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変更内容 

【Ver. 3.8】 
 
表 変更履歴 
 

章・節・項・タイトル 追加・変更内容 
2.1.3 前提ソフトウェアのイン

ストール 
各前提ソフトウェアの入手先 URL の確認日付を更

新しました。 
動作確認済みの Java SE Runtime Environment の記

載を追記しました。 
 

なお，単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。 
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はじめに 

 対象製品およびソフトウェアバージョン 

このマニュアルは AX-Config-Master を対象に記載しています。また，ソフトウェア Ver. 3.8 の機能につ

いて記載しています。操作を行う前にこのマニュアルをよく読み，書かれている指示や注意を十分に理

解してください。また，このマニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管して

ください。 

 対象読者 

本製品を利用したネットワークシステムを構築し，運用するシステム管理者の方を対象としています。

また，次に示す知識を理解していることを前提としています。 

 ネットワークシステム管理の基礎的な知識 

 装置に関する基礎的な知識 

 このマニュアルの URL 

このマニュアルの内容は下記 URL に掲載しております。 

http://www.alaxala.com 

 このマニュアルでの表記 

略語を以下に示します。 
API         Application Programming Interface 

AXCM        AlaxalA Config Master(AX-Config-Master) 

CA          Certificate Authority 

CLI         Command Line Interface 

CSV         Comma Separated Values 

DB          Data Base 

GUI         Graphical User Interface 

HTTP        HyperText Transfer Protocol 

ID          Identifier 

IP          Internet Protocol 

IPv4        Internet Protocol version 4 

IPv6        Internet Protocol version 6 

IPX         Internetwork Packet Exchange 

JRE         Java SE Runtime Environment 

L2          Layer 2 

L3          Layer 3 

LAN         Local Area Network 

LLDP        Link Layer Discovery Protocol 

MAC         Media Access Control 

OAN         Open Autonomic Networking 

ON          Open Networking 

PC          Personal Computer 

SDK         Software Development Kit 

http://www.alaxala.com/�
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SFP         Small Form factor Pluggable 

SQL         Structured Query Language 

SSL         Secure Socket Layer 

TCP         Transmission Control Protocol 

VLAN        Virtual LAN 

XFP         10 gigabit small Form factor Pluggable 

XML         Extensible Markup Language 

 

製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次の表に示します。 
正式名称 このマニュアルでの表記 

Java SE Runtime Environment Java 
Microsoft® Windows® XP Professional Operating 
System 

Windows XP Professional または Windows 

Microsoft® Windows® 7 Professional Windows 7 または Windows 
Microsoft® Windows® 7 Enterprise  
Microsoft® Windows® 7 Ultimate  
Windows XP モードまたは Windows XP Mode Windows XP Mode 
Service Pack SP 

 kB(バイト)などの単位表記について 

1kB(キロバイト)，1MB(メガバイト)，1GB(ギガバイト)，1TB(テラバイト)はそれぞれ 1,024 バイト，1,024

×1,024 バイト，1,024×1,024×1,024 バイト，1,024×1,024×1,024×1,024 バイトです。 

 このマニュアルで使用する記号 

このマニュアルで使用する記号について説明します。 
記号 説明 

［  ］（角括弧） メニュー名，画面名，またはフィールド名を表し

ます。 
メニュー名を表す場合は，上位メニューから下位

メニューへとメニューが階層化されていて，下位

のメニューを示す場合は，上位と下位のメニュー

名の間をハイフンでつないで表記します。 
例：［ファイル］ –  ［終了］ 
画面名を表す場合は，角括弧内に画面名を表記し

ます。 
例：［IP アドレスの入力］画面 
フィールド名を表す場合は，角括弧内にフィール

ド名を表記します。 
例：［IP アドレス］欄 
 

〔  〕（きっ甲） ダイアログボックス内のボタン名を表します。 
ダイアログボックス内のボタン名は，括弧内にそ

のボタンのラベル名を表記します。 
例：〔終了〕ボタン 
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1. AX-Config-Masterの概要 

この章では，AX-Config-Master の概要について説明します。 

1.1 AX-Config-Masterの概要 

1.2 装置検出機能 

1.3 自由配線機能 

1.4 状態監視機能 

1.5 設定参照操作 

1.6 コンフィグレーション同期の選択 

1.7 コンフィグレーションバックアップ機能 

1.8 使用上の注意事項 
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1.1 AX-Config-Masterの概要 

1.1.1 機能の概要 

AX-Config-Master は AX-ON-API を利用したアプリケーションで，ネットワーク構築・

運用を支援するネットワーク構成管理ツールです。 

AX-Config-Master は AX-Config-Master-Manager（ネットワーク設計，装置管理）と

AX-Config-Master-View（GUI）の総称であり双方のことを指します。 

AX-Config-Master の特徴を次に示します。 

コンフィグレーションを行わないで，各種ポート情報の設定や管理用 VLAN（管理

VLAN）の設定等を自動実行します。 

ネットワーク機器のコンフィグレーションの整合性チェックを行い，それぞれのネッ

トワーク機器に配布します。 

自由配線機能により配線誤りや装置交換に起因するポート差し替えに対応して VLAN

設定などを自動設定することで通信を維持します。 

装置やポートの状態をリアルタイムに図面に反映して，ネットワークの状況を把握で

きます。 

装置側または，AX-Config-Master 側でコンフィグレーションの変更があった場合は画

面に変更状態が表示されます。 
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1.1.2 AX-Config-Masterが管理するネットワーク構成 

(1) ネットワーク構成 

AX-Config-Master で管理するネットワークの構成について例を次の図に示します。 

図 1-1 AX-Config-Master のネットワーク構成例 

 

表 1-1 管理対象ネットワークの構成要素 

構成要素名 説明 
AX-Config-Master 本製品。管理対象ネットワーク毎に一つだけ配置可能です。 
AXCM 対応装置 ツリー構造のネットワークにて管理可能です。また，迂回経路

のある冗長構成にも対応可能です。ただし，迂回経路を構成す

る場合にはスパニングツリーなどのループ防止プロトコルが

必須となります。 
AXCM 未対応装置 管理対象ネットワークへの収容は可能です。また，事前設計に

より，AXCM での表示も可能です。 

 

AXCM 未対応装置 AXCM 対応装置 

AX-Config-Master 

ＰＣ 
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(2) ＡＸＣＭ対応装置の条件 

AX-Config-Master で管理できる AXCM 対応装置の条件は「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照してください。 

AXCM未対応装置については事前に設計しておくことによりAX-Config-Masterで表示

することができます。未対応製品をネットワークに収容しAX-Config-Masterからみて

AXCM未対応装置の先に接続されるAXCM対応装置を管理するには「OANユーザーズ

ガイド AX-Config-Master編(装置OAN機能編)」に示される条件により装置に手動で設

定する必要があります。詳しくは「AXCM未対応装置使用時の設定方法」を参照して

ください。 
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(3) ネットワーク構成要素とアイコンの凡例 

AX-Config-Master 上に表示される構成要素とアイコンの凡例を次の表に示します。 

表 1-2 ネットワーク構成要素とアイコンの凡例 

構成要素名 アイコン 説明 
AX-Config-Master 

 

AX-Config-Master をインストールしている PC を

表します。 
 

AXCM対応装置と

トランクパス 
 

AXCM 対応装置とは AlaxalA 製 netconf 配備装置

を指します。具体的な機種は「OAN ユーザーズ

ガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」
で確認してください。 
背景色により装置状態を表します。「1.4 状態

監視機能」を参照してください。 
パスの色はパスのリンク状態を表します。 
「1.4 状態監視機能」を参照してください。 

AXCM未対応装置 AXCM 未対応装置とは AXCM 対応装置以外で下

記の条件に当てはまる装置を指します。 
(1)LLDP 配備の装置 
(2)LLDP 未配備の装置 
(3)LLDP 透過の装置（HUB 等のレイヤ２機器） 
これらの装置を接続する際の制限事項について

「1.8 使用上の注意事項」参照してください。 
PC 群とアクセス

パス 
 

複数の PC(PC 群)を１つのアイコンにまとめて表

示します。 
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1.2 装置検出機能 

1.2.1 装置検出機能の概要 

(1) 装置検出時の AX-Config-Master の動作 

装置検出機能とは AX-Config-Master で管理されている任意の装置（装置Ａ）に対し管

理されていない装置（装置Ｂ）を接続することにより，装置Ａが装置Ｂを検出して

AX-Config-Master で制御できるようにする機能です。 

装置ＡとＢの定義を次の図に示します。 

AX-Config-Master に物理的に近い装置が装置Ａになり，ツリー構造的に装置Ａの直下

に接続される装置が装置Ｂになります。 

図 1-2 装置Ａ，Ｂの定義 

 

装置Ａ 

装置Ｂ 

AX-Config-Master 

装置Ｂ 
 

なお，装置Bに装置Aに接続する際，装置Bの接続ポートにあらかじめLLDP有効設定を

行う必要があります。設定方法は「6.1 装置の起動/停止方法」を参照してください。 

AX-Config-Master は次の動作を行います。 

(a)装置Ｂに対し管理 VLAN の IP アドレスを配布し，AX-Config-Master で管理してい

るコンフィグレーションの配布を行います。 

(b)管理 VLAN の設定 

AX-Config-Master が管理 VLAN を自動設定することにより検出した装置Ｂの装置

管理を可能にします。 

(c)発見した装置の状態を変更し AX-Config-Master に表示 

次のようにリアルタイムに画面に表示します。 
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AX-Config-Master 起動から装置検出（設計済/未設計）による画面表示を次の図に示し

ます。 

図 1-3 装置検出（設計済/未設計） 

設計済み 

未設計 

 

(2) 装置検出のモード 

AX-Config-Masterでは，装置を検出した場合の動作を，切替方法を定義することで指

定できます。切替方法は装置間に設定するパス上に定義するものです。詳細について

は「5.5 パスの設定」を参照してください。 

切替方法には，次の３つの動作モードを指定することが可能です。 

表 1-3 切替方法の概要 

切替方法 概要 目的・用途 
ポートモード 装置Ａおよび装置Ｂに対し

て，MAC アドレス等の制約

を持たせず，ポートレンジ

（接続ポートの範囲）のみ

を指定して，そのレンジ内

で自由に装置を接続させる

ためのモードです。 
装置Ｂのポートは固定とす

る必要があります。 

装置（MAC アドレス）を限

定しないため装置の取替え

を頻繁に実施したりする環

境やＰＣ接続などの末端の

装置接続に適しています。

ＩＤモード ＩＤ(装置 MAC アドレス）

により，装置Ａに接続する

装置Ｂを指定し装置を検出

するモードです。装置Ａ側

の接続ポートは限定しませ

ん。 
装置Ｂのポートは固定とす

る必要があります。 

接続する装置Ｂを固定し装

置Ａの接続するポートを気

にしたくない場合に使用し

ます。ポートが故障した際

の接続替えに適していま

す。 
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ＩＤ/ポートモード ＩＤとポートレンジの両方

を指定して，装置間の設計

を厳密に行うモードです。

ＩＤ(装置 MAC アドレス）

により，装置Ａに接続する

装置Ｂを指定し，かつ装置

Ａのポートレンジの範囲内

という両方で一致する場合

装置を検出します。 
装置Ｂのポートは固定とす

る必要があります。 

設計通りに装置配置・配線

したい場合に適していま

す。 

(a) ポートモード（ポート） 

ポートモードの概要を次の図に示します。 

図 1-4 ポートモードの概要 

 

0/1 

0/5 

0/6 

0/8 

ポートレンジ（下記は例） 

装置Ａ 

装置Ｂ 

固定ポート 

任意の装置をポートレンジ内

の任意のポートに接続すれば

自動で環境設定を行う 
 

固定ポート 

装置Ｂ 

固定ポート 

装置Ｂ 

固定ポート 

装置Ｂ 
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(b) ＩＤモード（ＩＤ） 

ＩＤモードの概要を次の図に示します。 

図 1-5 ＩＤモードの概要 

 任意のポート 

装置Ａ 装置Ｂ 

固定ポート 
固定ＭＡＣ 

固定ポート 
固定ＭＡＣ 

装置Ｂ 
設計で指定した装置Ｂを装置Ａ

側の任意のポートに接続すれば

自動で環境設定を行う 

 

(c) ＩＤ/ポートモード（ＩＤ＋ポート） 

ＩＤモードおよびポートモードの概要を次の図に示します。 

図 1-6 ＩＤ/ポートモードの概要 

 
ポートレンジ（下記は例） 

0/1 

0/5 

0/6 

0/8 

装置Ａ 

装置Ｂ 

固定ポート 
固定ＭＡＣ 

固定ポート 
固定ＭＡＣ 

設計で指定した装置Ｂををポー

トレンジ内の任意のポートに接

続すれば自動で環境設定を行う 
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(3) 事前設計を省略して装置を接続した場合／接続した装置が切替方法

の条件に合致しない場合の動作 
   装置やパスの事前設計を行わずに装置を接続した場合や，装置やパスの事前設計を 

  行っているが，「パスの定義があっても切替方法の条件に一致しない」Edge 装置を検 

  出した場合は，装置情報（AXCM 対応，シンボル種別は「ノード」，ロケーション名 

  はシステムで一意なるよう自動生成）とパス情報(切替方法は「ID+ポート」)が自動生 

  成され，画面上に新たに表示されます。その時の装置状態は不明となります（パスが 

  設計されているポートにパスが設計されていない他の装置を誤接続すると，パス情報 

  は自動生成されません。この場合は，正しい装置に接続し直してください）。 

   Core 装置を検出した場合は，装置情報のみが自動生成され，パス情報は自動生成 

  されません。 

   この状態から，装置 MAC アドレスと管理 VLAN IPv4 アドレスを AX-Config-Master 

  から設計することにより，運用状態に遷移させることが可能です。具体的な手順につ 

  いては，「7.1 トラブル発生時の対応 (6)装置検出 項目番号 3」を参照してください。 

   AX-Config-Master と AX-Config-Master に隣接する装置間，および AXCM 未対応装置 

  と AXCM 未対応装置に隣接する装置間のパスは必ず事前設計してください。また， 

  AX-Config-MasterとAX-Config-Master直下の装置との間にはAXCM未対応装置を設計 

  しないでください。 

(4) 装置検出に繰り返し失敗した場合の動作 

 AX-Config-Master が装置の検出に失敗した場合には，対象の装置は，障害状態（状

態色：赤）または，不明状態（状態色：青）に遷移しますが，AX-Config-Master はこ

の後も，装置の検出をリトライします。ですが，規定回数リトライを行っても装置の

検出に失敗した場合には，装置検出リトライオーバとなり，[動作監視]画面の詳細情

報欄に，「装置検出がリトライオーバしました。検出を再開する場合は，[装置情報定

義]画面を開き OK ボタンを押下してください。」のメッセージを表示して，対象装置

を検出する動作を停止します。 

 装置検出がリトライオーバした場合は，検出に失敗した要因を解決し，検出を再開

させる必要があります。装置検出に失敗した理由は，[動作監視]画面の詳細情報欄に

表示されていますので，こちらを参照して，装置の設定誤りや，設計誤り等の修正を

行ってください。 

 修正が完了した後，対象装置の[装置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下して

ください。確認ダイアログが表示された場合は，続けて，[はい]ボタンを押下してく

ださい。この操作により，対象装置の検出を再開させることができます。 
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1.2.2 装置検出の構成例 

装置検出の構成例を説明します。装置および，ポートの状態については「1.4 状態監

視機能」を参照してください。 

(1) 設計済み装置検出 

切替方法（ＩＤ，ポート，ポート/ＩＤモード）で設計されている装置を検出した場合

の接続構成の画面イメージは「1.2.1 装置検出機能の概要」を参照してください。 

(2) 未設計装置検出 

装置未設計，またはパス未設計で装置検出した場合，画面上に新たに装置が現れます。

接続構成の画面イメージは「1.2.1 装置検出機能の概要」を参照してください。 

(3) AXCM 未対応装置に接続－設計済み装置検出 

AXCM 未対応装置およびその装置の先に AXCM 対応装置を設計していた場合の画面

イメージを次の図に表示します。 

図 1-7 AXCM 未対応装置に接続－設計済み装置検出 

 

(4) AXCM 未対応装置に接続－設計済み装置検出（２台目） 

AXCM 未対応装置に対し２台目の AXCM 対応装置を接続した場合のイメージを次の

図に表示します。 
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図 1-8 AXCM 未対応装置に接続－設計済み装置検出（２台目） 

 

 

(5) 装置間の親子関係 

装置間の親子関係とは，装置の発見順序によってきまる親子関係のことです。装置間

の親子関係は，装置に show auto-config neighbor コマンドを投入することで，確認する

ことが出来ます。 

装置間の親子関係は，AX-Config-Master で設計したパスの親子関係（パスの向き）と

は別物です。装置間のパスに冗長経路がない場合には，必ずパスの親側装置がパスの

子側装置を検出するため，装置間の親子関係とパスの親子関係は同じになりますが，

装置間のパスに冗長経路がある場合には，パスの子側装置がパスの親側装置を検出し，

装置間の親子関係とパスの親子関係が逆になる場合もあります。 

パスの親子関係については「5.3 AX-Config-Masterのトポロジ設計」と「5.5 パスの設

定」を参照してください。 

次の図の構成の場合，装置「Edge1」が障害になった場合，配下の装置は不明状態にな

ります。このとき不明状態になる装置は，装置の発見順序によってきまる装置間の親

子関係に依存します。親子関係にあたる親が障害状態になった場合，子の装置は不明

状態となります。 
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図 1-9 障害前状態 

 

上の図で，装置「Edge3」が装置「Core」から発見された場合には，装置「Edge1」と

の親子関係はないので，「障害後(1)」の図のように遷移します。 

装置「Edge3」が装置「Edge1」から発見された場合には，装置「Edge1」との親子関

係があるので，「 障害後(2)」の図のように遷移します。 

図 1-10 障害後(1) 

 

図 1-11 障害後(2) 
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(6) 設計済みポートでの接続 

1. エッジパスとして設定しているポートへの未設計の装置の接続 

エッジパス(装置と PC 群を接続するパス)として設計しているポートに対し，未設計の

装置を接続しても装置は検出されません。次の図のＰＣ群「PC00Core」と接続してい

るパスで使用されている装置「Core」のポートに対して，新規に装置を接続しても装

置検出は行われません。 

図 1-12  設定しているポートへの未設計装置の接続 

 

 

2. エッジパスとして設定しているポートへの設計済み装置の接続 

エッジパスとして設計しているポートに対し，設計済み装置を接続しても装置は検出

されません。次の図のＰＣ群「PC00Core」と接続しているパスで使用されている装置

「Core」のポートに対して，装置を接続してもパスの有無に関わらず装置検出は行わ

れません。 

図 1-13  設定しているポートへの設計済み装置の接続 (パスあり) 
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図 1-14  設定しているポートへの設計済み装置の接続 (パス無し) 

 

 

(7) パス切断後の再接続 

1. 稼働状態になった装置とのパスを切断後の未設計装置の接続 

稼働状態になった装置とのケーブルを切断後，未設計の装置を誤って接続した場合，

不明状態として新規に装置が作成されます。不明状態の装置を削除後，元の装置と接

続し直してください。 

次の１つ目の図で，装置「Core」と装置「Edge」間が稼働状態になった後，ケーブル

を切断すると，装置「Edge」の状態は「障害中」となります。この状態で装置「Core」

のポートは変えないまま装置「Edge」の代わりに未設計の装置を接続すると，不明状

態の装置が表示されます（２つ目の図）。 

図 1-15  パス切断後の未設計装置の接続（１） 
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図 1-16  パス切断後の未設計装置の接続（２） 

 

 

2. 稼働状態になった装置とのパスを切断後の他の装置への接続 

稼働状態になった装置とのケーブルを切断後，他のの装置へ誤って接続した場合，接

続は行われません。元の装置へ正しく接続し直してください。 

次の図で，装置「Edge1」と接続していた装置「Edge3」のケーブルを切断すると，装

置「Edge3」の状態は「障害中」となります。この状態で装置「Edge3」のポートは変

えないまま装置「Edge1」の代わりに他の装置にケーブルを接続してもパスは作成され

ません。 

図 1-17  パス切断後の他の装置への接続 
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(8) 親側装置の障害に伴う子側装置の不明状態への遷移と子側装置の再

検出 

 

次の１つ目の図で，装置「Edge3」の状態が「障害中」となった場合（例えば，装置「Core」

と装置「Edge3」間，および装置「Edge3」と装置「Edge4」間のケーブルを切断する

と，装置「Edge3」の状態は「障害中」となります），子側の装置「Edge4」が不明状

態になり，次の２つ目の図の状態になる場合があります（親側装置が子側装置を実際

に管理していると子側の装置「Edge4」が不明状態になります）。この場合，装置「Edge4」

は装置「Edge1」から検出されて再び稼動中となり，次の３つ目の図の状態となります。 

図 1-18 安定状態 

 

図 1-19 装置「Core」と装置「Edge3」間，および装置「Edge3」と装置「Edge4」間

のケーブル切断 
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図 1-20 「不明」状態となった子側装置の再検出 
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1.3 自由配線機能 

1.3.1 自由配線機能の概要 

自由配線は装置検出機能を利用し装置Ａに対しポート変更を行った管理VLANを含む

ユーザ VLAN を追従させる機能です。 

具体的には，次のとおりとなります。 

装置Ａと装置Ｂが接続中 

装置Ａのポートから装置Ｂを切断する 

装置Ａの任意のポートに装置Ｂを再接続する 

これにより装置Ｂを再接続した時点で以前接続していたポートから VLAN を削除し，

新しいポートに同じ VLAN を再設定するものです。装置Ｂの切断を検知し，装置Ｂの

状態が障害中に遷移するまで２分程度かかります。切断の検知前に再接続した場合，

VLAN が残る場合がありますので注意してください。 

以上の動作により，装置Ｂがこれまでとおり稼動し管理できるのと同時に以前接続し

ていたポートのセキュリティも確保することが出来ます。 

ポートの抜き差し可能な範囲は装置検出機能の切り替え方法により選択できます。詳

細については「1.2 装置検出機能」を参照してください。 

自由配線機能イメージを次の図に示します。 
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図 1-21 自由配線イメージ 

