GD850-SFP-LC.M MM,1000BASE-SX, LC,850nm,550m,9dB 

GD1310-SFP-LC.M2 MM,1000BASE-LX, LC,1310nm,2Km,11.5dB 

GD1310-SFP-LC.S10 SM,1000BASE-LX, LC,1310nm,10km,11dB 

GD1310-SFP-LC.S40 SM,1000BASE-LH, LC,1310nm,40km,21dB 

GD1550-SFP-LC.S80 SM,1000BASE-ZX, LC,1550nm,80km,24dB 

GD1550-SFP-LC.S120 SM,1000BASE-ZX, LC,1550nm,120km,30dB 

1 芯 双 方 向 タイプ 

GB1310-SFP-SC.S10 SM,1310nm,10km.12dB※GB1550-SFP-LC.S10 とペアで使 用  SC コネクタ用  

GB1550-SFP-SC.S10 SM,1550nm,10km.12dB※GB1310-SFP-LC.S10 とペアで使 用  SC コネクタ用  

GB1310-SFP-LC.S20 SM,1310nm,20km.15dB※GB1550-SFP-LC.S20 とペアで使 用  

GB1550-SFP-LC.S20 SM,1550nm,20km.15dB※GB1310-SFP-LC.S20 とペアで使 用  

GB1310-SFP-LC.S40 SM,1310nm,40km.20dB※GB1550-SFP-LC.S40 とペアで使 用  

GB1550-SFP-LC.S40 SM,1550nm,40km.20dB※GB1310-SFP-LC.S40 とペアで使 用  

GB1310-SFP-LC.S60 SM,1310nm,60km.24dB※GB1550-SFP-LC.S60 とペアで使 用  

GB1550-SFP-LC.S60 SM,1550nm,60km.24dB※GB1310-SFP-LC.S60 とペアで使 用  

GB1510-SFP-LC.S80 SM,1510nm,80km,24dB※GB1570-SFP-LC.S80 とペアで使 用  

GB1570-SFP-LC.S80 SM,1570nm,80km.24dB※GB1510-SFP-LC.S80 とペアで使 用  

GB1510-SFP-LC.S100 SM,1510nm,100km.28dB※GB1570-SFP-LC.S100 とペアで使 用  

GB1570-SFP-LC.S100 SM,1570nm,100km.28dB※GB1510-SFP-LC.S100 とペアで使 用  

GB1510-SFP-LC.S120 SM,1510nm,120km.32dB※GB1570-SFP-LC.S120 とペアで使 用  

GB1570-SFP-LC.S120 SM,1570nm,120km.32dB※GB1510-SFP-LC.S120 とペアで使 用  

GB1510-SFP-LC.S140 SM,1510nm,140km.36dB※GB1570-SFP-LC.S140 とペアで使 用  

GB1570-SFP-LC.S140 SM,1570nm,140km.36dB※GB1510-SFP-LC.S140 とペアで使 用  

CWDM タイプ 対 応 波 長 : 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610nm 
20/24/30dB タイプは 1270 ~ 1450nm もご指 定 いただけます .*波 長 の特 性 上 ,km 表 示 より通 信 距 離 が短 くなります。 

GCxxxx-SFP-LC.S40 SM,LC,40km,20dB 

GCxxxx-SFP-LC.S80 SM,LC,80km,24dB 

GCxxxx-SFP-LC.S120 SM,LC,120km,30dB 

GCxxxx-SFP-LC.S160 SM,LC,160km,36dB 

DWDM タイプ 対 応 波 長 17~60ch 

DIxx-SFP-LC.S120  SM,LC,120km,2.67Gbps,30dB 

MM：マルチモード、SM：シングルモード 

 

 

 

 

 



GM-C420 マニュアル 

9 
データコントロルズ株式会社 

2-2-1 SFP モジュールの挿入 

Step 1 SFPを挿入する前に、ベール金具を閉じてください。 

Step 2 SFPポートに合わせてSFPモジュールを”カチッ”と音がするまでゆっくりと挿入してください。 

 