装置Ａと装置Ｂが接続中（PC1-2 で通信中） 

 装置Ａ 装置Ｂ 

0/1 

装置Ａ 装置Ｂ 

0/1 0/5 

PC2 

通信中 

通信中継続 

PC2 PC1 

装置Ａのポートから装

置Ｂを切断し，装置Ａの

任意のポートに装置Ｂ

を再接続する 

VLANを０/１か

ら０/５に移動 

PC1 
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1.4 状態監視機能 

1.4.1 状態監視機能の概要 

状態監視については，AX-Config-Master に監視されている，装置，ポートなどの状態

をリアルタイムに図面に反映，保守者が確認することによりネットワークの状況を把

握できる機能です。 

(1) 装置状態通知 

装置の状態遷移について次の図に示します。 

表示している色は実際画面表示の色（装置の背景色）に準拠しています。 

図 1-22 装置状態遷移 

 

※自装置より物理接続上 

AX-Config-Master に近い 
すべての装置 

不明 

稼動中 

稼動中 
コンフィグ変更 

障害中 

ＡＸＣＭ未対応 

装置検出

未設計装置検出 
装置検出/ 

AX-Config-Master 操作 

AX-Config-Master 起動 

ＡＸＣＭ未対応装置

ＰＣ群 
装置追加 

装置障害 

ＡＸＣＭ対応装置 

装置ＣＬＩ投入 

AX-Config-Master 操作 
同期 

コピー＆同期操作 

装置検出 

装置障害 

装置検出中 

の障害 

上位装置※が障害/

パス削除 

上位装置が障害/ 
装置検出失敗/ 
パス削除 

薄緑 

緑 

黄 

白 

青 

赤 

装置検出 

コンフィグ変更状態の”同
期”操作は CLI にて SAVE
された後のみ稼動中状態に

遷移 
装置検出

事前設計可 

装置検出

装置検出時に 

不正な設計を検出/

装置検出時にエラー

が発生 

上位装置※が障害/

パス削除 
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(2) ポート状態通知 

ポートの状態にはリンク状態が変更したことを装置が通知することによる変更と，装

置が発見されたことに伴う変更とがあります。 

ポートの状態は装置の状態に依存しないので装置が障害中状態でもポートは稼動中と

いう状態があります。また AX-Config-Master を再起動した場合，前状態が引き継がれ

ます。 

ポートの状態表示は図面上の装置間パスの色で表記するものとポート一覧で表示する

ものがあります。詳細は「5.4.1 Abstractionポートの設定」を参照してください。 

ポートの状態遷移について図に示します。状態の色は実際の画面表示パスの色に準拠

しています。 

図 1-23 ポート状態遷移 

 

稼働中 
赤 

ポート追加 

ポート切断 

ポート接続 

ポート接続 

障害 オレンジ 
チャネルグループ 

ポート接続 

ポート未設計時のポート切断ポート未設計時のポート接続 

 ポート切断

ポート接続

ポート切断 

青 

黒 

不明 

障害 
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ポート状態遷移の装置による適用を次の表に示します。 

表 1-4 ポート状態遷移適用装置 

 
 接続形態 ポート状態（上位）※１ ポート状態（下位）※１

(a) AX-Config-Master-ＡＸＣＭ対応 不明（常時） 不明→稼動中※２ 
(b) ＡＸＣＭ対応－ＡＸＣＭ対応 遷移図準拠 上位装置との接続ポー

トに同期※３ 
(c) ＡＸＣＭ対応－ＡＸＣＭ未対応 遷移図準拠 不明（常時） 
(d) ＡＸＣＭ未対応－ＡＸＣＭ対応 不明（常時） 遷移図準拠 
(e) ＡＸＣＭ対応－ＰＣ群 遷移図準拠 不明（常時） 

注※１ AX-Config-Master に近いポートを上位，対向するポートを下位と定義します。 

注※２ AX-Config-Master が初めに発見したときに遷移。それ以降は変化しません。 

注※３ 物理ポートのみ。チャネルグループは下記の条件により同期を追従できない

場合があります。 

（a）チャネルグループのポートが切断され，それによりチャネルグループすべてのポ

ートが切断された場合。 

チャネルグループのすべてのポートが切断されている間，追従はできません。装

置Ｂ状態は異常に遷移します。 

（b）(a)の状態から 初にポート接続になった場合。 

この場合の同期追従の契機は 初に接続になったポートの状態が次に変化した以

降となります。 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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1.4.2 生存確認機能 

AX-Config-Masterおよび各装置については自装置より下に隣接するかつ管理配下にな

っている装置に対して生存確認を実施しております。（AX-Config-Masterの生存確認

のタイミングについては「2.2.1(1) manager.propertiesファイルの設定」を参照してく

ださい。装置側は「OANユーザーズガイド AX-Config-Master編(装置OAN機能編)」

を参照してください。） 

これにより隣接装置との間のTCPコネクションが切断されればそれを検出し障害状態

に移行させる機能です。 

画面表示例は「1.4.3(4) ポートに装置を接続」を参照してください。 

生存確認の動作イメージを次の図に示します。 

図 1-24 生存確認の動作イメージ 

 

AX-Config-Master 

生存確認 

生存確認 生存確認 

AX-Config-Master 

生存確認異常 

装置 A が C の異常

を検出して通知 

装置 A 

装置 B 装置 C 

装置 A 

装置 B 装置 C 

正常時

異常検出時
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1.4.3 状態遷移の例 

(1) AX-Config-Master 起動時 

AX-Config-Master起動時には，AX-Config-Masterと未接続のAXCM対応装置はすべて事

前設計可状態（薄緑）に，また，一度AX-Config-Masterと接続したAXCM対応装置は

すべて不明状態（青）になります。なおAX-Config-Master，PC群について色は常に緑，

AXCM未対応装置については常に白になります。表示を図 1-25，図 1-26に示します。 

図 1-25 AX-Config-Master 起動時の表示（AXCM 対応装置がすべて AX-Config-Master

と未接続の場合） 

 

図 1-26 AX-Config-Master 起動時の表示（AXCM 対応装置がすべて AX-Config-Master
と接続済みの場合） 
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(2) 起動後装置稼動状態に遷移 

装置を検出し稼動状態となった状態を次の図に示します。 

AXCM 対応装置は稼動中（緑）になります。 

図 1-27 起動後装置稼動状態に遷移 

 

 

(3) ポート設計直後 

ポートを設計直後でポートおよび装置の状態が不明状態時の表示を次の図に示します。

ポートの状態は不明（青）となります。 

図 1-28 ポート設計直後 
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(4) ポートに装置を接続 

ポートに装置を接続後の表示を次の図に示します。ポートの状態は稼動中（黒）とな

ります。 

図 1-29 ポートに装置を接続 

 

 

(5) ポートから装置を切断 

ポートから装置を切断した状態を次の図に示します。ポートの状態は障害中（赤）と

なります。また装置は障害中（赤）になり通信および管理はできなくなります。詳細

については，「1.4.2 生存確認機能」を参照してください。 

図 1-30 ポートから装置を切断 
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(6) チャネルグループポートから１ポート切断 

チャネルグループの場合の状態通知を次の図に示します。チャネルグループではリン

ク障害となっても，他に稼動中のポートがある場合ポートの状態は障害中（オレンジ）

となります。この場合通信および管理は継続できます。 

図 1-31 チャネルグループから１ポート切断 

 

(7) 装置コンフィグレーション変更 

次の操作で装置状態をコンフィグ変更（黄）に遷移します。コンフィグレーション変

更時の表示を次の図に示します。 

(a)AX-Config-Master オペレーションによるコンフィグレーション変更 

(b)装置 CLI によるコンフィグレーション変更 

コンフィグ変更状態時はAX-Config-Masterのコンフィグレーションと装置のコン

フィグレーションが不一致となっている場合があります。 

コンフィグレーションファイルの操作については「5.4.6 コンフィグレーションファ

イルの操作」を参照してください。 

図 1-32 コンフィグ変更時の表示 
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1.5 設定参照操作 

1.5.1 設定操作 

AX-Config-Master の設定操作には次の操作があります。 

(1) 装置の設定 

詳細については「5.4 装置の設定」を参照してください。 

(2) ポートの設定 

詳細については「5.4.1 Abstractionポートの設定」を参照してください。 

(3) 各種 VLAN の設定 

詳細については「5.4 装置の設定」を参照してください。 

(4) パスの設定 

詳細については「5.5 パスの設定」を参照してください。 

(5) コンフィグレーションファイルの操作 

(a) 反映操作 

反映操作では，選択したコンフィグレーションを別のコンフィグレーションへ反映す

ることができます。選択可能なコンフィグレーションおよび（別の）反映先コンフィ

グレーションには以下の組み合わせがあります。 

表 1-5 反映操作でのコンフィグレーションの組み合わせ 

選択可能（反映元） 
コンフィグレーション

反映先 
コンフィグレーション

実行可能な 
装置状態 

従来操作

との対応

LocalConfig ManagerConfig 事前設計可 ロード 

LocalConfig ManagerConfig および 
RunningConfig 

稼働中またはコ

ンフィグ変更 反映 

StartupConfig ManagerConfig 同上 同期 

RunningConfig ManagerConfig および 
StartupConfig 同上 コピー＆

同期 

操作については「5.4.6 コンフィグレーションファイルの操作」を参照してください。 

 反映操作（LocalConfig → ManagerConfig） 

装置が事前設計可の状態から反映操作を行うことにより外部から提供されたコンフィ

グレーションを AX-Config-Master の DB（ManagerConfig）に格納します。 
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反映操作（LocalConfig → ManagerConfig）の動作イメージを次の図に示します。 

図 1-33 反映操作（LocalConfig → ManagerConfig） 

 AX-Config-Master 

DB

LocalConfig 
 

ManagerConfig 

 

 

 反映操作（LocalConfig → ManagerConfig および RunningConfig） 

装置が稼働中またはコンフィグ変更の状態から反映操作を行うことにより外部から提

供されたコンフィグレーションを AX-Config-Master の DB（ManagerConfig）に格納し

たあと装置の RunningConfig に反映します。 

反映操作（LocalConfig → ManagerConfig および RunningConfig）の動作イメージを次

の図に示します。 

図 1-34 反映操作（LocalConfig → ManagerConfig および RunningConfig） 

 

 

AX-Config-Master 

LocalConfig 
RunningConfig 

DB
 
  

ManagerConfig 

 

 反映操作（StartupConfig → ManagerConfig） 

装置がコンフィグ変更の状態から反映操作を行うことにより装置の StartupConfig を

AX-Config-Master の DB（ManagerConfig）に格納します。これにより StartupConfig と

AX-Config-Master 間のコンフィグレーションを一致させることができます。 

反映操作（StartupConfig → ManagerConfig）の動作イメージを次の図に示します。 
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図 1-35 反映操作（StartupConfig → ManagerConfig） 

 

AX-Config-Master 

DB

RunningConfig 

 
StartupConfig

 

 コピー 

装置 

ManagerConfig 

 

 反映操作（RunningConfig → ManagerConfig および StartupConfig） 

装置がコンフィグ変更の状態から反映操作を行うことにより装置のRunningConfigを

StartupConfigにコピーしたあとStartupConfigをAX-Config-MasterのDB

（ManagerConfig）に格納します。これによりStartupConfigとAX-Config-Master間のコ

ンフィグレーションを一致させることができます。この操作は「（ｂ）コピー＆同期

操作」と同じ結果になります。詳細については「（ｂ）コピー＆同期操作」を参照し

てください。 

 

(b) コピー＆同期操作 

装置がコンフィグ変更の状態からコピー＆同期操作を行うことにより装置の

RunningConfig を StartupConfig にコピーしたあと StartupConfig を AX-Config-Master の

DB（ManagerConfig）に格納します。これにより装置と AX-Config-Master 間のコンフ

ィグレーションを一致させることができます。 

コピー＆同期の動作イメージを次の図に示します。 
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図 1-36 コピー＆同期操作 

 

 
AX-Config-Master 

DB 

RunningConfig 

 
  

StartupConfig 

 コピー（２） 

装置 

 コピー（１） 

ManagerConfig 

 

なお，コンフィグレーションに「［物理ポート一覧］の画面項目」でサポートされて

いる速度種別以外のspeed,duplexの組み合わせが設定されている場合，”デフォルト”

として解釈されます。 

 

(6) フィルタの設定 

詳細については「5.7 フィルタの設定」を参照してください。 

(7) スタティックルートの設定 

詳細については「5.8 ルートの設定」を参照してください。 

(8) VLAN 可視化の設定 

詳細については「5.3.5 VLAN一覧を見る」を参照してください。 
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1.5.2 参照操作 

AX-Config-Master は各種設定を参照することが出来ます。 

(1)装置の参照 

詳細については「5.3.3 装置一覧を見る」を参照してください。 

(2)ポートの参照 

詳細については「5.4.1 Abstractionポートの設定」を参照してください。 

(3)各種 VLAN の参照 

詳細については「5.3.5 VLAN一覧を見る」を参照してください。 

(4)パスの参照 

詳細については「5.3.4 パス一覧を見る」を参照してください。 

(5)フィルタの参照 

詳細については「5.7 フィルタの設定」を参照してください。 

(6)スタティックルートの参照 

詳細については「5.8 ルートの設定」を参照してください。 

(7)コンフィグレーションの差分の参照 

装置の StartupConfig，RunningConfig と AX-Config-Master のデータベースからコ

ンフィグレーション（＝ManagerConfig）を取得し，装置の StartupConfig,，

RunningConfig と AX-Config-Master の ManagerConfig との差分表示や，外部から提

供されたコンフィグレーション（＝LocalConfig）との差分表示を，差分比較ツー

ルを利用して行うことができます。 

操作については「5.4.6 コンフィグレーションファイルの操作」を参照してくだ

さい。 

差分表示の動作イメージを次の図に示します。 



 44 

 

図 1-37 差分表示の動作 
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1.6 コンフィグレーション同期の選択 

1.6.1 コンフィグレーション同期の概要 

AX-Config-Master では装置が検出された際に，該当装置に対し設定するコンフィ

グレーションを装置優先かマネージャ優先かで選択することができます。 

(1)装置優先設定 

装置で現在動作しているコンフィグレーションのままで動作します。

（AX-Config-Master で保持しているコンフィグレーションを装置に反映させない

モードです。）装置優先設定の場合には，装置検出後に，AX-Config-Master のコ

ンフィグレーションと装置のコンフィグレーションが不一致となる可能性があり

ますが，不一致となった場合は装置状態がコンフィグ変更状態となりますので，

この場合は，コピー＆同期操作を行なってください。コピー＆同期操作で装置の

コンフィグレーションがAX-Config-Masterのコンフィグレーションにコピーされ

るため，双方のコンフィグレーションを一致させることができます。 

(2)マネージャ優先設定 

AX-Config-Masterで管理・生成しているコンフィグレーションを装置に設定する

ことにより装置を動作させるモードです。設計した内容をそのまま装置に反映さ

せることができます。この場合はAX-Config-Masterと装置との間でコンフィグレ

ーションは一致します。ただし，コンフィグレーションファイルの一致とは，更

新日の記述された先頭行および装置のバージョンに依存する項目を除いて比較し

た結果となります。なおマネージャ優先で装置のコンフィグレーションを更新し

た後，元のコンフィグレーションに戻したい場合はコンフィグレーションバック

アップ機能でバックアップしたコンフィグレーションファイルを利用することが

できます。詳細は「1.7 コンフィグレーションバックアップ機能」を参照してく

ださい。 

各装置に設定されたコンフィグ同期モードは［図面］画面上の装置シンボルの表

示で確認できます。装置のロケーション名が青色の場合には装置優先モード，黒

色の場合にはマネージャ優先モードが設定されています。 
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図 1-38 装置優先モードでの表示 

 

図 1-39 マネージャ優先モードでの表示 

 
 

1.6.2 コンフィグレーション同期の選択方法 

コンフィグレーション同期の選択は，装置状態が事前設計可（薄緑），稼働中（緑），

障害中（赤），不明（青）の場合に行うことができます。コンフィグレーション

同期の選択を行うには，コンフィグ同期モードをマネージャ優先または装置優先

のいずれかから選択します。 

詳細は「5.4 装置の設定」を参照してください。 
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1.7 コンフィグレーションバックアップ機能 

1.7.1 コンフィグレーションバックアップ機能の概要 

AX-Config-Masterでは装置のコンフィグレーションを自動的にバックアップする機能

を備えています。AX-Config-Masterがマネージャ優先モードで稼動している際，装置

側コンフィグレーションがAX-Config-Master配布のコンフィグレーションで上書きさ

れ，ユーザが意図しないコンフィグレーションとなってしまった場合，装置側コンフ

ィグレーションを元に戻すためにバックアップされたコンフィグレーションを利用で

きます。装置側コンフィグレーションを元に戻すには，バックアップされたコンフィ

グレーションをFTPやSDカードを利用して装置に持っていき，CLIのcopyコマンドで反

映してください。対象装置が「稼働中」状態であれば，コンフィグレーションの反映

操作で実施することもできます。反映操作については「5.4.6 コンフィグレーション

ファイルの操作」を参照してください。なお，バックアップファイルは装置に関する

情報のみであり，反映を行ってもパスシンボル等は復元されません。また，バックア

ップしたコンフィグレーションファイルを利用しても稼動状態の隣接する装置とチャ

ネルグループのポート数が異なるなど装置間の情報が矛盾する場合は正しく反映する

ことができないのでご注意ください。 

 

コンフィグレーションバックアップのタイミングは，装置検出時に AX-Config-Master

から装置へコンフィグレーションのコピーを行う時です。（AX-Config-Master のコン

フィグレーションと装置 RunningConfig とで不一致があった場合。） 

バックアップするコンフィグレーションは装置の RunningConfig のファイルです。 

バックアップされるフォルダとファイル名を次に説明します。 

(1)バックアップフォルダ 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-backup-files 

例：C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\Manager\lib\ 

  configuration-backup-files\ 

(2)バックアップファイル名 

 ロケーション＋年月日時分秒.bcf 

  例 Center1F060701101429.bcf 
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1.7.2 コンフィグレーションバックアップファイルの削除 

AX-Config-Master ではコンフィグレーションバックアップファイルの自動削除は行い

ません。必要に応じて削除を行ってください。 

 

1.7.3  コンフィグレーションバックアップ機能の停止 

インストール後の AX-Config-Master はコンフィグレーションバックアップ機能が有効

となっています。コンフィグレーションバックアップ機能を停止させたい場合は

manager.properties に次の内容を追加してください。 

manager.propertiesの詳細は「2.2.1(1)manager.propertiesファイルの設定」を参照してくだ

さい。 

--------- manager.properties------------- 

# コンフィグレーションバックアップ指定(0:無効,1:有効) 

BACKUP_CONFIG=0  
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1.8 使用上の注意事項 

1.8.1 AX-Config-Masterに関する注意事項 

本システムの操作に関する注意事項を解説します。 

下記に分類した項目ごとに表題と内容を記述しています。 
 

(1) 本システムを利用する前に 
(2) AXCMの起動・停止 
(3) AXCMの画面表示 
(4) 事前設計 
(5) 装置検出 
(6) AXCMからの操作 
(7) コンフィグレーションファイルの操作 
(8) 管理VLAN 
(9) デフォルトVLAN 
(10) 接続ポートの変更 
(11) バックアップ／リストア 

 

(1) 本システムを利用する前に 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
本製品が対応する装置のバージョンについて 1 
 本製品が対応する装置のバージョンは「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照してください。それ以前の版

数の装置に対して操作を行った場合，ご利用になれない機能があります。装置

のバージョンと本製品で利用可能な機能の対応につきましては，本製品のリリ

ースノートを参照してください。 
AX-Config-Master のインストール先マシンに複数の IP アドレスが設定されて

いる場合の注意事項 
2 

 AX-Config-MasterのサーバにIPアドレスが複数設定されている場合は，

AX-Config-Masterが装置を検出した時点でサービスを終了します。解決するに

は manager.propertiesファイルの設定を参照してください。 
プリンタドライバのインストールについて 3 
 AX-Config-Master-Viewをインストールするマシン上にプリンタドライバが

インストールされていない場合，図面の印刷は行えません。また，装置やパス

のシンボルが図面の可視範囲内に配置されない場合があります。その場合に

は，プリンタドライバをインストールし，ページサイズを変更して，シンボル

を図面の可視範囲内へ移動してください。ページサイズを変更するには，「5.10 
印刷方法」を参照してください。 
リモートデスクトップ接続に関する注意事項 4 
 リモートデスクトップ接続やユーザ切替機能などを利用し，複数のユーザの

セッションから AX-Config-Master-View を操作しないでください。誤動作の原

因になります。 
5 管理 VLAN の VLAN ID の変更について 
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 AX-Config-Masterは管理用のVLANとしてVLAN 1000 を使用します。既に

VLAN 1000 を使用しており，AX-Config-Masterの管理VLAN用にVLAN 1000 を

使用できない場合には，「2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定 (1) 
manager.propertiesファイルの設定」に記載の手順でAX-Config-Masterが使用す

る管理VLANのVLAN IDを変更して下さい。なお，管理VLANのVLAN IDの変

更は，AX-Config-Master-Managerインストール完了後，OSの再起動を行う前，

またはAX-Config-Master-Manager初回起動前に行ってください。 
snmp-server location の設定の必要性について 6 
 「コピー＆同期」などで装置側の情報と同期を行う場合，装置側のコンフィ

グレーションファイルに snmp-server location の設定が行われていないとエラ

ーとなり，同期を行うことができません。「コピー＆同期」などで装置側の情

報と同期を行う場合は，事前に装置側のコンフィグレーションファイルに

snmp-server location の設定を行ってください。その際，snmp-server location コ

マンドで指定するロケーション名は半角英数字および特殊文字からなる 40 文

字以内の文字列で指定してください。(ロケーション名の先頭と末尾は特殊文

字を除く半角英数字で指定してください。)ロケーション名として入力可能な

文字については，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」を参照してください。図面上から既にロケーション名を設定してい

る場合はこの値を設定してください。設計のロケーション名と異なる値を設定

することもできますが，反映を行った際に設計のロケーション名がコンフィグ

レーションファイルの snmp-server location に変更されます。なお，設計のロケ

ーション名と異なる値を設定する場合は，snmp-server location の設定値が，

AX-Config-Master で管理している他の装置のロケーション名と重ならないよ

うにする必要があります。 
装置やパスの削除操作に関する注意事項 7 
 装置やパスの削除を行った際，まれに「存在しない[装置/パス]の削除要求で

す。AX-Config-Master-Manager の管理情報が，AX-Config-Master-View に正しく

反映されていない可能性があります。OK ボタンを押下して本画面を閉じた

後，AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」のメッセ

ージが表示され，オペレーションが実施できない場合があります。 
 このメッセージは，AX-Config-Master-Manager の管理情報が正しく

AX-Config-Master-View に反映されていない場合に出力されます。この場合

は，再度 AX-Config-Master-Manager の管理情報を AX-Config-Master-View に反

映する為に，AX-Config-Master-View を一度再起動してください。 
装置に Flow ID を設定する際の注意事項 8 
 AX-Config-Master は，フィルタの Flow ID に対して大文字・小文字の区別を