2-2-2 SFP モジュールの取り外し 

Step 1 挿入されているSFPモジュールのベール金具を開き、人差し指で金具をゆっくり下げます。 

Step 2 ロックが外れたことを確認しSFPモジュールを親指と人差し指で掴み、ゆっくり引き抜きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図はベールラッチ(金具)が開いた状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベールラッチ(金具) 

2 芯用 SFP モジュールの前面 

左側が TX（送信）右側が RX(受信) 

TX は対向機器の RX へ接続 

RXは対向機器の TXへ接続します。 

1 芯用 SFP モジュールの前面 

1 芯で TX/RX(送受信) 

対向機器も必ず 1 芯用が必要 

ペアになっているものを使用します。 
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2-3 CLI マネージメント 

GM-C420には3種類のインターフェースがありそれぞれCLI管理ポートとしご使用頂けます。 

CLI操作方法はターミナル/ telnet 共に共通ですが、telnet使用時はdebagコマンドが規制されます。 

・シリアル (DB9~ピン変換ケーブル)  

・10/100/1000 UTPポート (UTPケーブル) *IP無効設定が有効、UTP管理機能設定が無効の場合は接続できません。 

・SFP ポート(光ケーブル) * IP無効設定が有効の場合は接続できません。 

 

シリアルポートでの接続 

・GM-C420の前面にあるピンシリアルポートへDB9~ピン変換ケーブルを使用し、次の手順に従って接続してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DB9~ピン変換ケーブル 
 
ピンアサイン 
P1          P2 
2 --------------- 3 
3 --------------- 2 
5 ----GND---- 1&4 
 
 
 
 
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GM-C420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 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリアルポートの位置 
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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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ターミナルのログイン 

"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。 

【Guest】アカウントは 大 4 つ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。 

GM-C420# = adminアカウントログイン時 

GM-C420$ = guestアカウントログイン時 

 

出荷設定  

ユーザー名 = admin / guest 

パスワード = admin / guest 

 

*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 

データコントロルズ(support@dci.jp)までお知らせください。 

 

セキュリティを向上する為に出荷時設定はUTP管理機能(tp-mgt)が無効となっています。UTPケーブルでのアクセスには以下の

コマンドを使用してUTP管理機能(tp-mgt)を有効にする必要があります。 

 

tp-mgt  enable tp-mgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tp-mgt モードへ移行 

tp-mgt を有効にする 
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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アクセスが可能になります。システムツリーは以下の様になっ

ています。 

 

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 

sfpddm alarm-sfpddm set SFPデジタル診断アラームの設定 

show SFPデジタル診断アラームの確認 

show email メールアラームの確認 

events アラームイベントの確認 

sfpddm SFPデジタル診断アラームの確認 

autologout 自動ログアウト時間の設定 

bandwidth disable egress-rate エグレスレート無効 

ingress-rate イングレスレート無効 

storm-rate ストームレート無効 

storm-type ストームタイプ無効 

enable egress-rate エグレスレート有効 

ingress-rate イングレスレート有効 

storm-rate ストームレート有効 

storm-type ストームタイプ有効 

set burst バーストサイズ設定 

show bandwidth 帯域幅制御の確認 

burst バーストサイズの確認 

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 
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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 

dhcp-boot set DHCPブート設定 

show DHCPブート設定確認 

diag diag Uart/Dram/Flashのテスト実行 

loopback loopbackテストの実行 

ping Pingの実行 

firmware 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 

ipless IPレス無効 

enable dhcp DHCP有効 

ipless IPレス有効 

set dns DNS設定 

ip IPアドレス設定 

show IPアドレスの確認 

l2PDU-pass-through disable L2PDU透過無効 

enable L2PDU透過有効 

show L2PDU透過の確認 

lfp disable リンク連動機能無効 

enable リンク連動機能有効 

show リンク連動機能の確認 

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 

max-pkt-len set 大パケット長の設定 

show 大パケット長の確認 

port clear ポート統計の消去 

disable ポート無効 

enable ポート有効 
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set flow-control フロー制御設定 

speed-duplex ポート速度/二重モード設定 

show conf ポート設定の確認 

detail-counter 詳細統計の確認 

sfp SFPの確認 

simple-counter シンプル統計の確認 

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 

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 
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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 >> 

debug デバッグフラグの設定 

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 3 章 WEB ベース管理 

GM-C420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。 

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名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 