行わない為，例えば，Flow ID「flowABC」と Flow ID「FLOWabc」を同一 Flow 
ID とみなします。同一装置に対して，CLI で Flow ID を設定する際には，大文

字／小文字のみが異なる同一 Flow ID を設定しないようにしてください。 
装置のコンフィグレーションにアクセスリストが定義されている場合の注意

事項 
9 

 装置のコンフィグレーションに，remark のみが定義され，フロー検出条件が

定義されていないアクセスリストが存在する状況で，対象装置に対して，反映

操作を行うと，このアクセスリストは AX-Config-Master に表示されず，また，

このアクセスリストに対して操作を行うことはできません。ただし，アクセス

リストの追加操作で，上書きで定義し直すことは可能です。 
逆方向のパス（AX-Config-Master に近い側を子側，AX-Config-Master から遠い

側を親側として設計したパス）が存在する場合の注意事項 
10 

 逆方向のパス（AX-Config-Master に近い側を子側，AX-Config-Master から遠

い側を親側として設計したパス）を設計して装置を接続したり，複雑な形状で

ループ構成を組んだ場合，ポートレンジ内で，接続ポートの変更を行った際
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に，対象装置（ポートレンジを有する装置）が障害になる場合があります。こ

の場合は，装置再検出後に，旧接続ポートに VLAN 定義が残るため，必要に

応じて，CLI から削除を行ってください。 
未サポートのスタティックルート定義が，装置に存在する場合の注意事項 11 
 AX-Config-Master が未サポートのパラメータを含むスタティックルート定

義が装置側に設定されている場合,以下のような動作となります。 
  ･当該スタティックルート定義は,[ルート定義]画面に表示しません。 
  ･AX-Config-Master から当該スタティックルート定義を設定すると, 

未サポートのパラメータを除くスタティックルート定義の上書きを 
行うため,サポートしないパラメータが削除されます 

そのため,スタティックルート定義については,一度装置側のコンフィグレーシ

ョン情報を取得し,[コンフィグレーション画面]上で確認してください。そして,
未サポートのパラメータが装置に設定されている場合,当該スタティックルー

ト定義を AX-Config-Master から設定しないでください。 
なお,AX-Config-Master から操作できるスタティックルート定義については, 
「5.8.2 ルート定義の画面項目一覧 (2)ルート定義画面」を参照してくださ

い。 
プロトコル VLAN に関する注意事項 12 
 AX-Config-Master は，プロトコル名称が「IPV4」「IPV6」「IPX」「appletalk」
のプロトコルのエントリが１件も無いプロトコル VLAN を扱うことができま

せん（プロトコル名称は，大文字，小文字を区別します）。必要に応じて，装

置の CLI から定義を行ってください。 
 なお，装置に，プロトコル名称が「IPV4」「IPV6」「IPX」「appletalk」の

プロトコルのエントリが１件も無いプロトコル VLAN が定義されている状況

で，AX-Config-Master から「反映」操作や，「コピー＆同期」操作を行ったと

しても，これらのVLANはAX-Config-Master上に表示されず，AX-Config-Master
から参照・編集することはできません。 
AX-Config-Master-Manager 用の IP アドレスを変更する場合の注意事項 13 
 AX-Config-Master-Manager 用の IP アドレスを変更する場合は，下記手順に従

ってください。 
①AX-Config-Master-View，AX-Config-Master-Manager を停止してください。 
②AX-Config-Master-Manager がインストールされた PC と装置間の配線を抜去

してください。 
③AX-Config-Master-Manager が保持している，下記コンフィグレーションファ

イルをすべて削除してください。 
<TARGETDIR>¥Manager¥lib¥configuration-files¥*.cfg 
注※<TARGETDIR>… 
    AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 
   （例）C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-Manager 
④manager.propertiesファイルに，AX-Config-Master-Manager用のIPアドレス定義

「MANAGER_IP_ADDRESS=nnn.nnn.nnn.nnn」を記述している場合は，定義値

「nnn.nnn.nnn.nnn」を変更後のIPアドレスに修正してください。

manager.propertiesの詳細は「2.2.1(1)manager.propertiesファイルの設定」を参照

してください。 
⑤一度 AX-Config-Master に検出された装置のコンフィグレーションには，

AX-Config-Master-Manager の変更前 IP アドレスが定義されていますので，それ

を変更後 IP アドレスへ修正します。そのためには，装置の CLI から，装置の

コンフィグレーションの下記下線部(AX-Config-Master-Manager の IP アドレス)
を変更し，save コマンドで保存してください。なお，この変更作業は，一度

AX-Config-Master に検出された，すべての装置に対して実施する必要がありま

す。 
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auto-config 

  manager nnn.nnn.nnn.nnn vlan nnnn 
! 
⑥AX-Config-Master-Manager がインストールされた PC の IP アドレスを変更し

てください。 
⑦AX-Config-Master- Manager，AX-Config-Master-View を起動してください。 
⑧AX-Config-Master-Manager がインストールされた PC と装置間の配線を接続

してください。 
⑨すべての装置が正常に検出されたら，すべての装置に対して，「コピー＆同

期」の操作を行なってください。 
AX-Config-Master-Manager 用 PC を交換する場合の注意事項 14 
 AX-Config-Master-Manager 用 PC を交換する場合は，下記手順に従ってくだ

さい。 
①AX-Config-Master-View，AX-Config-Master-Manager を停止してください。 
②AX-Config-Master-Manager がインストールされた PC と装置間の配線を抜去

してください。 
③AX-Config-Master-Manager の DB をバックアップしてください。バックアッ

プを行えない場合(PC が故障した場合など)には， 新のバックアップファイル

を用意します。 
④交換後の PC へ AX-Config-Master-Manager をインストールしてください。（同

一 PC に AX-Config-Master-View をインストールする場合は，続けて，

AX-Config-Master-View もインストールしてください。） 
⑤③でバックアップまたは用意した DBを AX-Config-Master-Manager にリスト

アしてください。 
⑥AX-Config-Master-Manager 用の IP アドレスを変更する場合は，項目番号 13
の③④⑤⑥を実施してください。 
⑦AX-Config-Master- Manager，AX-Config-Master-View を起動してください。 
⑧AX-Config-Master-Manager がインストールされた PC と装置間の配線を接続

してください。 
⑨すべての装置が正常に検出されたら，すべての装置に対して，「コピー＆同

期」の操作を行なってください。 
AX-Config-Master-View をインストールした PC に，プリンタドライバをインス

トールしていない場合の注意事項 
15 

 AX-Config-Master-View をインストールした PC にプリンタドライバをイン

ストールしていない状況で，AX-Config-Master-View から印刷関連操作(※注 1)
を行った場合に［プリンタインストール］画面が表示されますが，その際，以

下の現象が発生します： 
(1) タスクバー上に表示されている AX-Config-Master-View のアイコンがプリ

ンタになったままになります。このアイコンを元に戻すには，［プリンタイン

ストール］画面に従ってプリンタドライバをインストールし，

AX-Config-Master-View を再起動します。 
(2) ［プリンタインストール］画面をドラッグして位置を変更すると，

AX-Config-Master-View の[メイン]画面上に［プリンタインストール］画面の残

像が出ます。［プリンタインストール］画面の位置を変更しないでください。

※注 1…以下の操作が該当します： 
・ページ設定 
・印刷プレビュー 
・印刷 

VRF パーティションに属するコンフィグレーションの扱いに関する注意事項 16 
AX-Config-Master からは，グローバルパーティションに属するコンフィグレー

ションのみを扱うことができます。VRF パーティションに属するコンフィグレ
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ーションは AXCM から設定することができないため，装置の CLI から設定を

行ってください。 
仮想マシン Windows XP Mode 上で AX-Config-Master-Manager を動作させる場

合の注意事項 
17 

仮想マシン Windows XP Mode 上で AX-Config-Master-Manager を動作させる場

合，仮想マシン Windows XP Mode の画面の[閉じる]ボタンを押下してその画面

を閉じたり，仮想マシン Windows XP Mode をホストしている Windows 7 から

ログオフしたりすると，AX-Config-Master-Manager が停止し，管理対象装置や

AX-Config-Master-View との接続が切断されます。その結果，以下の現象が発

生します： 
 
・装置のAUTOCONF機能がAX-Config-Master-Managerとの接続が切断された

ことを検知し，再接続の試行を繰り返す。 
 
・AX-Config-Master-View が AX-Config-Master-Manager との接続が切断された

ことを検知して以下のエラー画面を表示し，AX-Config-Master-View の再起

動を促す。 
「通信エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後 
 AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行ってください。」 
 
AX-Config-Master-View を再起動しても AX-Config-Master-Manager が停止し

ているので，以下のエラー画面が表示される。 
「通信エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後 
 AX-Config-Master-View を終了して，AX-Config-Master-Manager を 
 再起動後，再度実行してください。」 

 
仮想マシン Windows XP Mode 上で AX-Config-Master-Manager を動作させる場

合，以下のことを守ってください。 
(1) 常に仮想マシン Windows XP Mode をホストする OS へログオンした状態に

する 
(2) 常に仮想マシン Windows XP Mode の画面を開いたままにする 
※仮想マシン Windows XP Mode 以外の OS で AX-Config-Master-Manager を動

作させる場合には，OS へログオンしていない状態でも

AX-Config-Master-Manager を動作させることができます。 

 

(2) AXCM の起動・停止 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
AX-Config-Master 終了時の注意事項 1 
 AX-Config-Master を終了する際，コンフィグ変更中の装置がある場合は「コ

ピー＆同期」を行い，状態を一致させてから終了するようにしてください。状

態を一致させずに終了した場合，次回 AX-Config-Master を起動後に情報の欠落

が発生することがあります。 
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(3) AXCM の画面表示 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
デスクトップテーマを[Windows クラシック]に設定してください 1 
 AX-Config-Master-View の画面で使用しているフォント(MS ゴシック，12pt)
は，Windows ルックアンドフィール(L&F)を適用した，[Windows クラシック]
デスクトップテーマに 適化されています。そのため，デスクトップテーマを

[Windows クラシック]に設定してください。 
画面に表示される設定内容に関する注意事項 2 
 任意の画面から定義を編集し，その定義画面から遷移元画面へ戻った場合，

遷移元画面の定義情報が 新化されない場合があります。その場合，遷移元画

面に 新の定義情報を表示するには画面をいったん閉じ，開き直してくださ

い。 
[動作監視]画面上での発生装置ロケーションに関する注意事項 3 
 [動作監視]画面上に表示される発生装置ロケーションは，イベント発生時の

ロケーションが表示されます。イベント発生後にロケーション名の変更操作，

または該当装置の削除を行った場合，以前に表示されていたイベントを選択し

て〔装置情報〕ボタンをクリックしても[装置情報定義]画面は表示されず，エ

ラー「ロケーションに該当する装置情報が取得できませんでした。選択したロ

ケーションの装置はロケーションが変更されている可能性があります。変更後

のロケーションを選択して再度実行してください。」となります。 
[図面]画面上でシンボルをダブルクリックした際に表示される画面に関する注

意事項 
4 

 [図面]画面上に表示されるシンボルをダブルクリックした際，ダブルクリッ

クしたシンボルに対応した画面が表示されますが，ダブルクリックしたマウス

カーソルの位置と，ダブルクリックに対応して表示された画面上の入力項目の

位置が重なった場合，その入力項目が選択状態になる場合があります。 
(例：アクセスパス群シンボルをダブルクリックして［アクセスパス群定義］

画面が表示された場合，［アクセスパス群定義］画面の入力項目［物理ポート

一覧（パス未定義）］の物理ポートが選択状態になる) 
入力項目が選択状態になった場合，選択状態を外して非選択状態にしてくださ

い。また，［図面］画面上のシンボルのダブルクリックする位置を変えるか，

シンボルの位置を変えてから，そのシンボルをダブルクリックしてください。

 

(4) 事前設計 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
AXCM 未対応装置を纏めて設計する方法について 1 
 多段接続された複数のAXCM未対応装置は２台のAXCM未対応装置として

纏めて設計することができます。この場合は，多段接続された装置のうち両端

の AXCM 未対応装置２台のみを設計し，２台の AXCM 未対応装置間にはパス

のみを設計します。なお，２台のAXCM未対応装置には必ず両端の装置のMAC
アドレスを設定してください。 

2 ブレードサーバ等をトポロジ上に設計する方法について 
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 ブレードサーバ等の装置をトポロジ上に設計する場合，以下のいずれかの対

応とすることを推奨します。 
(a)ブレードサーバ等の装置をネットワーク機能部とサーバ機能部に分割

し，ネットワーク機能部を装置，サーバ機能部を PC 群として設計する 
(b)ブレードサーバ等の装置を AXCM 未対応装置として設計する 

チャネルグループの事前設計が必要な場合について 3 
 チャネルグループで接続されている装置が存在する運用中の環境に，

AX-Config-Master を適用する場合は，チャネルグループが定義されている装置

を「装置優先」モードで事前設計し，装置上の定義（チャネルグループ番号，

チャネルグループに所属する物理ポート，チャネルグループ種別）に合致させ

る形でチャネルグループの事前設計を行ってから，装置を AX-Config-Master
に接続してください。 
 チャネルグループで設計された装置（親側装置）のポートに，未設計の装置

（子側装置）を接続した場合，未設計装置のポートは物理ポートとして自動生

成されます。この場合，子側装置－AX-Config-Master 間の通信を一旦切断し，

子側装置の再設計と，子側装置のチャネルグループの事前設計を行った後に，

装置を再度接続してください。 
物理ポートの事前設計に関する注意事項 4 
 物理ポート定義画面での事前設計は，インタフェースタイプの指定のみを行

ってください。その他の項目の設定は，装置の検出が行われ，装置が稼働中状

態（緑）またはコンフィグ変更中状態（黄）に遷移した後に行ってください。

事前設計時に物理ポート定義画面で設定した内容は，装置検出時に装置側へは

反映されません。 
対象装置で未サポートの項目や，AX-Config-Master が対象装置に対して未サポ

ートの項目を事前設計し，対象装置を AX-Config-Master に接続した場合の注意

事項 

5 

事前設計時には，対象装置で未サポートの項目や，AX-Config-Master が対象装

置に対して未サポートの項目を設計することができ，AX-Config-Master の DB
に管理情報として格納されます。 
これらの情報は，「マネージャ優先」モードで装置が検出された時点でチェッ

クアウトされ，[動作監視]画面に，不正な設計が検出された旨と，該当項目の

内容が，詳細メッセージとして表示されます。またこのとき，装置は不明状態

に遷移します。この場合は，[動作監視]画面に表示された詳細メッセージに従

い，復旧を行ってください。 
なお，「装置優先」モードで装置が検出された場合は，これら未サポートの項

目はチェックアウトされず，DB に情報として残ります（項目番号 6 参照）。

これらの項目は，一部の例外を除き，編集や削除を行うことができませんが，

コピー＆同期や反映操作を行った時点で，AX-Config-Master の DB から削除さ

れます※1。 
 
注※1 未サポートの設計内容が AX-Config-Master の DB から削除され，

AX-Config-Master 上に表示されなくなりますが，AX-Config-Master の DB から

削除されるだけであり，装置上のコンフィグレーションから項目が削除さるこ

とはありません。 
コンフィグ同期モードを「装置優先」にして事前設計を行なう場合の注意事項6 
コンフィグ同期モード「装置優先」は，装置側の設定を優先するモードです。

従って，事前設計内容は，装置検出時に，装置に反映されません

（AX-Config-Master 上にのみ情報が残ります）。 
 
なお，これらの情報は，既に装置側に定義されている内容と合致する場合に

は，AX-Config-Master から，編集操作や削除を行なうことができますが，装置
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側に定義されている内容と合致しない場合には，編集操作や削除操作を行なう

ことができません（装置側に定義が存在しない場合には削除操作のみ実施でき

る場合があります。）。また，これらの情報は，「コピー＆同期」や「反映」

操作を行なった際に，すべて装置側の情報に更新されます。 
 
ただし，コンフィグ同期モードを「装置優先」にした場合でも，下記の設計は，

装置側の定義と合致させて，予め事前設計する必要がありますので，注意して

ください。 
（１）インタフェースタイプの設定（物理ポート定義） 
（２）装置間が既にチャネルグループで接続されている場合は，チャネルグル

ープの設計（チャネルグループ定義，パス定義） 

 

(5) 装置検出 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
AX-Config-Master が装置を検出するための前提条件 1 
 デフォルト VLAN(VLAN 1)が suspend 状態の場合，AX-Config-Master は装置

を正常に検出できないケースがあります。この場合は，AX-Config-Master と装

置を接続する前に一旦デフォルト VLAN(VLAN 1)を active 状態にして，

AX-Config-Master が装置を正常に検出した後 suspend 状態に戻してください。

AX-Config-Master-Manager と装置を直結した場合の注意事項 2 
 AX-Config-Master-Manager と装置との間に HUB 等のレイヤ２機器を介さず

に，装置を AX-Config-Master-Manager に直接接続した場合，一旦装置の状態が

障害(赤色)となった後に稼動中(緑色)になる場合があります。また，一旦装置

の状態が障害となった後で再び装置の検出処理が行われるため，HUB 等のレ

イヤ２機器を介した場合に比べて若干時間がかかります。 
容量の大きなコンフィグレーションをもつ装置を AX-Config-Master へ接続し

た場合の注意事項 
3 

 AX-Config-Masterが保持・管理するコンフィグレーションファイルの容量に

よっては，装置をAX-Config-Masterに接続した際にコンフィグレーションファ

イル転送に時間がかかることが原因で装置が一旦障害状態になる場合があり

ます。この場合，コンフィグレーションファイルの転送が完了するまで該当装

置は障害状態となり，コンフィグレーションファイルの転送が完了した後に稼

動中状態になります(コンフィグレーションファイルの容量によっては 大で

2 時間程度かかる場合があります)。コンフィグレーションファイルを転送中で

あることが原因で障害状態となっていることを確認するためには，「7.1 トラ

ブル発生時の対応 (4) コンフィグレーションファイルの操作」の項目番号 4
を参照してください。 
装置交換時の注意事項 4 
 装置交換時に，新しい装置と交換するのではなく，AX-Config-Master と既に

接続されている装置間で交換を行う場合は，交換する装置を取り外した後に，

必ず，[装置情報定義]画面から装置の MAC アドレスを指定してください。（パ

スの切替方法が「ポート」モードの場合でも，MAC アドレスの指定が必要で

す。） 
 MAC アドレスの指定を行わないと，交換後の装置が検出されないため注意

してください。 
 また，AX-Config-Masterと既に接続されている装置間で交換を行う場合は，

対象装置のCLIから，コンフィグレーションの初期化を行い，「6.1 装置の起
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動/停止方法」に記載の手順で装置の設定を行った後，AX-Config-Masterに接続

してください。 
Core 装置検出時の注意事項 5 
 Core 装置を AX-Config-Master に接続して，Core 装置が不明状態（状態色：

青）または，障害状態（状態色：赤）に遷移した場合は，Core 装置のコンソー

ル画面上に， 
Connection established to autoconfig manager. 
Connection closed to autoconfig manager. 
のメッセージが繰り返し表示されます。 
この場合は，[動作監視]画面に表示されている「初期状態通知」イベントの詳

細情報を参照して，装置が稼働中状態（状態色：緑），または，コンフィグ変

更状態（状態色：黄）に遷移しなかった理由を確認し，復旧を行ったうえで装

置を再検出させてください。 
また，復旧するまでの間，上記のメッセージが繰り返し表示されることを抑止

したい場合には，装置の CLI から， 
no auto-config 

コマンドを投入して auto-config の定義を外し，復旧が完了してから，再度，

auto-config 

コマンドを投入してください。 

 

(6) AXCM からの操作 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
パスの削除を行う場合の手順および注意事項 1 
 パスを削除する場合，事前にケーブルを抜くかパスの上位装置側のポートの

稼働状態を「停止」状態にして，パスが障害中（赤）になったの確認してから

パスを削除してください。または，パスの両端の装置に対して，CLI からコマ

ンドを投入して，lldp を一時的に無効化してから，パスを削除してください。

この手順を行わずに，パスの削除のみを行うと，以下の現象が発生します。 
・AX-Config-Master が装置を発見し，装置が Edge 装置の場合にはパスを再

度描画します。（Core 装置の場合は描画しません。） 
フィルタやルート情報の設定に関する注意事項 2 
 装置には，フィルタやルート情報の設定について，レイヤや検出条件の設定

の組み合わせにより様々な制限があります。「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」および装置のマニュアルを参照し，

正しく設定してください。 
管理 VLAN や AX-Config-Master－装置間の接続ポートにフィルタを設定する

場合の注意事項 
3 

 管理VLANもしくは上位装置と接続されるパスにフィルタを設定する場

合，フィルタ条件によってはAX-Config-Masterとの接続も切れてしまうため，

十分に注意してください。もしも誤ってこのようなフィルタを設定してしまっ

た場合は，「7.1 トラブル発生時の対応 (5) 障害状態からの回復」項目番号 4
または項目番号 5 を参照してください。 
L3 中継 VLAN 削除時の注意事項 4 
 複数設定している L3 中継 VLAN を削除する場合は secondary の IP アドレス

から削除してください。primary/secondary の区別は，AX-Config-Master のコン

フィグレーション取得で，コンフィグレーションファイルを参照してくださ

い。装置のセカンダリ設定については「OAN ユーザーズガイド 
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AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」および装置のマニュアルを参照して

ください。 

 

(7) コンフィグレーションファイルの操作 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
コンフィグレーション反映/コピー＆同期操作実施時の注意事項 1 
 操作対象のコンフィグレーション上に，図面上での設計内容と矛盾する設定

が存在すると，コンフィグレーション反映/コピー＆同期の操作（「1.5.1 設定

操作 (5) コンフィグレーションファイルの操作」を参照）を行った場合に，操

作が失敗終了するか，操作が正常終了したとしても完全な同期が行われず，装

置側のコンフィグレーションと，AX-Config-Master管理の設計データとの間に

差分が残る場合があります。次に示すケースにおいては，装置のコンフィグレ

ーションと設計データ間で整合が取れず設計に反映させることができないた

め，すべて反映しないで動作を中断するか，部分的に反映を無視して続行する

動作を行います。 
(a)すべて反映しないケース（エラーで処理中止するため差分は生じません）

(ⅰ) パスが設定されているチャネルグループを削除※1 
(ⅱ) パスが設定されているチャネルグループに物理ポートを追加※1 
(ⅲ) パスが設定されているチャネルグループから物理ポートを削除※1 