ユーザー名 :admin 

パスワード :admin 

 

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

データコントロルズ(support@dci.jp)までお知らせください。 

 

 

セキュリティを向上する為に出荷時設定はUTPからのTCP/IPネットワークを介した管理機能(tp-mgt)が無効となっています。

UTPケーブルでアクセスする前にシリアルポートより以下のコマンドを使用してUTP管理機能(tp-mgt)を有効にするか光ポート

から接続する必要があります。 

 

コマンドは以下の順で入力します。 

tp-mgt  enable tp-mgt  save start 

 

 

tp-mgt モードへ移行 

tp-mgt を有効にする 

admin を入力 

admin を入力 
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3-1 WEB 管理の概要 

メインメニューの左側でにはシステムの主要機能がリスト表示されます。 

上段にGM-C420の前面パネルが表示されハードウェア状態のカラーを表示します。 

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。 

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 

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【Apply】適用をクリックし決定してください。 

 

【Model Name】モデル 

【System Description】システム説明 

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

【Contact】担当                      ：機器の担当を入力 *任意 出荷設定：空欄 

【Device Name】装置                  ：機器の名前を入力 *任意 出荷設定：GM-C420 

【System Up Time】 システム起動時間 

【Current Time】現在の時刻 

【BIOS Version】BIOSバージョン 

【Firmware Version】ファームウェアバージョン 

【Hadware-Mechanical Version】ハードウェアバージョン 

【Serial Number】シリアルナンバー 

【Host IP Address】ホストIPアドレス 

【Host MAC Address】ホストMACアドレス 

【Device Port】機器ポート構成 

【RAM Size】DRAM容量 

【Flash Size】フラッシュメモリ容量 
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3-2 WEB 管理機能の詳細 

GM-C420 の機能を使用する為に、以下のセクションを参照することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 IP アドレス 設定 

IP アドレス設定は、 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。 

また、セキュリティ強化の為に【IPLess Setting】IP 無効設定が使用できます。 

GM-C420 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。 

 

IP アドレス設定 
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【IPLess Setting】IP無効 

IP通信にフィルタを掛ける機能です。 

【Disable】無効の場合はGM-C420へIPでのアクセスが可能です。SFP/UTPポートを通して遠隔の管理をすることができます。 

【Enable】有効の場合はIPでのアクセスが不可となりSFP/UTPポートを通して管理することは出来ません。しかし、802.3ahイ

ーサOAMによって管理することができます。 

出荷設定：Disable 

 

【DHCP Setting】DHCP 

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 address】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 

 

【Subnet mask】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 

 

【Default gateway】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 server】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【Apply】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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3-4 時刻 設定 

【Time Configuration】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。 

システム時刻設定 

【Current time】現在の時刻 

現在のシステム時刻が表示されます。 

 

【Manual】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 

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 

 

【Daylight Saving】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 

 

【Day Light Saving Start】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 

 

【Day Light Saving End】夏時間の終了日 

出荷設定：Mth = 1 / Day = 1 / Hour = 0 

 

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

【Account Configuration】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 高 4 つまで作成ができます。 

【Create New】新規作成： 

新たにアカウントを作成します。 

【Edit】編集： 

既存アカウントの編集をします。 

【Delete】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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3-6 ポート状態 

【Port Current Status】ポート状態 

現在のポート状態を確認できます。 

 
【Port No】ポート番号を表示 1/2  

*下線付きでリンクされている場合は挿入された SFPの 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。 

 

【Media】メディアの表示 TP/SFP 

TP = UTP で動作しています。 

SFP = SFP で動作しています。 

【Link】リンク状態の表示 Up/Down  

Up = リンクアップ 

Down = リンクダウン 

【State】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 

【Auto Nego.】オートネゴ状態の表示 Enable/Disable 

Enable = オートネゴシエーション接続 

Disable = 手動設定接続 

【Speed/Duplex】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 

【Flow Control】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 Pause = ポーズフレームの送受信が有効 
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SFP EEPROM DDM 機能表示 

 

 

Connector Type = コネクタタイプの表示 

SFP Type = シングルモード/マルチモードの表示 

Tx Central Wavelength = 送信波長の表示 

Baud Rate = レート表示 

Vendor OUI = ベンダーOUI の表示 

Vendor Name = ベンダー名の表示 

Vendor PN = ベンダーPN の表示 

Vendor Rev = リビジョンの表示 

Vendor SN = シリアル番号の表示 

Date Code = 製造年月の表示 

Temperture [Degrees Centigrade] = 温度表示（可変表示）℃ 

Vcc [Volt] = 電圧表示（可変表示）V 

Mon 1 (Bias) [mA] = バイアス電流（可変表示） 

Mon 2 (TX PWR) [dBm] = 光送信出力（可変表示） 

Mon 3 (RX PWR) [dBm] = 光受信入力（可変表示） 
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3-7 ポート 設定 

【Port Configuration】ポート設定 

UTP/SFP の各ポート設定を変更できます。 

ポート設定 

 
詳細設定 

【Port】ポート 1/ 1/ 2 

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。 

 

【Port State】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 

 

【Mode】モード 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 

 

【Flow Control】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  

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 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 
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3-8 ポート統計 

【Port Counter】ポート統計 

送受信バイト、パケット/コリジョン/エラーの統計を表示します。表示は 3~10 秒で自動更新することが出来ます。 

シンプルカウンタ 

【Port】ポート 1/1/2 

1 TP/SFP Port (Port 1)：ポート 1 の情報 

2 SFP Port (Port 2)：ポート 2 の情報 

【Tx Byte Counter】送信バイト統計 

【Rx Byte Counter】受信バイト統計 

【Tx Packet Counter】送信パケット統計 

【Rx Packet Counter】受信パケット統計 

【TX Collision Counter】コリジョン統計 

【Rx Error Packet Counter】エラーパケット統計 

【Reset】リセット：クリックすると 0 へ戻ります。 

【Refresh Interval】：更新時間 3/4/5/6/7/8/9/10 秒 

出荷設定：3 sec 

*フレームサイズ,エラーの種類などの詳細統計は CLI から確認出来ます。 

GM-C420#Port 

GM-C420 (port) # show detail-counter 1-2 
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3-9 帯域幅制御 設定 

【Bandwidth Management Configuration】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。 

帯域幅制御 

 

【Rate Limit Configuration】レート制限設定 

【Traffic Type】トラフィックタイプ 

 

【Ingress (Policy) 】イングレスポリシング 

 

【State】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 

【Data Rate】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。 

 

【Egress (Shaping) 】エグレスシェーピング 

 

【State】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 

 

【Data Rate】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。 
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【Storm Control Configuration】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。 

 

【Broadcast Packet】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 Multicast】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。 

 

【Control Packet】制御パケット 

BPDU, IGMP, ARP, GVRP など 

 

【Flooded Unicast/ Multicast Packet】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 

 

【Data Rate】データレート  Disable,1/2,1/4,1/8,1/16 

出荷設定：Disable 

 

【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：4 kbytes 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 
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3-10 SNMP 設定 

【SNMP Configuration】SNMP 設定 

SNMP 設定 

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 

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 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。  

GM-C420 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【Apply】適用をクリックし決定してください。 
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3-11 大パケット長 設定 

【Max. Packet Length】 大パケット長 設定 1522 Bytes/1536 Bytes/9600 Bytes 

透過可能な 大パケット長が設定できます。 

大パケット長 設定 

出荷設定：1522Bytes 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 

 

 