(b)部分的に反映を無視して続行するケース（AX-Config-Master が管理するコ

ンフィグレーションファイルは同期しますが，設計と差分が生じます） 
(ⅳ) VLAN 名称の変更 
(ⅴ) 実接続のないパスの VLAN 設定 

注※1 (ⅰ)～(ⅲ)は，コンフィグレーションの設定を AXCM 上の設計に合致さ

せてから操作を行って下さい。 
 上記を回避するには，コンフィグレーションの設定操作は必ず

AX-Config-Master から行うようにし，AX-Config-Master から行えない設定操作

のみ，CLI から行うようにしてください。 
コンフィグレーション反映操作に関する注意事項 2 
 コンフィグレーションの反映機能を使用して AX-Config-Master にコンフィ

グレーションを読込む際には，下記に示す点をコンフィグレーションに設定し

てください。 
(a)親側装置に接続するポートに管理VLANを設定してください。管理VLAN
に使用されているVLAN IDは「2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定 
(1) manager.propertiesファイルの設定」を参照してください。 

(b)コンフィグレーションファイルに snmp-server location の設定を必ず行っ

てください。図面上から既にロケーション名を設定している場合はこの値

を設定してください。設計のロケーション名と異なる値を設定することも

できますが，反映を行った際に設計のロケーション名がコンフィグレーシ

ョンファイルの snmp-server location に変更されます。なお，設計時のロケ

ーション名と異なる値を設定する場合は，snmp-server location の設定値

が，AX-Config-Master で管理している他の装置のロケーション名と重なら

ないようにする必要があります。 
コンフィグレーション取得の操作に関する注意事項 3 
 [コンフィグレーション]画面で「 新のコンフィグレーションを取得」を行

った際，対象装置の Config 同期モードが装置優先であり，かつ，過去に同期

を一度も行っていない場合には，AX-Config-Master は Config ファイルを保持し
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ていない為，空のファイルが取得されます。 
コピー＆同期契機での画面表示内容変更について 4 
 「コピー＆同期」などで装置側の情報と同期を行うと AX-Config-Master-View
で設定した内容と異なる表示がされることがあります。主なものとして，下記

のケースがあります。下記の場合，いずれも「any」として表示されます。 
(a) ［フロー検出条件設定］画面において Flow Type として Layer3Ext（IPv4

パケットフィルタ）を選択し，送信元アドレスマスク，宛先アドレスマ

スクに 255.255.255.255 を設定した場合 
(b) ［フロー検出条件設定］画面において Flow Type として Layer2（MAC

フィルタ）を選択し，送信元アドレスマスク，宛先アドレスマスクに

ffff.ffff.ffff を設定した場合 
(c) ［フロー検出条件設定］画面において Flow Type として Layer3v6（IPv6

フィルタ）を選択し，送信元アドレスマスク，宛先アドレスマスクに「0」
を設定した場合 

 また，下記の場合，連続した 0 のビットを省略しない IPv6 アドレスとして

表示されます。 
(d) ［ルート定義］画面において[宛先]または[ネクストホップアドレス]に対

して，連続する 0 のビットを::で省略した IPv6 アドレスを設定した場合

反映/コピー＆同期操作によるパスへの VLAN 割り付けに関する注意事項 5 
パスの両端に繋がる装置に対してコピー＆同期や反映操作を行った場合，両側

装置の接続ポートに定義されている VLAN ID のみが，パスに割り付けられる

VLAN として AX-Config-Master に反映されます。片側装置にのみ定義されてい

る VLAN ID は反映されない為，反映/コピー＆同期後に［パス定義］画面でパ

スに割り付けられている VLAN を確認した際，一覧には表示されません。 
AX-Config-Master が生成する一時ファイルについて 6 
 コンフィグレーションの取得，コンフィグレーションの比較を行った場合，

次のフォルダに一時ファイルを作成します※。一時ファイルが不要になり次第

自動で削除しますが，削除時の AX-Config-Master 強制終了などの操作でファイ

ルが残る場合があります。 
一時ファイルは不要ですので，適宜ファイルを削除してください。 
注※<TARGETDIR>¥Manager¥lib¥configuration-files-temp 
   <TARGETDIR>… 
    AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 
   （例）C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-Manager 
 
  <TARGETDIR>¥View¥lib¥temp¥ 
   <TARGETDIR> 
    AX-Config-Master-View インストールディレクトリ 
    （例）C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-View 
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(8) 管理 VLAN 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
AX-Config-Master と接続する装置（Core 装置）間のパスへの VLAN 設定につ

いて 
1 

（１）マネージャ優先モードの場合 
「5.3.1 主な操作の流れ (16) VLANをパスへ割り付ける場合」の手順にて，

AX-Config-Master－Core装置間のパス（アクセスパス）に対してVLANを割り

付けないでください。AX-Config-Master－Core装置間のパス（アクセスパス）

にはAX-Config-Masterの管理VLANとしてアクセスポートVLAN（デフォルトで

はVLAN ID=1000）が割り付けられる為，他のVLANを割り付けることは出来

ません。 
事前設計の段階で，AX-Config-Master－Core 装置間のパス（アクセスパス）

に VLAN を割り付けた場合は，Core 装置の検出を行う前に削除してください。

Core装置検出後に，AX-Config-Master－Core装置間のパス（アクセスパス）に

VLANを割り付けた場合，Core装置は障害状態（赤）に遷移します。この場合

は，「7.1 トラブル発生時の対応 (5) 障害状態からの回復」の項目番号 4 に記

載の手順でリカバリを行ってください。 
（２）装置優先モードの場合 
 AX-Config-Master と通信する装置の VLAN が管理 VLAN 以外の場合，下記

条件のいずれかを満たすと AX-Config-Master 上で管理対象装置の状態表示や

設定が正常に行えません。 
・ 対象装置上にて管理 VLAN が Down 

 

AX-Config-Master 
管理 VLAN 以外 管理 VLAN 

管理 VLAN が Down 

装置 A 
(Core 装置) 

装置 B 

 
 
 

・ 対象装置を Edge 装置として扱った 
 

 

AX-Config-Master 

管理 VLAN 以外 管理 VLAN 

Edge 装置 

装置 B 装置 A 
(Edge 装置) 
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・ AX-Config-Master と通信する対象装置の IP アドレスが経路交換等に

より切り替わった 
 

AX-Config-Master 
VLAN A，B 

（管理 VLAN 以外） 管理 VLAN 

② VLAN A が Down 

装置 B 装置 A 
(Core 装置) 

他社装置 

① VLAN A で通信 

③ VLAN B での通信に切り替え 

 
 

 

(9) デフォルト VLAN 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
デフォルト VLAN（VLAN 1）を扱う場合の注意事項 1 
 AX-Config-Master からデフォルト VLAN（VLAN 1）に関する情報を参照す

る場合や，デフォルト VLAN（VLAN 1）に関する設定を行う場合は，下記の

手順に従い，コンフィグレーションファイル上で VLAN 1 の定義を明示的に行

ってください。（既に設定済みの場合は，本手順は不要です。） 
装置を検出した時： 
 ①CLI，または AX-Config-Master のパス内 VLAN 追加操作により，ポート 
  (インタフェース)に対して明示的に以下の定義を行ってください。 
   VLAN 1 を適用するアクセスポート： 
    ・switchport access vlan 1 
   VLAN 1 を適用するトランクポート： 
    ・switchport trunk allowed vlan 1 
     (switchport trunk allowed vlan 1-nnnn または，switchport trunk allowed 

vlan 1,n,…) 
 ②コピー＆同期の操作を行ってください。 
 
コンフィグレーション反映操作を行う時： 
 コンフィグレーション反映の操作を行う場合には，対象のコンフィグレー 
 ションファイルに対して明示的に上記の定義を行ってください。 
 
なお，本手順は省略することも可能ですが，その場合には下記の制限が生じま

す。 
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[手順を省略した場合の制限] 
VLAN の定義が行われていないポート(インタフェース)に対してはデフォルト

で VLAN 1 が適用されますが，AX-Config-Master の VLAN 表示設定や，パス内

VLAN 一覧画面から VLAN 1 の適用を確認することができません。 
デフォルト VLAN（VLAN 1）を扱う場合の注意事項 2 

  パス内 VLAN から VLAN 1 の削除操作を行うことで，装置のコンフィグレ

ーション上の物理インタフェースから VLAN 1 の定義を削除したとしても，

VLAN 1 はデフォルトで適用されます。（AX-Config-Master からのパス内 VLAN
削除操作は，あくまでも装置のコンフィグレーション上の物理インタフェース

から VLAN 1 の定義を削除する操作であり，VLAN 1 の適用を無効化するもの

ではありません。）VLAN 1 の適用を無効化したい場合には，装置のマニュア

ルを参照してください。 

 

(10) 接続ポートの変更 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
子側接続ポートの変更について 1 
AX-Config-Masterでは，「1.3 自由配線機能」により，装置を検出した後でも

親側接続ポートの変更を行うことができますが，子側接続ポートについては，

装置検出後に変更することは推奨しません。詳細については，「5.5.2 子側接

続ポート定義」の[前提条件]の記載をご確認ください。（物理ポートからチャ

ネルグループへの変更は可能です。また，子側接続ポートがチャネルグループ

の場合，チャネルグループを構成するポートの増減設は可能です。） 
[物理ポート→チャネルグループ定義]操作により，物理ポートをチャネルグル

ープに変更する際の注意事項 
2 

[物理ポート→チャネルグループ定義]操作により，物理ポートによる装置間接

続を，チャネルグループ種別が Active モードまたは Passive モードのチャネル

グループによる接続に変更する際には，下記の点に注意してください。なお，

チャネルグループ種別が Static の場合には下記の注意は不要です。 
（１）下位装置（AX-Config-Master から遠い側の装置），上位装置

（AX-Config-Master に近い側の装置）の順に操作を行なってください。※1 
（２）対象装置のコンフィグ同期モードがマネージャ優先の場合は，コンフィ

グ同期モードを装置優先に変更してから実施してください。 
（３）下位装置に対して操作を行なった際，下位装置が障害状態に遷移する場

合がありますが，この場合は，上位装置への操作完了後に，コンフィグ変更状

態に戻ります。 
（４）下位装置，上位装置への設定が完了した後，必ず「コピー＆同期」操作

を実施してください。また，コピー＆同期を実施してから，必要に応じて，コ

ンフィグ同期モードを「マネージャ優先」に戻してください。 
 
なお，（１）～（４）に従う手順の流れは，以下になります。 
①下位装置に対して[物理ポート→チャネルグループ定義]操作を行ないます。

→このとき，下位装置が障害状態（状態色：赤）に遷移する場合があります。

②上位装置に対して[物理ポート→チャネルグループ定義]操作を行ないます。

①の手順で下位装置が障害状態（状態色：赤）に遷移した場合は，一時的に，

AXCM からの操作が「タイムアウト」のエラーで失敗終了する状態になる場

合がありますが，この場合は[動作監視]画面に「下位装置側で，装置検出がリ
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トライオーバしました。検出を再開する場合は，[装置情報定義]画面を開き OK
ボタンを押下してください。」のメッセージが表示されるまで，しばらくお待

ちください。（10 分程度時間がかかります。）メッセージが表示されたこと

を確認した後，[装置情報定義]画面を開き OK ボタンを押下する前に，上位装

置に対して[物理ポート→チャネルグループ定義]操作を行ってください。 
③[動作監視]画面に②に記載のメッセージが表示された場合は，下位装置の[装
置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下してください。この操作により，

下位装置の検出を再開しますので，この後，下位装置の装置ステータスがコン

フィグ変更（状態色：黄）に遷移するまでしばらくお待ちください。 
④下位装置，上位装置に対してコピー＆同期を行ないます。（どちらから実施

しても構いません） 
⑤下位装置，上位装置を「マネージャ優先」に戻します。（どちらから実施し

ても構いません） 
 
注※1 パスの「子側装置」，「親側装置」ではなく，あくまで，AX-Config-Master から遠い側で

あるか，近い側であるかにより判断してください。なお， ネットワークのトポロジが，冗長経路

があるループ構成の場合には，どちらが上位で，どちらが下位と言えない場合がありますが，こ

の場合は，どちらから実施しても構いません。 

 

(11) バックアップ／リストア 
 

表題 項 目

番号 注意事項 
リストア時，AX-Config-Master-Manager 保持のコンフィグレーションファイル

を削除する必要がある場合について 
1 

AXCM 対応装置をマネージャ優先モードで事前設計し，その装置が

AX-Config-Master-Manager と一度も接続しない状態で DB のバックアップを行

った場合，その装置が AX-Config-Master-Manager と一度でも接続した後にその

バックアップファイルをリストアする際には，リストアする前にコンフィグレ

ーション格納フォルダ(※1)のコンフィグレーションファイルを削除してくだ

さい。 
 
注※1 コンフィグレーションファイル格納フォルダ： 
<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-files 
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1.8.2 AX-Config-Masterと通信が切断される条件について 

AX-Config-Master と装置または装置間において物理的な回線が切断されなくても以下

のケースの場合一時的に切断されます。この場合該当装置が一時的に障害中（赤）に

遷移します。この後稼動中（緑）またはコンフィグ変更中（黄）に遷移しますが，管

理しているコンフィグレーションの容量により１から２０分程度かかる場合がありま

す。 

(1) ネットワーク構成が変わりスパニングツリーなどのループ防止プロトコルが動作

する場合。 

(2) AX-Config-Master と AX-Config-Master に隣接する装置（Core 装置）を HUB 等の

L2 機器を介さずに直結している場合，Core 装置検出時に一時的に AX-Config-Master

との通信が切断され，装置が一時的に障害中（赤）に遷移する場合があります。 

1.8.3 その他の注意事項 

装置を検出する時間についてネットワークの構成や装置の設定内容によりばらつきが

あります。目安として１装置当たり十数秒から１０分程度掛かる場合があります。時

間が掛かる要素について下記に記載します。 

 装置間で装置検出の手段として LLDP（Link Layer Discovery Protocol）を採用してい

ます。そのため LLDP の仕組みにより，装置検出に時間が掛かる場合があります。 

 管理 VLAN に使用する IP アドレスを装置に設定するのに掛かる時間は３０秒程度

です（装置の IP アドレスと AX-Config-Master が配布した IP アドレスが不一致だっ

たときだけ）。 

 コンフィグレーションを装置にコピーするのに掛かる時間はコンフィグレーション

の容量に依存します。 

 

全体に掛かる時間は上記に依存しますのでユーザのネットワーク環境で時間を確認し

てください。 
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2. インストール 

この章では，本システムのインストール手順について説明します。 

2.1 インストール 

2.2 インストール後の設定 
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2.1 インストール 

2.1.1 インストールの流れ 

インストーラを利用して本製品のインストールを行う手順を説明します。 

本製品のインストール手順は大きく 5 つの部分に分かれます。インストール手順を次

の表に示します。本手順をすべて実行してインストールが正常に完了すると，運用を

開始できます。 

 

表 2-1 インストール手順 

順番 手順 対象 
1 インストール環境の確

認 
• ソフトウェア環境 
• ハードウェア環境 

2 前提ソフトウェアのイ

ンストール 
• Java SE Runtime Environment 7 
• Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 
• Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 

2000) Release A 
• 差分比較ツール 
• Windows XP Mode（Windows XP Mode を利用する

場合） 
3 本製品のインストール • データベースのバックアップ（上書きインストー

ル時のみ） 
• データベースの削除（上書きインストール時のみ）
• AX-Config-Master-Manager 
• AX-Config-Master-View 

4 インストール後の設定 • 各種ファイルの設定 
• データベース構築 

AX-Config-Master-Manager と
AX-Config-Master-View を同一マシンにインスト

ールする場合には，AX-Config-Master-Manager の
みで実施します 
AX-Config-Master-Manager と
AX-Config-Master-View を別マシンにインストー

ルする場合には，AX-Config-Master-Manager，
AX-Config-Master-View それぞれで実施します 

• ユーザ登録（AX-Config-Master-Manager のみ） 
• 管理 DB のバックアップ 
• データベースのリストア（上書きインストール時

のみ） 
5 インストール先マシン

の再起動 
• OS を再起動（Windows XP Mode を利用しない場

合） 
• 仮想マシン Windows XP Mode を再起動（Windows 

XP Mode を利用する場合） 
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本製品の AX-Config-Master-Manager および AX-Config-Master-View は，それぞれを同

一マシンおよび別マシンへインストールすることが可能です。 

同一マシンへインストールする場合には「インストール手順」の手順でインストール

します。 

別マシンへインストールする場合には，前提ソフトウェアのインストールにおいて，表 

2-6に示す差分を確認し，AX-Config-Master-Manager，またはAX-Config-Master-Viewそ

れぞれのマシンで「インストール手順」の手順でインストールします。 

AX-Config-Master-ManagerおよびAX-Config-Master-Viewのそれぞれを同一マシンおよ

び別マシンへインストールした場合の形態を次に示します。 

図 2-1 AX-Config-Master のインストール形態 

 「同一マシンへインストール」 「同一マシンへインストール」 

「別マシンへインストール」 

データベース(共用) 

データベース(個別) 

データベース(個別) 

AX-Config-Master-Manager 
AX-Config-Master-View 

AX-Config-Master-View

AX-Config-Master-Manager

接続

管理対象装置へ接続 

管理対象装置へ接続 

 

既に本製品の旧バージョン（例：3.7（Updateバージョンも含む）以前）がインストー

ル済みの環境をバージョンアップする場合の手順については，「2.1.6 本製品のバージ

ョンアップ方法」を参照してください。 

既に本製品の同一バージョン（例：3.8（Updateバージョンも含む））がインストール

済みの環境に上書きインストールする場合の注意事項については，「2.1.7 インストー
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ルに関する注意事項」を参照してください。 

 

2.1.2 インストール環境の確認 

(1) ソフトウェア環境 

AX-Config-Master をインストールするためには次のいずれかのオペレーティングシス

テムが稼動している必要があります。対応プラットフォーム以外でインストーラを実

行した場合，エラーメッセージを表示し，終了します。 

表 2-2 ソフトウェア環境(AX-Config-Master-Manager) 

項番 対応プラットフォーム 
1 32bit 版 Windows XP Professional (x86) SP3 
2 Windows XP Mode…以下の OS 上で稼動する仮想マシンで，項番 1 相当 

 64bit 版 Windows 7 Professional (x64) SP1 
 64bit 版 Windows 7 Enterprise (x64) SP1 
 64bit 版 Windows 7 Ultimate (x64) SP1 

表 2-3 ソフトウェア環境(AX-Config-Master-View) 

項番 対応プラットフォーム 
1 32bit 版 Windows XP Professional (x86) SP3 
2 Windows XP Mode…以下の OS 上で稼動する仮想マシンで，項番 1 相当 

 64bit 版 Windows 7 Professional (x64) SP1 
 64bit 版 Windows 7 Enterprise (x64) SP1 
 64bit 版 Windows 7 Ultimate (x64) SP1 

(2) ハードウェア環境 

AX-Config-Master をインストールするために必要なハードウェアのスペックを次の表

に示します。 
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表 2-4 AX-Config-Master ハードウェア環境（Windows XP Mode を利用しない場合） 

要素名 小 推奨 
CPU Pentium 3 Pentium 4 2.8GHz 以上 
メモリ 512MB 以上 1GB 以上 
ハードディスクの空き容

量 
2.8GB 以上※1 同左 

画面解像度 1024×768 以上 同左 

表 2-5 AX-Config-Master ハードウェア環境（Windows XP Mode を利用する場合） 

要素名 小 推奨 
CPU インテル Core i シリーズ以

上 
同左 

メモリ 4GB 以上 8GB 以上 
ハードディスクの空き容

量 
2.8GB 以上※2 同左 

画面解像度 1024×768 以上 同左 

 

注※1 標準インストールの状態でAX-Config-Masterを使用する場合に必要な空き容

量です。この容量にはAX-Config-Masterのプログラム（0.1GB）と初期状態で保管でき

る 大のログ容量（2.7GB）を含みます。ディスク容量が不足する場合にはインスト

ール後に「manager.propertiesファイルの設定」または「View.propertiesファイルの設定」

を参照してログのサイズや管理本数を変更してください。ディスク容量不足が発生す

ると，AX-Config-Masterが安定して動作することが出来なくなりますので，ディスク

容量の確保は必ず行ってください。 

注※2 別途 15GB 以上，Windows XP Mode 用にハードディスクの空き容量が必要です。 

(3) インストール実施ユーザの権限 

インストールを実施するユーザは，Administrator 権限を保持している必要があります。

Windows XP Mode 上に AX-Config-Master をインストールする場合には，デフォルトの

ユーザである XPMUser を利用するか，別途 Administrator 権限を保持するユーザを作

成して利用してください。 
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2.1.3 前提ソフトウェアのインストール 

インストール環境の確認ができたら，下表に従って AX-Config-Master の動作前提とな

るソフトウェアをインストールします。AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-View を同一マシンにインストールするか，異なるマシンにインスト

ールするかでインストール先マシンに必要な前提ソフトウェアが異なります。同一マ

シンにインストールする場合，AX-Config-Master-Manager，AX-Config-Master-View の

両方で前提になっている前提ソフトウェアは１度だけインストールしてください。 

表 2-6 AX-Config-Master 前提ソフトウェア 

AX-Config-Master AX-Config-Master-Manager AX-Config-Master-View 
インストールする必要

のある前提ソフトウェ

ア 

・ Windows XP Mode 
(Windows XP Mode を利

用する場合) 
・ Java SE Runtime 

Environment 7 
・ Microsoft SQL Server 

JDBC Driver 3.0 
・ Microsoft SQL Server 2000 

Desktop Engine (MSDE 
2000) Release A 

・ Windows XP Mode 
(Windows XP Mode を利

用する場合) 
・ Java SE Runtime 

Environment 7 
・ Microsoft SQL Server 

2000 Desktop Engine 
(MSDE 2000) Release A 

・ 差分比較ツール 

 

各前提ソフトウェアのインストール手順を以下に説明します。 

 

(1) Windows XP Mode のインストール 

Windows XP Mode は Windows 7 上で動作する仮想マシン（仮想 OS）であり，32bit 版

Windows XP Professional(x86) SP3 に相当する動作環境です。AX-Config-Master を仮想

マシン Windows XP Mode 上で利用する場合には，Microsoft Corporation のサイトから

Windows XP Mode および必要なファイルを入手してください。AX-Config-Master を仮

想マシン Windows XP Mode 以外の環境で利用する場合には，(2)以降の手順へ進んでく

ださい。 
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Windows XP Modeの入手およびインストール方法については以下のページを参照して

ください。下記ページの URL は，2013 年 9 月 11 日時点のものです。下記ページがな

い場合は，Microsoft サイトから探してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-

7 

Windows XP Mode をインストールした後，AX-Config-Master および他の前提ソフトウ

ェアのインストール用に，仮想マシン Windows XP Mode に対して以下の設定を行って

ください。これらの設定を行うためには，仮想マシン Windows XP Mode をシャットダ

ウンし，「電源切断」の状態になっている必要があります。「休止状態」では変更で

きない設定がありますので，必ず「電源切断」の状態にしてください。 

(a) 使用可能なメモリ量の設定 

仮想マシン Windows XP Mode に対し， 小 512MB，推奨 1GB(=1024MB)以上のメモ

リを割り当てるように設定します。 

(b) ネットワークの設定 

仮想マシン Windows XP Mode に対し，ネットワークアダプタを 1 つ以上作成してくだ

さい。 ネットワークアダプタは仮想マシン Windows XP Mode をホストしている

Windows 7 環境で利用している物理ネットワークアダプタの名前を選択してください。

以下のネットワークアダプタを選択しても，管理対象装置および AX-Config-Master の

間で通信できません。 

 ・接続していません 

 ・内部ネットワーク 

 ・共有ネットワーク(NAT) 

ネットワークアダプタを作成した後，仮想マシン Windows XP Mode 内のコントロール

パネルからネットワーク接続を開き，作成したネットワークアダプタに対して IP アド

レス，サブネットマスク，デフォルトゲートウェイ，DNS サーバ等のインターネット

プロトコル(TCP/IP)設定を行います。 

(c) 統合機能の設定 

Windows XP Mode の統合機能は，仮想マシン Windows XP Mode をホストしている

Windows 7 環境が持つ物理デバイスやリソースを，仮想マシン Windows XP Mode から

も利用（共用）できるようにする機能であり，デフォルトで有効に設定されています。

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7�
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7�
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AX-Config-Master のインストール用には，Windows 7 環境の CD や DVD 等の光学ドラ

イブ，ハードディスクドライブが利用できる設定になっていることを確認してくださ

い。また，AX-Config-Master のインストール後，Windows 7 環境にインストールして

あるプリンタへ［図面］画面を印刷したい場合には，プリンタも利用できるようにな

っていることを確認してください。なお，ネットワークプリンタを利用する場合には，

統合機能でプリンタを共用していなくても，仮想マシン Windows XP Mode 内にそのネ

ットワークプリンタのドライバをインストールすることで，そのネットワークプリン

タへ印刷することもできます。 

(d) 光学ドライブの設定 

統合機能でWindows 7 環境の光学ドライブを共用するように設定した後，仮想マシン

Windows XP Modeで利用できるように割り当てます。そのためには，仮想マシン

Windows XP ModeのDVDドライブ設定で，「物理ドライブにアクセスする」ようにし，

ドライブ名を選択してください。なお，Windows 7 環境側のセキュリティ設定等によ

り，仮想マシンWindows XP ModeでWindows 7 環境の光学ドライブを利用できない場

合には，その光学ドライブへAX-Config-Masterの製品CDを挿入し，Windows 7 環境の

ハードディスクにAX-Config-Master製品CD内のファイルをコピーしてください。統合

機能によってWindows 7 環境のハードディスクが共用されていれば，コピーした

AX-Config-Masterの製品CDのファイルが参照できるので，そのファイルを「2.1.4 本製

品のインストール方法（AX-Config-Master-Manager）」および「2.1.5 本製品のインス

トール方法（AX-Config-Master-View）」で説明しているインストール手順で利用でき

ます。 

(e) 自動公開機能の設定 

Windows XP Mode の自動公開機能は，仮想マシン Windows XP Mode 内でアプリケー

ションをインストールした際に作成されたプログラムグループやショートカットを，

仮想マシン Windows XP Mode をホストしている Windows 7 側に「仮想アプリケーショ

ン」として公開します。仮想マシン Windows XP Mode 内で AX-Config-Master の前提ソ

フトおよび AX-Config-Master 自身のインストールを行う際には，自動公開機能を「無

効」に設定してください。それぞれのインストールが完了した後，必要に応じて自動

公開機能の設定を「有効」に戻してください。 

(f) [閉じる]動作の設定 

仮想マシン Windows XP Mode の画面の右上にある[閉じる]ボタン（[×]ボタン）を押

した際の動作を指定します。デフォルトでは仮想マシン Windows XP Mode が「休止状

態」になりますので，これを「シャットダウン」するように変更します。

AX-Config-Master は「休止状態」からの復帰をサポートしません。 
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ここまで仮想マシン Windows XP Mode の設定を行ったら，仮想マシン Windows XP 

Mode 内で以下(2)以降の手順を実施し，AX-Config-Master をインストールしてくださ

い。仮想マシン Windows XP Mode 内でのインストール手順は，物理マシンへのインス

トール手順と同じです。なお，仮想マシン Windows XP Mode は 32bit 環境のため，そ

れをホストする Windows 7 環境が 64bit でも，仮想マシン Windows XP Mode にインス

トールする Java SE Runtime Environmentや差分比較ツールは 32bit版をインストールし

ます。 

 

(2) Java SE Runtime Environment のインストール 

Oracle Corporation のサイトから Java SE Runtime Environment 7 の Windows 版を入手し

てください。 

動作確認済み Java SE Runtime Environment は以下の通りです。 

 ・Java SE Runtime Environment 7 Update 25 

上記より新しいアップデートリリースについては動作保証外になります。 

入手した次のファイルを実行します。画面の指示に従い，インストールを行います。 

jre-7uX-windows-i586.exe 

     (X はアップデートリリースによって異なります/以下同様です) 

 

1. 下記のページを開きます。下記のページの URL は，2013 年 9 月 11 日時点のもの

です。下記ページがない場合は，Oracle Corporation のサイトから探してください。 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

2. １のページが開いたら，ページ中下にある「Java Platform，Standard Edition」の下

にある Java SE 7uX の行から JRE の〔Download〕のボタンをクリックしてくださ

い。 

3. ［セキュリティの警告］画面が開かれた場合，〔OK〕ボタンをクリックして続行

してください。 

4. ［Java SE Runtime Environment 7 Downloads］のページが開きます。ページ中にあ

る Oracle Binary Code License Agreement for Java SE のリンクをクリックしてくだ

さい。 

5. ［Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and 

JavaFX］のページが開きます。License Agreement を読み，同意した上でページを

閉じます。 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html�
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6. ［Java SE Runtime Environment 7 Downloads］ のページ中にある，[Accept License 

Agreement]のラジオボタンをチェック状態にします。 

7. ページ中にある Java SE Runtime Environment 7uX の Download の列から

jre-7uX-windows-i586.exe のリンクをクリックしてください。 

8. ［セキュリティの警告］画面が開かれた場合，〔はい〕ボタンをクリックして続

行してください。 

9. ［ファイルのダウンロード - セキュリティの警告］画面が表示されます。名前が 

jre-7uX-windows-i586.exe であることを確認し，〔保存〕ボタンをクリックしてく

ださい。 

10. ［名前を付けて保存］画面が表示されます。任意のフォルダを選択後，〔保存〕

ボタンをクリックして jre-7uX-windows-i586.exe を保存してください。 

11. 入手した jre-7uX-windows-i586.exe をダブルクリックしてください。［ようこそ］

画面が表示されるので，〔インストール〕ボタンを押します。 

12. インストールが開始されます。しばらくお待ちください。 

図 2-2 ［Java をインストールしています］画面 

 
 

13. インストールの処理が完了すると［完了］画面が表示されます。〔閉じる〕ボタ

ンをクリックしてインストールを終了してください。 
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図 2-3 ［インストール完了］画面 

 
 

インストールしたJava SE Runtime Environmentに合わせて，AX-Config-Master-Manager

およびAX-Config-Master-Viewの定義ファイルを設定します。詳細につきましては

「2.1.7 インストールに関する注意事項」を参照ください。 

 

(3) Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 のインストール 

Microsoft Corporation のサイトから Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 を入手してく

ださい。入手した次のファイルを実行します。画面の指示に従い，インストールを行

います。 

sqljdbc_3.0.1301.101_jpn.exe 

次のページを開きます。下記のページの URL は，2013 年 9 月 11 日時点のものです。

下記ページがない場合は，Microsoft Corporation サイトから探してください。 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=A737000D-68D0-4531-B6

5D-DA0F2A735707 

1. ページ中の「ダウンロードファイルについて」へ移動し，1041\license_Japanese.rtf

の右にある〔ダウンロード〕ボタンをクリックしてください。 

2. ［ファイルのダウンロード － セキュリティの警告］画面が表示されます。任意

のフォルダを選択し，〔保存〕ボタンをクリックして license_Japanese.rtf を保存

してください。 

3. ダウンロードした license_Japanese.rtf をリッチテキストファイル形式対応ビュー

ア（ワードパッド等）で開き，ライセンス条項を良く読んだ上で同意します。 

4. 1041\sqljdbc_3.0.1301.101_jpn.exe の右にある〔ダウンロード〕ボタンをクリック

してください。 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=A737000D-68D0-4531-B65D-DA0F2A735707�
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=A737000D-68D0-4531-B65D-DA0F2A735707�
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5. ［ファイルのダウンロード － セキュリティの警告］画面が表示されます。任意

のフォルダを選択し，〔保存〕ボタンをクリックして sqljdbc_3.0.1301.101_jpn.exe

を保存してください。 

6. 入手した sqljdbc_3.0.1301.101_jpn.exe をダブルクリックして起動してください。 

7. 自己展開画面が表示されますので［Unzip to folder］に展開先フォルダを入力し，

〔Unzip〕をクリックしてください。なお，AX-Config-Master の定義ファイルは，

展開先フォルダとして以下を指定した場合を想定しています。 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 

展開先フォルダを上記から変更した場合には，AX-Config-Master-Managerの定義

ファイルを変更する必要があります。詳細については，「2.1.7 インストールに

関する注意事項」の (5)を参照してください。 

 

図 2-4 自己展開画面 
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8. ファイルが展開されます。 

図 2-5 ファイル展開画面 

 
 

9. ファイルの展開が完了した後，〔OK〕ボタンをクリックしてください。  

図 2-6 ファイル展開完了画面 

 
 

10. 〔Close〕ボタンをクリックしてください。 

インストールが完了します。 

 

図 2-7 インストール完了画面 
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(4) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Release 
A のインストール 

Server サービスが起動していないとインストールに失敗するため，インストール先の

コンピュータで Server サービスを有効にします。これを行うには，Microsoft ネットワ

ーク用ファイルとプリンタ共有を 初にインストールする必要があります。Windows 

XP ベースのコンピュータ（Windows XP Mode の仮想マシンも含む）の場合では，

Microsoft ネットワーククライアント，Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共

有，および TCP/IP がインストールされているか確認し，インストールされていない場

合には追加でインストールする必要があります。詳細は，次のページを参照してくだ

さい。下記ページの URL は，2013 年 9 月 11 日時点のものです。下記ページがない場

合は，Microsoft サイトから探してください。 

http://support.microsoft.com/kb/829386 

1. 提供ファイル付属の MSDE を実行します。 

［<CD-ROM ドライブ>¥MISC¥MSDE¥MSDE2KA.exe］ 

2. ［使用許諾契約］画面が表示されるので，［同意する］ボタンをクリックします。 

図 2-8 ［使用許諾契約］画面 

 
 

3. ［インストール フォルダ］画面で，インストール先のフォルダを指定し，〔完

了〕ボタンをクリックします。ファイルのインストールが実行されます。 

http://support.microsoft.com/kb/829386�
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図 2-9 ［インストール フォルダ］画面 

 

インストール先のフォルダが存在しない場合，フォルダを作成するか確認するた

めに［PackageForTheWeb］画面が表示されますので，〔はい〕ボタンをクリック

してください。〔いいえ〕ボタンをクリックすると［インストール フォルダ］

画面へ戻りますので，インストール先のフォルダを指定し直してください。 

図 2-10 ［PackageForTheWeb］画面 

 

インストール実行中，インストールの進捗がプログレスバーで表示されます。 

 

図 2-11 インストール進捗画面 

 
4. ［PackageForTheWeb］画面で〔OK〕ボタンをクリックすると，インストールが

終了します。 

図 2-12 ［PackageForTheWeb］画面 

 
5. インストール終了後，Windows の［スタート］メニューの［すべてのプログラム］

－［アクセサリ］－［コマンドプロンプト］を選択します。 

6. ［コマンドプロンプト］画面を開き，インストールしたフォルダの位置まで移動



 80 

し，以下のコマンドを入力してファイルを実行します。 

（例）デフォルトのインストール先の場合 

cd  C:¥MSDERelA 

setup.exe  SECURITYMODE=SQL  BLANKSAPWD=1 

ファイルを実行すると［Microsoft SQL Server Desktop Engine］画面を表示し，イ

ンストールの進捗をプログレスバーで表示します。プログレスバーが右端に到達

するとインストールが終了し，［Microsoft SQL Server Desktop Engine］画面が閉

じます。 

図 2-13 ［Microsoft SQL Server Desktop Engine］画面 

 
7. ［SQL Server ネットワークユーティリティ］を使用して TCP/IP プロトコルを有

効にします。 

（ⅰ）「C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn」配下の

「SVRNETCN.exe」を実行してください。［SQL Server ネットワークユーティリ

ティ］画面を表示します。 

（ⅱ）［SQL Server ネットワークユーティリティ］画面から，［全般］タブを選

択し，［無効になっているプロトコル］から「TCP/IP」を選択して，〔有効〕ボ

タンをクリックします。 

図 2-14 ［SQL Server ネットワークユーティリティ］画面 

 

（ⅲ）〔適用〕ボタンをクリックして，設定を適用します。その際，［SQL Server 
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ネットワークユーティリティ］画面が警告を表示しますので，〔OK〕ボタンをク

リックしてください。 

図 2-15 ［SQL Server ネットワークユーティリティ］画面 

 

（ⅳ）〔OK〕ボタンをクリックして，［SQL Server ネットワークユーティリテ

ィ］画面を終了してください。その際，再度（ⅲ）の［SQL Server ネットワーク

ユーティリティ］画面が警告を表示しますので，〔OK〕ボタンをクリックしてく

ださい。 

8. インストール終了後，PC を再起動してください。 

9. PC 再起動後，コントロールパネルの［管理ツール］-［サービス］から

MSSQLSERVER サービスが起動していることを確認してください。起動していな

い場合，起動してください。 

(5) 差分比較ツールのインストール 

コンフィグレーションの比較で利用する差分比較ツールのインストールを行います。

差分比較ツールは以下のコマンドラインインタフェースで起動できるものであれば，

任意のものを利用可能です（例：Microsoft Corporation の Windiff）。 

 

[コマンドラインインタフェース] 

"差分比較ツール実行ファイル名" 比較ファイル 1 比較ファイル 2 

差分比較ツール実行ファイル名，比較ファイル 1，比較ファイル 2 のそれぞれは

フルパスで記述します。 

 

使用する差分比較ツールのドキュメントに従ってインストールを行ってください。イ

ンストールした差分比較ツールは，プロパティファイルView.propertiesに登録する必要

があります。詳細については，「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定」および「5.4.6 

コンフィグレーションファイルの操作」を参照してください。 
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2.1.4 本製品のインストール方法（AX-Config-Master-Manager） 

(1) セットアップの開始 

setup.exe ファイルのアイコンを選択してインストーラを起動してください。 

図 2-16 setup.exe ファイルのアイコン 

 

(2) セットアップの準備 

［セットアップの準備］画面が表示されます。 

図 2-17 ［セットアップの準備］画面 
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(3) AX-Config-Master-Manager セットアップ 

〔次へ〕ボタンをクリックします。 

図 2-18 ［AX-Config-Master-Manager セットアップ］画面 

 

(4) 使用許諾契約 

［使用許諾契約の全条項に同意します］をチェックして，〔次へ〕ボタンをクリック

してください。使用許諾契約の全条項に同意しない場合はインストールを続けること

はできません。 

図 2-19 ［使用許諾契約］画面 
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(5) インストール可能確認 

製品のインストールキーコードを入力し，〔次へ〕ボタンをクリックします。 

図 2-20 ［インストール可能の確認］画面 

 

(6) ユーザ情報入力 

ユーザ名と会社名の入力画面が表示されるので，ユーザ名と会社名を入力して〔次へ〕

ボタンをクリックします。 

図 2-21 ［ユーザ情報］画面 
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(7) インストール先の選択 

インストール先のフォルダを選択する画面が表示されます。そのままのフォルダで良

い場合，〔次へ〕ボタンをクリックして「(9) プログラムフォルダの選択」へ進んで

ください。インストール先のフォルダを変更したい場合，〔参照〕ボタンをクリック

して「(8) フォルダの選択」へ進んでください。 

図 2-22 ［インストール先の選択］画面 

 

(8) フォルダの選択 

［フォルダの選択］画面が表示されます。インストール先のフォルダを選択して〔OK〕

ボタンをクリックしてください。 

図 2-23 ［フォルダの選択］画面 
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(9) プログラムフォルダの選択 

プログラムフォルダを手動で入力するか，既存のフォルダから選択して〔次へ〕ボタ

ンをクリックしてください。 

図 2-24 ［プログラムフォルダの選択］画面 

 

(10) ファイルコピーの開始 

現在の設定内容を確認して，変更を必要とする場合は〔戻る〕ボタンをクリックして

ください。現在の設定でよい場合は，〔次へ〕ボタンをクリックするとファイルのコ

ピーが開始されます。 

図 2-25 ［ファイルコピーの開始］画面 
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(11) コピー中画面 

［コピー中］画面ではインストールの進捗度がプログレスバーで表示されます。 

図 2-26 ［コピー中］画面 

 

(12) セットアップの完了 

セットアップが完了すると，［InstallShield Wizardの完了］画面が表示されます。デー

タベース構築およびユーザの追加を行うサーバマネージャ(サーバ設定ユーティリテ

ィ)を起動するかどうかを選択し，〔完了〕ボタンをクリックします。データベース構

築につきましては「2.2.3 その他の初期設定 (1) データベース構築」を参照してくだ

さい。 

(a)［起動する］チェックボックスをチェックする場合 

〔完了〕ボタンをクリックするとサーバマネージャが起動されてインストー

ラが終了します。サーバマネージャについては「2.2.3 その他の初期設定」

および「5.11 サーバマネージャ」を参照してください。 

(b)［起動する］チェックボックスをチェックしない場合 

〔完了〕ボタンをクリックすると，そのままセットアップが終了します。サ

ーバマネージャを起動する方法については，「2.2.3 その他の初期設定」お

よび「5.11 サーバマネージャ」を参照してください。 

図 2-27 ［セットアップ完了］画面 
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2.1.5 本製品のインストール方法（AX-Config-Master-View） 

(1) セットアップの開始 

setup.exe ファイルのアイコンを選択してインストーラを起動してください。 

図 2-28 setup.exe ファイルのアイコン 

 

(2) セットアップの準備 

［セットアップの準備］画面が表示されます。 

図 2-29 ［セットアップの準備］画面 
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(3) AX-Config-Master-View セットアップ 

〔次へ〕ボタンをクリックします。 

図 2-30 ［AX-Config-Master-View セットアップ］画面 

 

(4) 使用許諾契約 

［使用許諾契約の全条項に同意します］をチェックして，〔次へ〕ボタンをクリック

してください。使用許諾契約の全条項に同意しない場合はインストールを続けること

はできません。 

図 2-31 ［使用許諾契約］画面 
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(5) インストール可能確認 

製品のインストールキーコードを入力し，〔次へ〕ボタンをクリックします。 

図 2-32 ［インストール可能の確認］画面 

 

(6) ユーザ情報入力 

ユーザ名と会社名の入力画面が表示されるので，ユーザ名と会社名を入力して〔次へ〕

ボタンをクリックします。 

図 2-33 ［ユーザ情報］画面 
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(7) インストール先の選択 

インストール先のフォルダを選択する画面が表示されます。そのままのフォルダで良

い場合，〔次へ〕ボタンをクリックして「(9) プログラムフォルダの選択」へ進んで

ください。インストール先のフォルダを変更したい場合，〔参照〕ボタンをクリック

して「(8) フォルダの選択」へ進んでください。 

図 2-34 ［インストール先の選択］画面 

 

(8) フォルダの選択 

［フォルダの選択］画面が表示されます。インストール先のフォルダを選択して，

〔OK〕ボタンをクリックしてください。フォルダを変更した場合，View.porpertiesフ

ァイルの設定の変更も必要になります。2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定の

(1)View.propertiesファイルの設定の表 2-8の項番１の設定の更新もしてください。 

図 2-35 ［フォルダの選択］画面 
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(9) プログラムフォルダの選択 

プログラムフォルダを手動で入力するか，既存のフォルダから選択して，〔次へ〕ボ

タンをクリックしてください。 

図 2-36 ［プログラムフォルダの選択］画面 

 

(10) ファイルコピーの開始 

現在の設定内容を確認して変更を必要とする場合は，〔戻る〕ボタンをクリックして

ください。現在の設定でよい場合は，〔次へ〕ボタンをクリックするとファイルのコ

ピーが開始されます。 

図 2-37 ［ファイルコピーの開始］画面 
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(11) コピー中画面 

［コピー中］画面では，インストールの進捗度がプログレスバーで表示されます。 

図 2-38 ［コピー中］画面 

 

(12) セットアップの完了 

セットアップが完了すると，［InstallShield Wizard の完了］画面が表示されます。

AX-Config-Master-ViewをAX-Config-Master-Managerと同一のマシンにインストールし

た場合と，別のマシンにインストールした場合で，［InstallShield Wizard の完了］画面

の内容が以下のように異なります。 

AX-Config-Master-ViewをAX-Config-Master-Managerと同一のマシンへインストールし

た場合，〔完了〕ボタンをクリックしてインストーラを終了します。 

図 2-39 ［セットアップ完了］画面(同一のマシンへインストール) 

 

AX-Config-Master-Managerと異なるマシンへインストールした場合，データベース構築

およびユーザの追加を行うサーバマネージャ(サーバ設定ユーティリティ)を起動する

かどうかを選択し，〔完了〕ボタンをクリックします。データベース構築につきまし

ては「2.2.3 その他の初期設定 (1) データベース構築」を参照してください。 

(a)［起動する］チェックボックスをチェックする場合 

〔完了〕ボタンをクリックするとサーバマネージャが起動されてインストー
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ラが終了します。サーバマネージャについては「2.2.3 その他の初期設定」