3-12 DHCP ブート 設定 

【DHCP Boot】DHCP 起動 設定 

DHCP 起動設定はネットワーク機器の設置や再起動のときに、NMS、DHCP サーバなどあらかじめ定義された多くの接続要求

のあるネットワーク装置からブロードキャストフレームの混雑を避けるために時間枠を広げるのに使用されます。 

現在、たくさんの LAN スイッチまたは他のネットワーク装置はネットワークで多くのブロードキャストフレームを送信します。 

各々の装置のためにランダムな遅延時間を DHCP とブート遅延に対するサポートをします。 

設定可能なユーザー定義の遅延時間は、 大 30 秒です。 

DHCP 起動 設定 

出荷設定：Disable 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 

 

 

3-13 LFP リンク障害連動機能 設定 

【Link Fault Passthrough】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。 

リンク障害連動機能 

出荷設定：Disable 

 

入力後は下部【Apply】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 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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3-14 UTP ポート管理 設定 

【TP Port Management】UTP ポート管理 設定 Enable/Disable 

セキュリティを向上する為にUTPからのTCP/IPネットワークを介した管理機能を制限できます。 

UTP ポート管理 設定 

出荷設定：Disable 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 

 

*UTP ケーブルでアクセスする前にシリアルポートより UTP 管理機能を有効にするか光ポートから接続する必要があります。 

 

 

3-15 L2PDU 透過 設定 

【L2 PDU Forwarding】L2PDU 透過 設定 Enable/Disable 

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

L2PDU 透過 設定 

出荷設定：Enable 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 
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3-16 VLAN 設定 

IEEE802.1Q ベースの VLAN タグ機能が使用できます。 

VLAN 設定 

 

【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 

 

 

Tag-based Group 

【Tag-based Group】タグベースグループ 

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。 

タグベースグループ設定 

 

 

タグベース VLAN 追加/ 編集 設定 

 

【VLAN name】VLAN 名 
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【VID】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。 

 

【Port 1/ 2 Egress Rule】UnTag / Tag 

Tag: 割り当てられたポートから送出されるフレームにポートに割り当てられたVIDのタグを付ける 

UnTag: 割り当てられたポートから送出されるフレームにタグ情報を付けない 

 

 

入力後は下部【Apply】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。 

 

 

【Ingress Filtering Rule】イングレスフィルタルール 

【PVID】PVID 

ポートに VID を設定します。受信フレーム全てにポートの VID タグ付けをします。 

【Ingress Filtering Rule】Disable/ Drop Tag packet/ Drop Untag Packet 

Disable： 割り当てられたポートから送出されるフレームにポートに割り当てられたVIDのタグを付ける 

Drop Tag packet：タグがついているフレームは破棄 

Drop Untag packet：タグがついていないフレームは破棄 

 

 

【Management VLAN】管理 VLAN Enable/Disable 

管理 VLAN 機能を有効にすることで管理用途と通信トラフィックの分離をします。管理 VLAN で設定した VID タグの付いたフ

レームだけが GM-C420 へアクセス可能となりセキュリティを向上します。 

 

出荷設定：Disable 
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3-17 アラーム 設定 

【Events Configuration】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と SNMP Trap でアラーム送信ができます。 

【Email Select/Unselect All】Email アラーム全ての選択/解除 

【Trap Select/Unselect All】SNMP Trap アラーム全ての選択/解除 

 

イベント内容 

【Cold Start】コールドスタート：コールドスタート時 

【Warm Start】ウォームスタート：ウォームスタート時 

【Link Down】リンクダウン：各ポートリンクダウン時 

【Link Up】リンクアップ：各ポートリンクアップ時 

【Authentication Failure】認証失敗：認証失敗時 

【User Login】ユーザーログイン：ログイン時 

【User Logout】ユーザーログアウト：ログアウト時 

【Redundant Power 】冗長電源：A/B 各電源の状態変更時 

【Module Insert】 

【Module Remove】 

【Dual Media Swapped】 デュアルメディアスワップ：SFP 有効切り替え時 

【SFP DDM】SFP デジタル診断：SFP デジタル診断閾値変動時 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 
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Email 