および「5.11 サーバマネージャ」を参照してください。 

(b)［起動する］チェックボックスをチェックしない場合 

〔完了〕ボタンをクリックすると，そのままセットアップが終了します。サ

ーバマネージャを起動する方法については，「2.2.3 その他の初期設定」お

よび「5.11 サーバマネージャ」を参照してください。 

図 2-40 ［セットアップ完了］画面(異なるマシンへインストール) 

 

 

 



 95

2.1.6 本製品のバージョンアップ 

本製品のバージョンアップを行うにあたり，以下の注意事項があります。バージョンア

ップを実施する前に内容を参照し，問題ないことを確認してください。 

［注意事項］ 

本製品ではバージョンダウンをサポートしておりません。そのため，バージョンアッ

プを実施する前には必ずデータベースおよびコンフィグレーションファイル，定義フ

ァイル，管理DBのバックアップを実施してください。データベースのバックアップ方

法については，「5.12 データの移行とバックアップ」を参照してください。また，管

理DBのバックアップ方法については，「2.2.3 その他初期設定 (3)管理DBのバックア

ップ・リストア」を参照してください。バージョンアップ実施後にバージョンアップ

実施前のバージョンに戻す（バージョンダウンする）必要がある場合，本製品の旧バ

ージョンを再インストールする形で復旧する必要があります。データベースを削除し，

本製品をアンインストールしてから，本製品の旧バージョンをインストールし，管理

DBのリストアおよびデータベースのリストアを行います。 

また，このインストーラを使用して対象のソフトウェアをバージョンアップするユー

ザは，インストールと同様に OS のユーザ権限として管理者権限を持っていることが必

要です。必要な権限を持っていない場合，エラーメッセージを表示して終了します。 

 

問題ないことを確認できたら以下の手順でバージョンアップを実施します。 

(1) 既に本製品の旧バージョン（3.7 以前，Update バージョンの付いたものも含まれる）

がインストールされている環境を，本製品の本バージョン 3.8（ここでは新バージョ

ンとします）でバージョンアップする場合は，必ず次の手順に従って実施してくださ

い。なお，本バージョン 3.8 には Update バージョンの付いたものも含まれます。 

(a) 既存環境の旧バージョンのデータベースの内容を新バージョンインストール後

に引き継ぐ場合，まず既存環境の旧バージョンでデータベースのバックアップを

取得します。バックアップ方法については，「5.12 データの移行とバックアップ」

を参照してください。本手順に従わなかった場合，データベースが使用不可能に

なります。また，Windowsエクスプローラを利用して，「2.2.1 

AX-Config-Master-Managerの初期設定」および「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初

期設定」で説明されているプロパティファイル（*.properties），定義ファイル

（*.ini）をコピーし，バックアップします。 

(b) 次に既存環境の旧バージョンでデータベースの削除を行います。削除方法につい
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ては，「5.11.2 データベース操作 (4) データベースの削除」を参照してください。 

(c) 既存環境の旧バージョンの AX-Config-Master をアンインストールします。アン

インストールは AX-Config-Master-View，AX-Config-Master-Manager の順序で行

います。 

(d) 使用しているJava Runtime Environmentのバージョンが5.0または6の場合，Java 

SE Runtime Environment 7 へバージョンアップします。Java SE Runtime 

Environmentのバージョンアップは，AX-Config-Master-Manager，

AX-Config-Master-Viewがインストールされているそれぞれのマシンで実行する

必要があります。Java SE Runtime Environment 7 のインストール方法について

は，「2.1.3 前提ソフトウェアのインストール (1) Java SE Runtime Environmentの

インストール」を参照してください。 

(e) アンインストールした旧バージョンのAX-Config-Masterが 3.5 以前（Updateバー

ジョンの付いたものも含まれる）の場合，AX-Config-Master-Managerで利用する

JDBCドライバをバージョンアップします。JDBCドライバのバージョンアップは

AX-Config-Master-Managerがインストールされたマシンでのみ実行します。JDBC

ドライバのインストール手順については，「2.1.3 前提ソフトウェアのインスト

ール (2) Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 のインストール」を参照してく

ださい。 

(f) 新バージョンの AX-Config-Master をインストールします。インストールは

AX-Config-Master-Manager，AX-Config-Master-View の順序で行います。(a)でバ

ックアップしたプロパティファイルおよび定義ファイルを利用して，インストー

ル後の設定も行います。詳細については，本章と次章を参照してください。 

(g) 既存環境の旧バージョンのデータベースを引き継ぐ場合，(a)でバックアップし

たデータベースをリストアします。リストア方法については，「5.12 データの移

行とバックアップ」を参照してください。 

(h) (f)でリストアした旧バージョンのデータベースを新バージョン用に移行します。

移行方法については，「5.11.2 データベース操作 (5) データベースの移行」を参

照してください。 
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2.1.7 インストールに関する注意事項 

(1) このインストーラを使用して対象のソフトウェアをインストールするユーザは，OS

のユーザ権限として管理者権限を持っていることが必要です。必要な権限を持ってい

ない場合，エラーメッセージを表示して終了します。 

(2) 既に本製品（バージョン 3.8（Update バージョンも含む））がインストールされてい

る環境に本製品（同バージョン）を上書きインストールする場合は，必ず次の手順に

従って実施してください。なお，AX-Config-Master-ManagerとAX-Config-Master-View

を別のマシンにインストールしている場合，以下の手順におけるデータベースのバッ

クアップ／リストア，およびデータベースの削除は，AX-Config-Master-Manager がイ

ンストールされたマシンでのみ実行します。 

(a) 既存環境のデータベースの内容を上書きインストール後に引き継ぐ場合，データ

ベースのバックアップを取得します。バックアップ方法については，「5.12 デー

タの移行とバックアップ」を参照してください。本手順に従わなかった場合，デ

ータベースが使用不可能になります。 

(b) データベースの削除を行います。削除方法については，「5.11.2 データベース操

作 (4) データベースの削除」を参照してください。 

(c) 上書きインストールを実施します。インストール後の設定も行います。詳細につ

いては，本章と次章を参照してください。 

(d) 上書きインストール前のデータベースを引き継ぐ場合，(b)でバックアップした

ータベースをリストアします。リストア方法については，「5.12 データの移行と

バックアップ」を参照してください。 

(3) AX-Config-Master-View がインストールされているマシンに後から

AX-Config-Master-Manager をインストールすることはできません。また，既に

AX-Config-Master-Manager および AX-Config-Master-View を同一マシン，または別マ

シンにインストール済みの状況で，インストール形態の変更（同一マシン→別マシン，

別マシン→同一マシン）を行う場合には，製品のアンインストールおよびインストー

ルの順序に注意してください。その場合には，まず AX-Config-Master-View をアンイ

ンストールしてから AX-Config-Master-Manager をインストールし，再度

AX-Config-Master-View をインストールする必要があります。 
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(4) Java SE Runtime Environment をインストールまたはバージョンアップした際，イン

ストールまたはバージョンアップした Java SE Runtime Environment に合わせて，

AX-Config-Master-Manager および AX-Config-Master-View の定義ファイルを変更し

てください。変更が必要な定義ファイルおよび定義項目は以下になります。 

[AX-Config-Master-Manager の場合] 

定義ファイル <TARGETDIR>\Manager\bin\SMService.ini 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

定義項目 CommandLine 

Java SE Runtime Environment のインストール先ディレクトリ（変更した場合）に

合わせて下線部を変更します。 

（製品出荷状態の場合） 

 

 

 

[AX-Config-Master-View の場合] 

定義ファイル <TARGETDIR>\nfm.ini 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-View インストールディレクトリ 

定義項目 DesignToolProcessStartCmdLine 

Java SE Runtime Environment のインストール先 

ディレクトリ（変更した場合）に合わせて下線部を変更します。 

（製品出荷状態の場合） 

 

 

 

 

 

(5) JDBC ドライバをインストールまたはバージョンアップした際，インストールまたはバ

[Manager] 

CommandLine="C:¥Program Files¥Java¥jre7¥bin¥java.exe" -Xrs -Xmx512m (以下
略) 

           ： 

           ： 

[DesignTool] 

DesignToolProcessStartCmdLine="C:¥Program Files¥Java¥jre7¥bin¥java.exe" 

（以下略） 
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ージョンアップした JDBC ドライバに合わせて，AX-Config-Master-Manager の定義フ

ァイルを変更してください。変更が必要な定義ファイルおよび定義項目は以下になり

ます。 

[AX-Config-Master-Manager の定義] 

定義ファイル <TARGETDIR>\Manager\bin\SMService.ini 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

定義項目 CommandLine 

インストールした JDBC ドライバのインストール先ディレクトリ（変更した場

合）に合わせて下線部を変更します。なお，定義項目 CommandLine は 1 行で記

述します。 

（製品出荷状態の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Manager] 

CommandLine="C:¥Program Files¥Java¥jre7¥bin¥java.exe" -Xrs -Xmx512m -cp 
".;C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0¥sqljdbc_3.0¥jpn¥ 
sqljdbc4.jar;C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-Manager¥ON-API¥ 
on-api.jar;C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-Manager¥ON-API¥ 
commons-discovery-0.2.jar;C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-Manager¥ 
ON-API¥commons-logging-1.0.4.jar;C:¥Program Files¥Alaxala¥ 
AX-Config-Master-Manager¥ON-API¥log4j-1.2.8.jar;C:¥Program Files¥Alaxala¥ 
AX-Config-Master-Manager¥ON-API¥wsdl4j-1.5.1.jar;C:¥Program Files¥Alaxala¥ 
AX-Config-Master-Manager¥Manager¥lib¥oan-mgr.jar;" 
net.alaxala.oan.manager.statemanagement.initialandfinalprocess.ManagerMain 
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2.2 インストール後の設定 

インストール後に必要な設定を次に示します。 

2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定 

(1) manager.properties ファイルの設定 

AX-Config-Master-Manager はプロパティファイルとして manager.properties を参照しま

す。プロパティファイルは AX-Config-Master-Manager 起動時に読み込まれます。起動

中に設定を変更した場合は，次回起動時に変更内容が反映されます。 

プロパティファイルの設定項目の一覧を「表 2-7 manager.properties ファイルの設定」

に示します。 

項番 7 のポート番号 9696 および項番 8 のポート番号 9697 は，すでに他のアプリケー

ションで使用されている場合は，他の番号を指定してください。またこの場合，

designapi.properties の設定も併せて変更してください(「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの

初期設定の (3) designapi.propertiesファイルの設定」を参照)。 

項番 1 のDB_URLのデータベース名は，サーバマネージャでデータベースを登録する

際に指定する値と同じにする必要があります。詳細については，「5.11.2 データベー

ス操作」を参照してください。 

AX-Config-Master は管理用の VLAN として VLAN 1000 を使用します。以下の場合等

で既に VLAN 1000 を使用しており， 

・既に VLAN 1000 を使用している装置を AX-Config-Master へ接続する必要がある 

・事前設計で，装置に対し，装置 VLAN として VLAN 1000 を割り当てる必要がある 

・VLAN 1000 が定義されているコンフィグレーションファイルを AX-Config-Master

へ反映（LocalConfig→ManagerConfig）する必要がある 

AX-Config-Master の管理 VLAN 用に VLAN 1000 を使用できない場合には，

manager.properties ファイルに以下の行を追記して管理 VLAN ID を変更して下さい。 

MANAGE_VLAN_NO=nnnn 

(nnnn に変更後の管理 VLAN ID を 2～4095 の範囲で指定します。なお，管理 VLAN ID

の上限値の詳細については「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN

機能編)」を参照してください。) 

管理VLAN変更はAX-Config-Master-Managerインストール完了後，OSの再起動を行う前，
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またはAX-Config-Master-Manager初回起動前に行ってください。

AX-Config-Master-Manager起動後に管理VLANを変更するには，データベースの再作成

およびトポロジの再設計，装置の再検出が必要になります。変更の手順については，

「7.1 トラブル発生時の対応 (13) 管理VLAN」を参照してください。 

AX-Config-Master-Manager をインストールしたマシンに IP アドレスが複数設定されて

いる場合※1 は，manager.properties ファイルに，AX-Config-Master-Manager 用の IP ア

ドレスを明示的に指定する必要があります。この場合は，manager.properties ファイル

に以下の行を追記して IP アドレスを指定してください。 

MANAGER_IP_ADDRESS=nnn.nnn.nnn.nnn 

(nnn.nnn.nnn.nnn に使用する IPv4 アドレスを記述します。なお，local host アドレス

127.0.0.1 は指定できません。) 

AX-Config-Master-Viewからの操作で複数のVLAN定義を扱う場合，設定する内容によ

っては処理に時間がかかり，タイムアウトによるエラーが発生することがあります。

この場合，以下の値を追加することでタイムアウトによるエラーを抑止することがで

きます。この値を変更した場合，designapi.properties の設定も併せて変更してください

(「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定の (3) designapi.propertiesファイルの設定」

を参照)。 

DEMAND_WAIT_TIME=210000 

(210000 はデフォルトの値になります。運用時に上記のようなタイムアウトによるエラ

ーが発生するような場合はこの値を大きい値に変更してください。) 

なお，manager.properties ファイルのフルパス名は次のとおりです。 

<TARGETDIR>\Manager\lib 

  （例）C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\Manager\lib 

注※1  AX-Config-Master-Manager をインストールしたマシンにネットワークインタ

フェースカードが実装されており，ネットワークインタフェースに対して割り当てら

れた IP アドレスの個数の合計が 2 個以上の場合。IP アドレスの個数は IPv4 アドレス

127.0.0.1 を除いた，以下の IP アドレスが個数の対象になります。 

 ・IPv4 アドレス 

 ・IPv6 アドレス(IPv6 プロトコルをインストール済みの場合) 
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表 2-7 manager.properties ファイルの設定 

項番 プロパテ

ィ名 
説明 値 初期値 

1 DB_URL DB の URL DB の URL を，1024 文字

以内の半角英数字で指定

します。下線部のデータ

ベース名をサーバマネー

ジャで指定したSQLデー

タベース名と合わせてく

ださい。
jdbc:sqlserver://localhost:1
433;databaseName=WFM
DB 

jdbc:sqlserver://lo
calhost:1433;data
baseName=WFM
DB  

2 DB_DRI
VER_NA
ME 

DB のドライバ名 DB のドライバ名を，1024
文字以内の半角英数字で

指定します。 
 

com.microsoft.sql
server.jdbc.SQLS
erverDriver 

3 KEEP_A
LIVE_RE
TRY 

装置への生存確

認リトライ回数 
装置への生存確認が NG
となった場合のリトライ

回数を，0～2147483647
の範囲で指定します。 
0 を指定した場合はリト

ライを行いません。 

1 

4 KEEP_A
LIVE_IN
TERVAL 

装置への生存確

認送信間隔

［msec］ 

装置への生存確認送信間

隔［msec］を，0～
2147483647の範囲で指定

します。 

30000 

5 RETRY_
TO_NOD
E 

装置への要求リ

トライ回数 
装置への要求リトライ回

数を，0～2147483647 の

範囲で指定します。 
0 を指定した場合はリト

ライを行いません。 

5 

6 TIMEOU
T 

装置からの TCP
応答待ちタイム

アウト時間

［msec］ 

装置からのTCP応答待ち

タイムアウト時間

［msec］を，0～
2147483647の範囲で指定

します。 

30000 

7 DEMAN
D_PORT_
NUMBER 

応答待ち受けポ

ート 
AX-Config-Master-Manag
er が
AX-Config-Master-View
からの要求待ち受けに使

用するポート番号を，

1024～65535 の範囲で指

定します。 

9696 

8 NOTIFY_
PORT_N
UMBER 

通知情報待ち受

けポート 
AX-Config-Master-View
が
AX-Config-Master-Manag
er からの通知情報待ち受

けに使用するポートを，

9697 
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1024～65535 の範囲で指

定します。 
9 TRACE_

LOG_ON
OFF 

動作ログ出力

ON/OFF 指定 
動作ログを出力するかど

うかを指定します。"on"
に設定するとログが出力

され，"off"に設定すると

ログは出力されません。 

on 

10 TRACE_
LOG_RO
TATE_SI
ZE 

動作ログファイ

ルの 大サイズ 
動作ログファイルの 大

サイズを MB 単位で指定

します。指定した値でロ

グファイルのローテーシ

ョンを行います。 
0 を指定した場合は

TRACE_LOG_ONOFF の

設定にかかわらず動作ロ

グは出力されません。 

8 

11 TRACE_
LOG_KE
EP_AMO
UNT 

動作ログファイ

ルの 大保存数 
動作ログファイルを保存

する 大のファイル数を

指定します。ディレクト

リ内の動作ログファイル

の数が指定より多くなっ

た場合は古いファイルか

ら順に削除されます。 

50 

12 TRACE_
LOG_LE
VEL 

動作ログ出力レ

ベル 
プログラムの中で指定し

た動作ログの出力レベル

がこのプロパティで指定

した値と同じか高い場合

にログを出力します。ロ

グ出力レベルは高い順に

次の 4 つがあります。 
• ERROR 
• WARN 
• DEBUG 
• INFO 

INFO 

13 MESSAG
E_LOG_
ONOFF 

メッセージ送受

信ログ出力

ON/OFF 指定 

メッセージ送受信ログを

出力するかどうかを指定

します。"on"に設定する

とログが出力され，"off"
に設定するとログは出力

されません。 

on 

14 MESSAG
E_LOG_
ROTATE
_SIZE 

メッセージ送受

信ログファイル

の 大サイズ 

メッセージ送受信ログフ

ァイルの 大サイズを

MB 単位で指定します。

指定した値でログファイ

ルのローテーションを行

います。 
0 を指定した場合は
MESSAGE_LOG_ONOFF
の設定にかかわらずメッ

セージ送受信ログは出力

されません。 

8 
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15 MESSAG
E_LOG_
KEEP_A
MOUNT 

メッセージ送受

信ログファイル

の 大保存数 

メッセージ送受信ログフ

ァイルを保存する 大の

ファイル数を指定しま

す。ディレクトリ内のメ

ッセージ送受信ログファ

イルの数が指定より多く

なった場合は古いファイ

ルから順に削除されま

す。 

50 

(2) on-api.properties ファイルの設定 

on-api.properties ファイルのフルパス名は次のとおりとなります。 

<TARGETDIR>\Manager\lib 

（例）C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\Manager\lib 

このファイルの設定はデフォルト値で使用しますが，ディスクの空き容量が不足して

いる場合にはログファイルに関する定義値を小さくしてください。ログファイルに関

する定義値は manager.properties の説明を参照してください。 

2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定 

(1) View.properties ファイルの設定 

View.properties ファイルでは次の表に示す項目を設定します。 

なお，View.properties ファイルのフルパス名は次のとおりとなります。 

<TARGETDIR>\View\lib\View.properties 

（例）C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-View\View\lib\View.properties 

表 2-8 View.properties ファイルの設定 

項番 プロパティ

名 
プロパティ

の説明 
設定する値 初期値 

1 IMPORT_CS
VFILE 

トポロジ情

報入力ファ

イル名 

AX-Config-Master-Manager
が管理するトポロジデー

タを CSV ファイルとして

入力する際の CSV ファイ

ル名をフルパスで指定し

ます。

AX-Config-Master-View の

インストール先を変更し

た場合には，指定項目の以

下の下線部を変更してく

ださい。 
C:\\Program 

C: \\Program 
Files\\Alaxala\\

AX-Config-Master

-View\\data\\Imp

ortfiles\\Import

.csv 
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Files\\Alaxala\\AX-Conf

ig-Master-View\\data\\I

mportfiles\\Import.csv 

なお，パスセパレータであ

る¥記号は 2 個重ねて指定

します。 
2 SERVER_P

ORT_FOR_
NI2 

要求待ち受

けポート番

号 

AX-Config-Master-View 内

で画面表示要求，終了要

求，シンボル位置保存要求

の通信を行うための待ち

受けポート番号を指定し

ます。 

9684 

3 StatusPollInt
erval 

イベント監

視間隔 
AX-Config-Master-View が
AX-Config-Master-Manager
に対してイベントの発生

をチェックする時間間隔

(単位：秒)を指定します。 

2 

4 MaxEntry イベント保

持件数 
イベント 大保持件数を

指定します。 
30000 

5 MAX_BLOC
K_TIME 

要求待ち受

けタイムア

ウト時間 

AX-Config-Master-View 内

で画面表示要求，終了要

求，シンボル位置保存要求

の通信を行う際に使用す

る，要求の待ち受けタイム

アウト時間(単位：秒)を指

定します。 

2 

6 OPERATIO
N_LOG_DIR 

動作ログ格

納ディレク

トリ 

動作ログの出力先ディレ

クトリを指定します。 
Logs 

7 OPERATIO
N_LOG_ON
OFF 

動作ログ出

力 ON/OFF
指定 

動作ログを出力するかど

うかを指定します。"on"に
設定するとログが出力さ

れ，"off"に設定するとログ

は出力されません。 

On 

8 OPERATIO
N_LOG_RO
TATE_SIZE 

動作ログフ

ァイルの

大サイズ 

動作ログファイルの 大

サイズを MB 単位で指定

します。指定した値でログ

ファイルのローテーショ

ンを行います。指定できる

値は，0～16 です。 
0 を指定した場合は
OPERATION_LOG_ONOF
F の設定にかかわらず動

作ログは出力されません。 

10 

9 OPERATIO
N_LOG_KE
EP_AMOUN
T 

動作ログフ

ァイルの

大保存数 

動作ログファイルを保存

する 大のファイル数を

指定します。ディレクトリ

内の動作ログファイルの

数が指定より多くなった

場合は，古いファイルから

順に削除されます。 

50 
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10 OPERATIO
N_LOG_LE
VEL 