【Alarm Configuration】Email 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 メール送信先を設定できます。 大 6 つの送信先 E メールアドレスをセットア

ップすることができます。 

 

 

入力後は下部【Apply】適用をクリックし決定してください。 

 

SFP デジタル診断 

【SFP DDM Alarm Config】SFP デジタル診断アラーム 設定 

SFP 内の EEPROM を読み取りアラーム閾値を設定できます。 

 

 

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

【confugration】保存設定 

 

【Save As Start Configuration】 

“Save Start”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。 

 

【Save As User Configuration】 

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

 

【Restore Default Configuration includes default IP address】IP アドレスは出荷時設定へ戻ります。 

【Restore Default Configuration without changing IP address】IP アドレスは現在時設定を保持します。 

“Restore Default”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。 

 

 

3-19 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（不揮発性メモリ）に問

題が無いかをテストします。“Run“をクリックすると再度診断を実行します。 

診断プログラム 

 

【Loopback Test】ループバックテスト機能 

ループバックテスト機能には内部折り返し（Internal Loopback）と外部折り返し（External Loopback）の 2 種類があります。

内部折り返しは GM-C420 内部のシステムの正常性をテストし接続機器へはテストフレームを送信しません。外部折り返しは接

続機器へテストフレームを送り接続機器と通信路の正常性をテストします。“Run Again”をクリックすると再度ループバックテ

ストを実行します。 

 

*ループバックテスト実行時はテストフレーム以外の通信が遮断されます。 
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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 GM-C420 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 Result へ alive（存在）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。 

 

 

3-20 TFTP サーバ 設定 

【TFTP server】TFTP サーバ 設定 

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。GM-C420

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【Apply】適用をクリックし決定してください。 
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3-21 ログ情報 

ログ情報は GM-C420 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/ 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） 

Login [User name xxx] ユーザー名 xxx のログイン  

Logout [User name xxx] ユーザー名 xxx のログアウト 

Link Up [Port 1/ 2] ポート 1 / 2 のリンクアップ  

Link Down [Port 1/ 2] ポート 1 / 2 のリンクダウン 

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

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

VCC Too High Recovery [Port 1/ 2,xx Volt] ポート 1 / 2 の SFP 電圧設定値上限超過復旧 [xx V] 

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

VCC Too Low Recovery [Port 1/ 2,xx Volt] ポート 1 / 2 の SFP 電圧設定値下限超過復旧 [xx V] 

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

Tx Bias Over Recovery [Port 1/ 2,xx mA] ポート 1 / 2 の SFP バイアス電流設定値超過復旧 [xx mA] 

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

TX PWR Too High Recovery [Port 1/ 2, xx dBm] ポート 1 / 2 の SFP 送信出力設定値上限超過復旧 [xx dBm] 

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

TX PWR Too Low Recovery [Port 1/ 2, xx dBm] ポート 1 / 2 の SFP 送信出力設定値下限超過復旧 [xx dBm] 

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

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

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

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

Module Insert [Port 1/ 2] ポート 1 / 2 の SFP モジュール挿入 [ポート 1 / 2] 

Module Remove [Port 1/ 2] ポート 1 / 2 の SFP モジュール挿抜 [ポート 1 / 2] 

Dual Media Swap [Port 1 Change to TP/ SFP] ポート 1 の UTP または SFP の切り替わり 

Power Normal [Power A/ B] 電源 A /B の電源稼働 *CP-E200 使用時 

Power Abnormal [Power A/ B] 電源 A /B の電源異常 *CP-E200 使用時 

  

Mail Fail :xxx ログ情報 ログ情報 xxx のメール送信失敗 
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3-22 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（拡張子.img）を決定します。

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。 

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. GM-C420 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,telnet 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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3-23 再起動 

【Reboot】再起動 

GM-C420 には背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、VLAN モード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。 

 

背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。 

 

 

3-24 ログアウト 

【Logout】ログアウト 

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

ログアウト 
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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。 

：AC アダプタとコンセントはつながっていますか？ 

：AC モジュールとコンセントはつながっていますか？ 

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？ 

：LFP リンク障害連動機能設定になっていませんか？ 

*ポート 1 とポート 2 の両方がリンク確立状態にならないとリンクアップできません。 

：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？また 8 芯結線されていますか？ 

 *1G 接続は 8 芯を使用します。 

：SFP がリンクしていませんか？ 

 *ポート 1 の UTP ポートはコンボポートで SFP 側が優先となります。 

SFP 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？ 

：LFP リンク障害連動機能設定になっていませんか？ 

*ポート 1 とポート 2 の両方がリンク確立状態にならないとリンクアップできません。 

：光コネクタは確実に挿入されていますか？ 

：光 ケーブルの送信、受信はあっていますか？ 
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Appendix A 
技術仕様 

 

機能 

• 10/100/1000M UTP/SFP dual media port and one SFP fiber port, which is able to support kinds of fiber 

• Embeds management information in the bit stream 

• Ear Phone Jack for serial console port 

• Physical media loop-back capability 

• Dying Gasp function can send out an OAM packet, when detects the DC power down. 

• LED display: Power, CPU/LOOP; UTP port: Act/Link, speed, duplex, Fiber port:Act/Link. 

• External Power adapter, 5V, 2A or 12V,3.3A 

 

管理機能: 

• Supports Embedded Web Server (HTTP 1.1) for Web-based management 

• Supports Embedded Telnet Server (RFC 1572, 854) for Telnet interface 

• Supports Serial CLI management 

• Supports SNMP V1/V2c (RFC 1157) for SNMP management 

• Supports SNMP standard Traps and Alarm 

• Supports E-mail client (SMTP RFC 821) for sending Traps and Alarm message 

• Be able to enable and disable any specific trap or alarm function 

• Supports DHCP (RFC 2131) Client and ICMP (RFC 792) 

• Supports MIB-II (RFC 1213), Private MIB 

• Supports Bandwidth rating management 

• Supports port enabled/disabled 

• Supports user login management 

• Supports TFTP (RFC 783) for on-line upgrade 
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GM-C420 仕様 

ハードウェア 

物理カテゴリー 

ポート 1 × 10/100/1000Base-T、2 × 1000Base-X【SFP スロット】 

コンボポート ピンシリアルコンソール 

寸法 モジュール：23(W) x 138(D) x 87(H) mm 

CP-E100：140.5 (W)x 28.7(H) x 89.4(D) mm 

CP-E200：220.6(W) x44(H) x 159(D) mm 

重量 モジュール：143g *SFP モジュール含まず 

CP-E100：335g * AC アダプタ含まず 

CP-E200：1080g * AC アダプタ含まず 

電源 100~240VAC 50/60Hz *AC アダプタ 5V 2A または 12V 3.3A 

消費電力 CP-E100：5W (1A 5V)  

CP-E200：9W (0.75A 12V) 

フラッシュメモリ 2Mbytes 

CPU メモリ 16Mbytes 

パケットバッファ 256kbytes 

LED PWR ,P2 SFP L/A ,P1 SFP L/A ,P1 TP L/A ,P1 SPD,P1 FDX/COL 

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 

IEEE 標準 IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x 

 

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) 

大ケーブル長 100m 

対応ケーブル Cat5e 以上 

光インターフェース 

コネクタ LC または SC SFP に依存 

大ケーブル長 2m ~ 160km SFP に依存 

 

通信速度/ ワイヤスピード/ レイテンシー 

 

データレート 

Gigabit Ethernet  1,488,095pps@64bytes w/o OAM 

Fast Ethernet  148,809pps@64bytes w/o OAM 

Ethernet 14,881pps@64bytes w/o OAM 

 

レイテンシー 

< 5μs  (1000Mbps 64bytes) 

< 11μs (100Mbps 64bytes) 

< 71μs (10Mbps 64bytes) 

 

 

 