動作ログ出

力レベル 
プログラムの中で指定し

た動作ログの出力レベル

がこのプロパティで指定

した値と同じか高い場合

にログを出力します。ログ

出力レベルは高い順に次

の四つがあります。 
• ERROR 
• WARN 
• DEBUG 
• INFO 

INFO 

11 DIFF_COM
MAND 

コンフィグ

レーション

比較アプリ

ケーション

の設定 

［コンフィグレーショ

ン］画面で〔比較〕ボタン

押下時に起動する，差分比

較ツールの起動コマンド

ライン文字列を指定しま

す。 
差分比較ツールのインス

トール先をフルパスで指

定します。 
差分比較ツールのインス

トール先が異なる，または

差分比較ツールを変更す

る場合にはこの指定項目

の下線部を変更してくだ

さい。 
 
"C:\\Program 

Files\\Support 

Tools\\windiff.exe" %LE

FT_FILE% %RIGHT_FILE% 
 
なお，パスセパレータであ

る¥記号は 2 個重ねて指定

します。 

"C:\\Program 

Files\\Support 

Tools\\windiff.e

xe" %LEFT_FILE% 

%RIGHT_FILE% 

12 TEMP_DIRE
CTORY 

テンポラリ

ディレクト

リ指定 

コンフィグレーション取

得，またはコンフィグレー

ション比較時に使用する

テンポラリディレクトリ

をフルパスで指定しま

す。AX-Config-Master-View
のインストール先を変更

した場合には，この指定項

目の下線部を変更してく

ださい。 
 
C:\\Program 

Files\\Alaxala\\AX-Conf

ig-Master-View\\View\\l

ib\\temp\\ 
 
なお，パスセパレータであ

C:\\Program 

Files\\Alaxala\\

AX-Config-Master

-View\\View\\lib

\\temp\\ 
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る¥記号は 2 個重ねて指定

します。 

(2) nfm.ini ファイルの設定 

nfm.ini ファイルでは次の表に示す項目を設定します。 

なお，nfm.ini ファイルのフルパス名は次のとおりとなります。 

<TARGETDIR>\nfm.ini 

（例）C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-View\nfm.ini 

(a) ［DesignTool］セクション 

表 2-9 nfm.ini ファイルの設定 

項番 プロパティ

名 
プロパティ

の説明 
設定する値 初期値 

1 DesignToolP
rocessStartC
mdLine 

AX-Config-M
aster-View(Ja
va)起動コマ

ンドライン

文字列 

AX-Config-Master-View(Ja
va)を起動するためのコマ

ンドライン文字列を指定

します。 
前提ソフトウェアのイン

ストール先を変更した場

合，コマンドライン文字列

内の対応する部分を変更

してください。 
• Java SE Runtime 

Environment のインスト

ール先を変更した場

合： 
C:\Program 

Files\Java\jre7 
 
• AX-Config-Master-View

のインストール先を変

更した場合： 
C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config

-Master-View 

"C:\Program 
Files\Java\jre7\

bin\java.exe" 

-cp " C:\Program 

Files\Alaxala\AX

-Config-Master-V

iew\View\lib\des

ignapi.jar; 
C:\Program 

Files\Alaxala\AX

-Config-Master-V

iew\View\lib\Vie

w.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX

-Config-Master-V

iew\View\lib" 

net.alaxala.oan.

view.common.View

Main 

2 DesignToolP
rocessPort 

AX-Config-M
aster-View(Ja
va)要求待ち

受け通信ポ

ート番号 

AX-Config-Master-View(Ja
va)の要求待ち受け通信ポ

ート番号を指定します。定

義ファイル View.properties
の定義
SERVER_PORT_FOR_NI2
と同じ値を指定してくだ

さい。 

9684 

3 DesignToolT
imeout 

AX-Config-M
aster-View(Ja
va)応答受信

タイムアウ

AX-Config-Master-View(Ja
va)からの応答を受信する

際のタイムアウト時間(単
位：秒)を指定します。 

480 
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ト 
4 ShowStatusIc

on 
状態アイコ

ンを表示す

るかどうか 

状態アイコンを表示する

場合には 1 を指定しま

す。状態アイコンを表示し

ない場合には 1 以外を指

定します。 

なし（状態アイコ

ンを表示する） 

 

(3) designapi.properties ファイルの設定 

AX-Config-Master-Manager は AX-Config-Master-View に API を提供します。API は，プ

ロパティファイルとして designapi.properties を参照します。プロパティファイルは

AX-Config-Master-View 起動時に読み込まれます。起動中に設定を変更した場合は次回

起動時に変更内容が反映されます。 

プロパティファイルの設定項目の一覧を次の表に示します。 

項番 1 の設定値は変更しないでください。項番 2 の値は manager.properties で

DEMAND_WAIT_TIMEの値を設定した場合のみ変更するようにしてください。また，

項番 2 の値は DEMAND_WAIT_TIME の値は同じ値を設定してください。項番 3 のポ

ート番号 9697 および項番 4 のポート番号 9696 が，すでに他のアプリケーションで使

用されている場合には他の番号を指定してください。 

なお，designapi.properties ファイルのフルパス名は次のとおりとなります。 

<TARGETDIR>\View\lib 

（例）C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-View\View\lib 

 

表 2-10 designapi.properties ファイルの設定 

項番 プロパティ名 説明 値 初期値 
1 KEY_NOTIFY_WAIT

_TIME 
AX-Config-Master-Man
ager からの通知情報受

信ソケットの操作をブ

ロックするタイムアウ

ト時間(SO_TIMEOUT
値)［msec］ 

0～2147483647 210000 

2 KEY_REMAND_WAI
T_TIME 

AX-Config-Master-Man
ager からの応答受信ソ

ケットの操作をブロッ

クするタイムアウト時

間(SO_TIMEOUT 値)
［msec］ 

0～2147483647 210000 

3 KEY_NOTIFY_PORT AX-Config-Master-Man
ager からの通知情報受

信ポート 

1024～65535 9697 
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4 KEY_REMAND_REM
OTE_PORT 

AX-Config-Master-Man
ager からの応答受信ポ

ート 

1024～65535 9696 

5 KEY_KEEP_ALIVE_
REMOTE_PORT 

AX-Config-Master-Man
ager からの生存確認受

信ポート 

1024～65535 9699 
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2.2.3 その他の初期設定 

サーバマネージャを利用して，データベース構築とユーザ登録を行います。 

(1) データベース構築 

AX-Config-Master で利用するデータベースを構築します。データベース構築は必ず行

う必要があります。 

AX-Config-Master-ManagerとAX-Config-Master-Viewを別のマシンにインストールする

場合，AX-Config-Master-Manager インストールマシン上，AX-Config-Master-View イ

ンストールマシン上のそれぞれで１回ずつ行います。 

AX-Config-Master-ManagerとAX-Config-Master-Viewを同一のマシンにインストールす

る場合，AX-Config-Master-Manager をインストールする際に１回だけ行います。 

データベース構築の方法は，「5.11.2 データベース操作」を参照してください。 

(2) ユーザ登録 

AX-Config-Master を利用するユーザを登録します。ユーザ登録では 低１ユーザは必

ず登録してください。ユーザ登録は AX-Config-Master-Manager をインストールしたマ

シンで実行します。ユーザ登録で設定した内容は AX-Config-Master-Manager のデータ

ベースに格納されます。データベースをリストアすると，バックアップ時点のユーザ

登録状況に戻りますので，ユーザ登録後，データベースのバックアップを行うことを

推奨します。 

ユーザ登録の方法は，「5.11.3 ユーザ設定」を参照してください。 

(3) 管理 DB のバックアップ・リストア 

データベース構築で設定した情報は AX-Config-Master-Manager および

AX-Config-Master-View の管理 DB 内に保存されます。管理 DB 破壊時に復旧できるよ

う，バックアップを行います。 

管理 DB は次のファイルに格納されます。 

<TARGETDIR>\SVData\managedb\svmanage.mdb 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

および AX-Config-Master-View インストールディレクトリ 

（例）C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager および 

C:\Program Files\Alaxala\AX-Config-Master-View 
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(a) バックアップ手順 
AX-Config-Master-View の停止 

AX-Config-Master-View が起動している場合，メニューバーから［ファイル］-［シ

ステムの終了］を選択し，AX-Config-Master-View を停止します。 

サーバマネージャの停止 

サーバマネージャが起動している場合，［閉じる(C)］ボタンを選択し，サーバマ

ネージャを停止します。 

AX-Config-Master-View サーバ機能サービスの停止 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，NFMServer サー

ビスを停止します。 

管理 DB ファイルのバックアップ 

管理 DB ファイルを Windows のエクスプローラでコピー(複製)し，バックアップ

ファイルを作成します。作成した管理 DB のバックアップファイルは大切に保管

してください。 

(b) リストア手順 
1. AX-Config-Master-View の停止 

AX-Config-Master-View が起動している場合，メニューバーから［ファイル］-［シ

ステムの終了］を選択し，AX-Config-Master-View を停止します。 

サーバマネージャの停止 

サーバマネージャが起動している場合，［閉じる(C)］ボタンを選択し，サーバマ

ネージャを停止します。 

AX-Config-Master-View サーバ機能サービスの停止 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，NFMServer サー

ビスを停止します。 

管理 DB ファイルのリストア 

Windows のエクスプローラを利用し，管理 DB のバックアップファイルで管理 DB

ファイルを上書きします。管理 DB ファイルのバックアップは，

AX-Config-Master-Manager 用は AX-Config-Master-Manager へ，

AX-Config-Master-View 用は AX-Config-Master-View へ正しくリストアしてくださ

い。 

AX-Config-Master-View サーバ機能サービスの起動 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，NFMServer サー

ビスを起動します。 
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3. アンインストール 

この章では，本システムのアンインストール手順について説明します。 

3.1 アンインストール 
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3.1 アンインストール 

3.1.1 アンインストールの流れ 

インストーラでインストールした製品は次の方法でアンインストールできます。 

［方法 1］ 

本製品のプログラムグループから［AX-Config-Master-Manager の削除］アイコン

(AX-Config-Master-Manager の場合)，または［AX-Config-Master-View の削除］ア

イコン(AX-Config-Master-View の場合)を選択して，アンインストールします。 

図 3-1［AX-Config-Master-Manager の削除］アイコン 

  
図 3-2［AX-Config-Master-View の削除］アイコン 
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［方法 2］ 

コントロールパネルの［プログラムの追加と削除］アプレットから

［AX-Config-Master-Manager］アイテム(AX-Config-Master-Manager の場合)，また

は［AX-Config-Master-View］アイテム(AX-Config-Master-View の場合)を選択し，

〔削除〕ボタンをクリックしてアンインストールします。 

図 3-3［プログラムの追加と削除］アプレット 

クリック

 

製品のアンインストールは以下の順序で行います。 

(1) AX-Config-Master-View 

(2) AX-Config-Master-Manager 

3.1.2 アンインストール実施ユーザの権限 

アンインストールは，Administrator 権限のあるユーザで行ってください。 

Windows XP Mode の AX-Config-Master をアンインストールする場合には，デフォルト

のユーザである XPMUser を利用するか，別途 Administrator 権限を保持するユーザを

作成して利用してアンインストールを行ってください。 
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3.1.3 アンインストール方法（AX-Config-Master-View） 

(1) アンインストールの準備 

まず，アンインストールの準備として以下を行います。 

・データベースの削除 

AX-Config-Master-ManagerおよびAX-Config-Master-Viewが別マシンにインストー

ルされている場合，サーバマネージャを利用してデータベースを削除します。実

施手順については「5.11.2 データベース操作」を参照してください。

AX-Config-Master-ManagerおよびAX-Config-Master-Viewが同一マシンにインスト

ールされている場合には，AX-Config-Master-Managerのアンインストール作業の

中で実施します。 

・定義ファイルのバックアップ 

必要に応じて，定義ファイルのバックアップを行います。バックアップ対象のフ

ァイルは「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定」を参照してください。Windows

エクスプローラなどを利用し，定義ファイルを任意の保存場所にコピーします。 

 

次に，〔方法１〕または〔方法２〕を実行すると，セットアップ準備画面が表示され

ます。 

〔方法１〕 

Windows の［スタート］メニューの［すべてのプログラム］－ 

［Open Autonomic Networking］-［AX-Config-Master-View］フォルダ 

の［AX-Config-Master-View の削除］アイコンを選択します。 

なお，インストール時にデフォルトと異なるプログラムフォルダ名を選択した場

合には，上記 

［Open Autonomic Networking］-［AX-Config-Master-View］ 

の部分を指定したプログラムフォルダ名に読み替えてください。 

〔方法 2〕 

Windows の［スタート］メニューの［コントロールパネル］-［プログラムの追加

と削除］アプレットから［AX-Config-Master-View］を選択し，［削除］ボタンを

クリックします。 
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図 3-4 ［セットアップ準備］画面 

 

(2) 削除確認画面 

削除確認を行います。 

図 3-5 ［削除確認］画面 

 

表 3-1 ボタン 

ボタン名 説明 
〔はい〕ボタン ［アンインストール中］画面が表示され，アンインス

トールが開始されます。 
〔いいえ〕ボタン アンインストールを終了します。 
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(3) アンインストール中画面 

アンインストールの状況が表示されます。 

図 3-6 ［アンインストール中］画面 

 

(4) アンインストール完了画面 

［アンインストール完了］画面が表示されます。〔完了〕ボタンをクリックすると，

アンインストールが終了します。アンインストールしたファイルには OS 再起動時に

削除されるものもあります。アンインストール完了画面で「はい、今すぐコンピュー

タを再起動します。」を選択した上で〔完了〕ボタンをクリックするか，「いいえ、

あとでコンピュータを再起動します。」を選択した上で〔完了〕ボタンをクリックし，

一度アンインストーラを終了したあと，手動で OS を再起動してファイルの削除を行

ってください。 

図 3-7 ［アンインストール完了］画面 
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3.1.4 アンインストール方法（AX-Config-Master-Manager） 

(1) アンインストールの準備 

まず，アンインストールの準備として以下を行います。 

・データベースのバックアップ 

必要に応じて，データベースのバックアップを行います。実施手順については

「5.12 データの移行とバックアップ」を参照してください。本作業は

AX-Config-Master-Managerがインストールされているマシンのみ実施します。 

・データベースの削除 

サーバマネージャを利用してデータベースを削除します。実施手順については

「5.11.2 データベース操作」を参照してください。本作業は必ず実施してくださ

い。 

・定義ファイルのバックアップ 

必要に応じて，定義ファイルのバックアップを行います。バックアップ対象のフ

ァイルは「2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定」を参照してください。

Windowsエクスプローラなどを利用し，定義ファイルを任意の保存場所にコピー

します。 

 

次に，〔方法１〕または〔方法２〕を実行すると，セットアップ準備画面が表示され

ます。 

〔方法１〕 

Windows の［スタート］メニューの［すべてのプログラム］－ 

［Open Autonomic Networking］-［AX-Config-Master-Manager］フォルダ 

の［AX-Config-Master-Manager の削除］アイコンを選択します。 

なお，インストール時にデフォルトと異なるプログラムフォルダ名を選択した場

合には，上記 

［Open Autonomic Networking］-［AX-Config-Master-Manager］ 

の部分を指定したプログラムフォルダ名に読み替えてください。 

〔方法 2〕 

Windows の［スタート］メニューの［コントロールパネル］-［プログラムの追加

と削除］アプレットから［AX-Config-Master-Manager］を選択し，［削除］ボタ

ンをクリックします。 
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図 3-8 ［セットアップ準備］画面 

 

(2) 削除確認画面 

削除確認を行います。 

図 3-9 ［削除確認］画面 

 

表 3-2 ボタン 

ボタン名 説明 
〔はい〕ボタン ［アンインストール中］画面が表示され，アンインス

トールが開始されます。 
〔いいえ〕ボタン アンインストールを終了します。 
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(3) アンインストール中画面 

アンインストールの状況が表示されます。 

図 3-10 ［アンインストール中］画面 
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(4) アンインストール完了画面 

［アンインストール完了］画面が表示されます。〔完了〕ボタンをクリックすると，

アンインストールが終了します。アンインストールしたファイルには，OS 再起動時に

削除されるものもあります。アンインストール完了画面で「はい、今すぐコンピュー

タを再起動します。」を選択した上で〔完了〕ボタンをクリックするか，「いいえ、

あとでコンピュータを再起動します。」を選択した上で〔完了〕ボタンをクリックし，

一度アンインストーラを終了したあと，手動で OS を再起動してファイルの削除を行

ってください。 

画面上に OS 再起動の選択肢が表示されない場合もあります。その場合には〔完了〕

ボタンをクリックしてインストーラを終了してください。 

図 3-11 ［アンインストール完了］画面 

 

3.1.5 アンインストールに関する注意事項 

インストール先ディレクトリの配下にユーザが作成したファイルおよびログファイル

がある場合，インストール先ディレクトリとそのファイルは削除されません。アン

インストールを終了し，再起動後に手動でインストール先ディレクトリとそのファ

イルを削除してください。 

MSDE 2000 に格納されたデータも削除されません。「3.1.3 アンインストール方法

（AX-Config-Master-View）」および「3.1.4 アンインストール方法

（AX-Config-Master-Manager）」を参照し，ユーザが手動で削除する必要があります。 

ユーザが編集した定義ファイルについてはアンインストール時に削除されるため，ア

ンインストール実行前にユーザがバックアップを行う必要があります。「3.1.3 アン

インストール方法（AX-Config-Master-View）」および「3.1.4 アンインストール方

法（AX-Config-Master-Manager）」を参照し，実施してください。 
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4. 起動/停止方法の流れ 

この章では，起動/停止方法の流れについて説明します。 

4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 
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4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 

(1) 起動方法 

Windows の［スタート］メニューの［すべてのプログラム］－［Open Autonomic 

Networking］－［AX-Config-Master-View］フォルダの［AX-Config-Master-View］アイ

コンを選択することにより起動します。 

注※ただし，MSDE 2000 と NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス)，

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス)が起動している必要があります。

こちらは Windows の起動時に起動されます。 

(2) 停止方法 

メニューバーより［ファイル］－［システムの終了］コマンドを選択し，本システム

を終了します。 

注※ただし，MSDE 2000 と NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス)，

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス)は Windows の停止時に停止されま

す。 
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5. 操作方法 

この章では，AX-Config-Master の操作方法について説明します。 

5.1 ログイン 

5.2 図面を操作する 

5.3 AX-Config-Masterのトポロジ設計 

5.4 装置の設定 

5.5 パスの設定 

5.6 アクセスパス群設定 

5.7 フィルタの設定 

5.8 ルートの設定 

5.9 表示設定 

5.10 印刷方法 

5.11 サーバマネージャ 

5.12 データの移行とバックアップ 

5.13 アプリケーションランチャ 
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5.1 ログイン 

(1) ログイン画面 

「4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」でAX-Config-Master-View

を起動すると，次の［ログイン］画面が表示されます。なお，インストール時にプロ

グラムフォルダを変更した場合，［Open Autonomic Networking］-

［AX-Config-Master-View］の部分を読み替えてください。 

図 5-1 ［ログイン］画面 

 

表 5-1 ［ログイン］画面項目 

画面項目 説明 
接続先 ログインする AX-Config-Master-Manager が稼動してい

るマシンのホスト名，または IP アドレスを入力しま

す。 
AX-Config-Master-ManagerとAX-Config-Master-Viewが

同じマシンにインストールされている場合，接続先と

して 127.0.0.1 を指定してください。 
1 度ログインに成功した場合には前回ログイン時の情

報が表示されています。 
ユーザ ID ログインするユーザのユーザ ID を入力します。このユ

ーザ ID は，サーバマネージャで登録したものを指定し

てください。 
1 度ログインに成功した場合には前回ログイン時の情

報が表示されています。 
パスワード ユーザ ID に対するパスワードを指定します。 

表 5-2 ［ログイン］画面のボタン 

ボタン 説明 
〔OK〕ボタン ログインを行います。ログインに成功した場合，［メ

イン］画面が表示されます。ログインに失敗した場合，

ログインエラー画面が表示されます。 
〔キャンセル〕ボタン AX-Config-Master-View の起動を中止します。 
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ある時点で AX-Config-Master-View から AX-Config-Master-Manager へログインできる

のは 1 ユーザのみです。既に AX-Config-Master-Manager へログインしているユーザが

いる場合，次の確認メッセージが表示されます。 

図 5-2 強制ログイン確認メッセージ 

 

ここで「はい」ボタンを押下すると，先に接続していたユーザ[user1]と

AX-Config-Master-Manager との接続を切断して，ログイン処理を続行します(強制ログ

イン)。 

この時，先に接続していたユーザ[user1]の AX-Config-Master-View の画面には次のメッ

セージが表示されます。 

図 5-3 強制ログインによる接続切断メッセージ 

 

ユーザ[user2]がログイン処理を続行した際に，先に別のユーザ[user3]がユーザ[user1]

と AX-Config-Master-Manager との接続を切断してログインしてしまっていた場合には，

次のメッセージが表示されます。 

図 5-4 他ユーザ強制ログインによるログイン失敗メッセージ 

 

正常にログインが行えた場合には[メイン画面]が表示されます。 

強制ログイン時の流れを次の図に示します。 
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図 5-5 他ユーザ強制ログインによるログイン失敗メッセージ 

 
ｕｓｅｒ１ ｕｓｅｒ２ ｕｓｅｒ３ 

ログイン成功

ログイン失敗 

接続切断 

強制ログイン
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(2) メイン画面 

AX-Config- Master -View の［メイン］画面です。［メイン］画面の中には，次が表示

されます。 

メニュー 

ツールバー 

［ツリービュー（図面）］画面 

［ツリービュー（ライブラリ）］画面 

［図面］画面 

［ライブラリ］画面 

本画面を使用し，トポロジの表示，設計を行います。 

図 5-6 ［メイン］画面 
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5.2 図面を操作する 

(1) メニュー 

AX-Config-Master-View の機能が分類されてメニューバーにまとめられています。 

目的のメニュー名をクリックすると，メニューコマンドの一覧が表示されます。表示

された一覧からメニューを選択して実行します。メニューバーの内容は開いている画

面によって異なります。 

(2) ツールバー 

使用頻度の高い機能に対応づけられたアイコンが表示されます。 

アイコンをクリックすることで，対応するメニューを効率的に実行できます。 

ツールバーの構成はアクティブな画面によって異なります。 

ツールバーの表示/非表示は，メニューバーの[表示] - [ツールバー]から選択すること

ができます。 

(3) 画面表示方法の変更 

［ツリービュー］画面や［図面］画面などの表示を整列できます。 

ツールバーの〔重ねて表示〕ボタン  ，〔左右に並べる〕ボタン  ，〔上

下に並べる〕ボタン  のいずれかを押す 

アイコン化した画面を整列する場合には，メニューバーの[ウィンドウ]-[アイコン

の整列]を選択する 

ツールバーの構成はアクティブな画面によって異なります。 
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(4) ツリービュー(図面)画面 

図面の一覧表示，作成，削除を行う画面です。 

図 5-7 ［ツリービュー(図面)］画面 

 

図面の作成は［カレント］フォルダ，または［カレント図面 n］をマウスで右クリッ

クし，コンテキストメニューから［新規作成(N)  Ctrl-N］を選択します。作成した［カ

レント図面 n］をマウスでダブルクリックすると，［図面］画面が表示されます。 

図面の削除は削除対象の図面をマウスで右クリックし，コンテキストメニューから［削

除(D)  Del］を選択します。図面上にシンボルが存在しない場合，図面が削除されま

す。図面上にシンボルが存在する場合には次のメッセージが表示され，図面は削除さ

れません。 

図 5-8 図面上にシンボルが存在する場合のメッセージ 
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(5) ツリービュー(ライブラリ)画面 

装置やパスを表すシンボルを格納するライブラリの一覧を表示する画面です。ライブ

ラリの一覧からライブラリ(例：次の図の「OAN」ライブラリ)をマウスでダブルクリ

ックすると，［ライブラリ］画面が開き，ライブラリに登録されたシンボルの一覧が

表示されます。 

図 5-9 ［ツリービュー(ライブラリ)］画面 

 

(6) 図面画面 

装置間の接続関係を表すトポロジ，および動作状態を表示する画面です。 

図 5-10 ［図面］画面 
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［図面］画面上にはユーザまたは AX-Config-Master が作成および配置したシンボルが

表示され，それにより装置間の接続関係を表すトポロジが表現されます。 

ユーザが作成するシンボルは任意の図面上に配置することが可能ですが，

AX-Config-Master が作成したシンボルは，まずカレント図面 1 という図面に配置され

ます。カレント図面 1 の左上から右下に向かい，空いているところを探して配置され

ます。その後，ユーザは，AX-Config-Master が配置したシンボルを任意の図面の任意

の場所に移動することが可能です。 

AX-Config-Master がシンボルを作成する場合には以下があります。 

・インストール直後のサーバ（AX-Config-Master-Manager）シンボル 

・［装置一覧］画面－［装置情報定義］画面から装置/PC 群シンボルを追加 

・［パス一覧］画面から〔エッジ追加〕ボタンで PC 群シンボルを追加 

・AX-Config-Master が不明装置を発見して装置シンボルを追加 

AX-Config-Master がサーバまたは装置，PC 群シンボルを作成し，配置した場合には，

作成および配置したことが分かるようにシンボルが強調表示されます。強調表示され

たシンボルをユーザが再配置すると通常表示に戻ります。 

表 5-3 シンボルの種類と表示例 

シンボルの種類 通常表示 強調表示 
サーバ 
(AX-Config-Master-Manager) 

  
装置 

  
PC 群 

  

 

また，装置シンボルおよびパスシンボルは，その状態によって状態アイコンも表示す

ることができます。状態アイコンが表示される状態およびその表示例を次表に示しま

す。 
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表 5-4 状態アイコンの表示例 

シンボルの種類 状態アイコンが表示される状態および表示例 
装置 

 
コンフィグ変更状態 

 
障害状態 

パス 
 

障害状態 
（チャネルグループ）

 
障害状態 

 

状態アイコンは［図面］画面の他に，［印刷プレビュー］画面でも表示されます。ま

た，［図面］の印刷を行った場合，図面上に状態アイコンも印刷されます。 

状態アイコンの表示・非表示の設定方法については，「5.3.1 主な操作の流れ (35) ［図

面］画面上の状態アイコンの表示・非表示を変更する場合」を参照してください。 

 

［図面］画面では次の操作ができます。 

(a) シンボルを選択する 

シンボルを操作するには，まず対象となるシンボルを選択する必要があります。 

シンボルの選択はマウスポインタが矢印になっている状態で行います。矢印になって

いない場合は，ツールバーの〔選択〕ボタン  を ON にします。 

選択されたシンボルにはトラッカ(緑色の点)が表示され，選択状態になります。選択

対象シンボルをマウスでクリックする個別選択と，マウスで矩形範囲をドラッグして

指定する範囲選択があります。 

1. 個別選択（クリック） 

i. 1 つのシンボルを選択 

対象となるシンボルをマウスの左ボタンでクリックします。 

ii. 複数のシンボルを選択 

1 つ目のシンボルを選択してからキーボードの<Shift>キーを押しながら他のシ

ンボルを 1 つずつクリックします。 

注 キーボードの<Shift>キーを押していない状態でシンボルをクリックする

と，それ以前に選択されていた図形の選択が解除されます。 
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2. 範囲選択（ドラッグ） 

i. 1 つのシンボルを選択 

対象となるシンボルの全体を含む矩形を描画するようにマウスをドラッグし

ます。 

ii. 複数選択 

対象となるシンボルすべてを囲む矩形を描画する要領でマウスをドラッグし

ます。 

3. 図面上のすべての図形を選択 

メニューの[編集]-[全てを選択]を選択するか，ツールバーの〔全てを選択〕ボタ

ン  を押します。 

4. 選択の解除 

すべてのシンボルの選択を解除するには，図面上のシンボルがない位置をクリッ

クします。特定のシンボルの選択を解除する場合は，キーボードの<Shift>キーを

押しながら解除するシンボルをクリックします。 

(b) 図面の表示を変更する 

図面の拡大／縮小，または表示範囲の変更をすることができます。 

1. 一定倍率での拡大/縮小 

一定倍率で拡大/縮小は次のようにします。 

i. 拡大 

 メニューの[表示] - [ズームイン]を選択する 

 ツールバーの〔ズームイン〕ボタン  を押す 

 キーボードの<Page Up>キーを押す 

ii. 縮小 

 メニューの[表示] - [ズームアウト]を選択する 

 ツールバーの〔ズームアウト〕ボタン  を押す 

 キーボードの<Page Down>キーを押す 

2. 倍率指定での拡大/縮小 

指定した倍率に拡大/縮小できます。以下のいずれかの操作を行います。 
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 ツールバーの[拡大率]コンボボックス  の倍率を選択する 

 ツールバーの[拡大率]コンボボックスにキーボードから直接倍率を入力する 

 注意事項： 

倍率の設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View を再起動すると設

定は初期状態（100％）に戻ります。 

3. 選択範囲を表示 

マウスで範囲を指定して，その範囲を［図面］画面のサイズに拡大表示できます。

以下のいずれかの操作をしてください。 

 メニューの[表示] - [選択範囲を表示]を選択する 

 ツールバーの〔選択範囲を表示〕ボタン  を ON にする 

 注意事項： 

選択範囲の表示/非表示の設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View

を再起動すると設定は初期状態（OFF）に戻ります。 

4. 全体を表示 

図面上に含まれるすべてのシンボルを含むように，［図面］画面のサイズを変更し

て表示できます。以下のいずれかの操作をしてください。 

 メニューの[表示] - [全体を表示]を選択する 

 ツールバーの〔全体を表示〕ボタン  を選択する 

(c) ルーラを表示/非表示にする 

［図面］画面の縦，横の目盛りを表示/非表示にします。以下のいずれかの操作を行い

ます。 

 メニューの[表示] - [ルーラ]を選択する 

 ツールバーの〔ルーラ〕ボタン  を ON/OFF にする 

注意事項： 

ルーラの表示/非表示の設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View

を再起動すると設定は初期状態（ON）に戻ります。 

(d) シンボルの重なり順序を変更する 

シンボルは 初に描画したシンボルが も背面に， 後に描画したシンボルが も前

面に描画されます。重ねて描画すると，あるシンボルは他のシンボルの前面，または

背面にあるように表示されます。シンボルの重なりは，以下の手順で変更することが
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できます。 

1. 前面への移動 

前面へ移動するシンボルを選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [ 前面に移動]を選択する 

 ツールバーの〔 前面に移動〕  ボタンを押す 

 キーボードの<Ctrl>キーと<+>キーを同時に押す 

2. 背面への移動 

背面へ移動するシンボルを選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [ 背面に移動]を選択する 

 ツールバーの〔 背面に移動〕ボタン  を押す 

 キーボードの<Ctrl>キーと<->キーを同時に押す 

3. 1 つ前面への移動 

前面へ移動するシンボルを選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [前面に移動]を選択する 

 ツールバーの〔前面に移動〕  ボタンを押す 

 キーボードの<+>キーを押す 

4. 1 つ背面への移動 

背面へ移動するシンボルを選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [背面に移動]を選択する 

 ツールバーの〔背面に移動〕ボタン  を押す 

 キーボードの<->キーを押す 

(e) シンボルを整列する 

選択された複数のシンボルを，そのうちの 1 つを基準に整列します。 

1. 上揃え 

選択したシンボルのうち，外接矩形の上辺が も上にあるシンボルに，各シンボル

の外接矩形の上辺を合わせるように移動します。横の位置関係は変化しません。 
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整列させるシンボルをすべて選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [整列] - [上揃え]を選択する 

 ツールバーの〔上揃え〕ボタン  を押す 

2. 上下中央揃え 

選択したシンボルすべてを囲む外接矩形の横の中心線に，各シンボルの横の中心線

を合わせるように移動します。横の位置関係は変化しません。 

整列させるシンボルをすべて選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [整列] - [上下中央]を選択する 

 ツールバーの〔上下中央揃え〕ボタン  を押す 

3. 下揃え 

選択したシンボルのうち，外接矩形の下辺が も下にあるシンボルに，各シンボル

の外接矩形の下辺を合わせるように移動します。横の位置関係は変化しません。 

整列させるシンボルをすべて選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [整列] - [下揃え]を選択する 

 ツールバーの〔下揃え〕ボタン  を押す 

4. 左揃え 

選択したシンボルのうち，外接矩形の左辺が も左にあるオブジェクトに，各シン

ボルの外接矩形の左辺を合わせるように移動します。縦の位置関係は変化しません。 

整列させるシンボルをすべて選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [整列] - [左揃え]を選択する 

 ツールバーの〔左揃え〕ボタン  を押す 

5. 左右中央揃え 

選択したシンボルすべてを囲む外接矩形の縦の中心線に，各シンボルの縦の中心線

を合わせるように移動します。縦の位置関係は変化しません。 

整列させるシンボルを選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [整列] - [左右中央]を選択する 

 ツールバーの〔左右中央揃え〕ボタン  を押す 
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6. 右揃え 

選択したシンボルのうち，外接矩形の右辺が も右にあるシンボルに，各シンボル

の外接矩形の右辺を合わせるように移動します。縦の位置関係は変化しません。 

整列させるシンボルをすべて選択して，以下のいずれかの操作を行います。 

 メニューの[オブジェクト] - [整列] - [右揃え]を選択する 

 ツールバーの〔右揃え〕ボタン  を押す 

(f) シンボルを移動する 

① シンボルを選択すると，外接矩形とトラッカが表示されます。 

② 外接矩形内部のトラッカでない部分をドラッグすると，選択したオシンボルが

移動するので，目的の位置でドロップします。 

注意事項： 

トラッカをドラッグすると図形のサイズが変化してしまうので注意して下さ

い。 

(g) シンボルを変形する 

1. サイズ変更 

シンボルを選択し，トラッカをドラッグすることでサイズを変更します。以下の操

作を行います。 

① 対象図形を選択します。外接矩形の四隅および中点にトラッカが表示されます。 

② トラッカのいずれかをドラッグします。 

注意事項： 

メニューの[オプション] - [サイズロック]がチェックされているか，ツールバーの

〔サイズロック〕ボタン  が ON の場合は，サイズ変更ができません。 

サイズロックの設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View を再起動す

ると設定は初期状態（OFF）に戻ります。 

2. 回転 

シンボルは左右 90 度に回転ができます。回転の中心はシンボルの外接矩形の中心で

す。対象となるシンボルを選択し，回転する方向に合わせて，以下のいずれかの操

作を行います。 

i. 右 90° 

 メニューの[オブジェクト] - [回転 / 反転] - [右 90 度回転]を選択する 
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 ツールバーの〔右 90 度回転〕ボタン  を押す 

ii. 左 90° 

 メニューの[オブジェクト] - [回転 / 反転] - [左 90 度回転]を選択する 

 ツールバーの〔左 90 度回転〕ボタン  を押す 

注意事項： 

複数の図形を同時に選択した場合は，図形がそれぞれ回転します。 

回転の設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View を再起動すると設定

は初期状態に戻ります。 

3. 反転 

シンボルは左右または上下を反転させることができます。対象となるシンボルを選

択し，反転方向に合わせてメニューを選択するか，ボタンを押します。 

i. 左右反転 

 メニューの[オブジェクト] - [回転 / 反転] - [左右反転]を選択する 

 ツールバーの〔左右反転〕ボタン  を押す 

反転の軸となるのは，シンボルの外接矩形の中心を通る垂直線です。 

ii. 上下反転: 

 メニューの[オブジェクト] - [回転 / 反転] - [上下反転]を選択する 

 ツールバーの〔上下反転〕ボタン  を押す 

反転の軸となるのはシンボルの外接矩形の中心を通る水平線です。 

 

注意事項： 

反転の設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View を再起動すると設

定は初期状態に戻ります。 

(h) シンボルを追加する 

［ライブラリ］画面に登録されたシンボルをマウスでドラッグし，［図面］画面へド

ロップすることによりシンボルを追加できます。 

また，［装置一覧］画面から〔追加〕ボタンをクリックし，［装置情報定義］画面で

シンボルを追加することもできます。詳細については，「5.3.3 装置一覧を見る」お

よび「5.4.4 装置情報の変更」を参照してください。 
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(i) シンボルに対応する装置，パスを設定する 

［図面］画面に表示されているシンボルを，マウスでダブルクリックする（またはメ

ニューの[編集] – [リンクの実行]を選択するか，ツールバーの〔リンクの実行〕ボタン 

 をクリックする）ことで設定画面を表示できます。 

ダブルクリックするシンボルの種類で，表示される設定画面は異なります。シンボル

の種類と表示される設定画面の関係を表 5-5に示します。 

なお，シンボルの種類を問わず「表示される設定画面」は，１つずつしか表示できま

せん。別のシンボルの設定の際はすでに表示されている設定画面を閉じてから，再度

シンボルをダブルクリックしてください。 

また，シンボルをダブルクリックしてから設定画面が表示されるまでに時間がかかる

場合があります。設定画面が表示されるまでの処理で時間がかかる場合にはマウスカ

ーソルが砂時計の表示になります。処理が終了し画面が表示されるとマウスカーソル

の表示は元の矢印に戻ります。マウスカーソルが砂時計の表示になっている場合は処

理中ですので，画面が表示されるまで操作を行わないで下さい。 

表 5-5 シンボルの種類と表示される設定画面 

シンボルの種類 表示される設定画面 
サーバ 
(AX-Config-Master-Manager) 

なし 

装置 ［装置情報定義］画面(装置設定，および削除) 
PC 群 ［装置情報定義］画面(装置設定，および削除) 
パス ［パス定義］画面(パス設定，および削除) 
アクセスパス群 ［アクセスパス群定義］画面(アクセスパス群の設

定，および削除) 

(j) 装置，パスを AX-Config-Master-Manager に登録する 

設定画面の表示項目に対して値を設定した上で〔OK〕ボタンまたは〔適用〕ボタンを

クリックすると，設定内容が AX-Config-Master-Manager に送信されます。正常終了す

ると，装置やパスが AX-Config-Master-Manager に登録されます。登録されると，

AX-Config-Master-View の次回起動時に，シンボルとして［図面］画面に表示されます。 

パスを登録する場合，パスの両端に接続されている装置の両方が

AX-Config-Master-Manager に登録されている必要があります。登録されていない場合，

次のメッセージが表示されますので，両端ノードを登録したあと，再度パスの登録を

行ってください。 
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図 5-11 両端ノード未登録時にパス登録を行った場合のメッセージ 

 

注意事項： 

装置やパスを AX-Config-Master-Manager に登録しないで AX-Config-Master-View

を再起動すると，その登録しなかった装置やパスに対応するシンボルは，表示

されません。 

［図面］画面に AX-Config-Master-Manager に登録済みのシンボルが 1 つもない場

合，AX-Config-Master-View を再起動すると，その［図面］画面自体が削除され

ます。 

(k) シンボルを削除する 

シンボルの削除は，そのシンボルに対応する装置やパスが AX-Config-Master-Manager

に登録されているかどうかによって手順が異なります。 

AX-Config-Master-Manager へ未登録の場合： 

シンボルをマウスの左クリックで選択し，［Delete］キーを押します。 

AX-Config-Master-Manager へ登録済みの場合： 

シンボルをマウスのダブルクリックし，表示された［設定］画面から〔削除〕

ボタンをクリックします。 

手順の詳細については「5.4.5 装置削除」，「5.5.3 パス削除」，「5.6 アク

セスパス群設定」を参照してください。 

シンボルに対応する装置やパスが AX-Config-Master-Manager に登録されているかどう

かは，シンボルの下に表示されている「名称」が，ライブラリシンボルの名称と同じ

かどうかで判断できます。ライブラリシンボル名称と同じ場合，そのシンボルに対応

する装置やパスは AX-Config-Master-Manager に登録されていません。 

(l) 装置間をパスで接続する 

装置(サーバ(AX-Config-Master-Manager)，装置，PC 群)シンボル間はパス(パス，アク

セスパス群)シンボルで接続することができます。装置間をパスで接続するには次の手

順を行います。 

1. ［ライブラリ］画面から装置やパスのライブラリシンボルをドラッグして［図面］

画面へドロップします(シンボル追加)。 
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図 5-12 追加シンボル 

 
 

2. パスシンボルをマウスの左クリックで選択し，トラッカ(小さな緑色の四角)を表

示させます。 

図 5-13 トラッカ 

 
 

3. トラッカをマウスの左ボタンでドラッグし，接続したい装置シンボルのポートマ

ーク(×印)でドロップします。 

注意事項： 

装置シンボルのポートマークが表示されていない場合，ツールバーの〔ポート

マーク表示〕ボタン  を ON にすると表示されます。 

 

4. パスと装置を接続すると，トラッカの色は緑から黄色に変化します。 

トラッカの色が黄色に変化しない場合は，接続できていないので注意してくださ

い。また，一度接続するとその接続を外すことはできません。間違って接続して

しまった場合には，パスシンボルを削除し，再度別のパスシンボルを追加した上

で正しい装置へ接続してください。 

図 5-14 パスと装置を接続 

 
5. パスシンボルのもう一方のトラッカに対しても手順３．～４．を繰り返します。

両端を接続すると次のようになります。 
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図 5-15 パスの両端を装置と接続 

 
6. パスをAX-Config-Master-Managerへ登録できるようにするため，パスの両端の装

置をAX-Config-Master-Managerへ登録します。詳細については「(j) 装置，パスを

AX-Config-Master-Managerに登録する」を参照してください。 

 

7. パスをAX-Config-Master-Managerへ登録します。詳細については「(j) 装置，パス

をAX-Config-Master-Managerに登録する」を参照してください。パスを

AX-Config-Master-Managerへ登録すると，装置に新しいポートが追加されます。 

 

接続可能なシンボルの組み合わせについては「(7) ライブラリ画面」を参照してくだ

さい。接続不可能なシンボルの組み合わせの場合，次のエラーメッセージが表示され

て，接続が失敗します。 

図 5-16 接続不可能なシンボルの組み合わせの場合のメッセージ 

 

装置間をパスで接続した後，そのパスを AX-Config-Master-Manager に登録しないと装

置に新しいポートは追加されません。さらに他の装置と接続を行う必要がある場合に

は，パス接続後，そのパスを AX-Config-Master-Manager に登録し，装置にポートを追

加してください。 

(m) 図面跨り表示 

異なる図面上の装置を接続，または同一図面上の装置の一方を別図面上に移動すると，

図面跨りとなります。図面跨りになると装置間をつないでいるパスはケーブル片で表

示され，ケーブル片の先端には図面跨りを表す赤い三角状のゲートマークが表示され

ます。 
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図 5-17 図面跨り表示 

 

ただし，図面跨りとなった装置を同一図面に移動しても，ケーブル片での表示はその

ままになります。また，図面跨りとなった装置を移動した場合，その移動元の図面に

はケーブル片の表示が残ります。 

図 5-18 図面跨り装置の移動とその表示 
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注意事項： 

ケーブル片のゲートマークが表示される位置は保存されません。

AX-Config-Master-View を再起動した場合，前回とは表示位置が異なりますので，

必要に応じて再配置してください。 

両端がゲートマークのケーブル片は AX-Config-Master-View を再起動することで

表示されなくなります。また，［図面］画面上に両端がゲートマークのケーブ

ル片のみしかない場合，その［図面］画面自体も削除されます。 

(n) コンテキストメニューによるショートカット操作 

［図面］画面上の「装置」シンボルをマウスで右クリックするとコンテキストメニュ

ーが表示され，通常［装置情報定義］画面または［装置情報定義］画面から開いた画

面（例：［コンフィグレーション］画面）を開かずにショートカット操作を行うこと

が可能です。実施可能なショートカット操作は，コンフィグレーションのコピー＆同

期です。コンフィグレーションのコピー＆同期の詳細については「5.4.6 コンフィグレ

ーションファイルの操作」を参照してください。 

図 5-19 コンテキストメニューによるショートカット操作 

 

注意事項： 

「装置」シンボルの状態が「稼働中（状態色：緑）」または「コンフィグ変更（状

態色：黄）」の場合に「コピー＆同期」のショートカット操作を実行可能です。

それ以外の場合にはコンテキストメニューの「コピー＆同期」が不活性表示さ

れ，ショートカット操作は実行できません。 
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(7) ［ライブラリ］画面 

装置やパスなどを表すシンボルを格納する画面です。［ライブラリ］画面に登録され

ているシンボルを次の表に示します。 

表 5-6 ライブラリシンボル 

項番 ライブラリシンボル 説明 
1 

 

「サーバ」ライブラリシンボル 
AX-Config-Master-Manager が稼動しているマシ

ンを表します 
図面画面上に登録できるのは一つだけです 

2 

 

「装置」ライブラリシンボル 
装置を表します 

3 

 

「PC 群」ライブラリシンボル 
PC 群を表します 

4 

 

「パス」ライブラリシンボル 
パスを表します 
次のシンボル間を接続できます 
• サーバ - 装置間 
• 装置 –  装置間 

5 

 

「アクセスパス群」ライブラリシンボル 
アクセスパス群を表します 
次のシンボル間を接続できます 
• 装置 –  PC 群間 

図 5-20 ［ライブラリ］画面 

 

［ライブラリ］画面の表示形式はメニューで変更できます。 

アイコンの表示を小さくするには[表示] - [小さいアイコン]を選択します。 

アイコン表示を戻す場合は[表示] - [大きいアイコン]を選択します。 

名称の一覧表示は[表示] - [一覧]を選択します。 
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オブジェクトの詳細の一覧表示は[表示] - [詳細]を選択します。 

名称順に整列するには[表示] - [アイコンの整列] - [名称順]を選択します。 

種類ごとに整列するには[表示] - [アイコンの整列] - [種類順]を選択します。 

(8) ［図面設定］画面 

図面のプロパティを設定する画面です。指定可能な項目としては縮尺，背景色，図面

色があります。次の操作で表示します。 

［図面］画面がアクティブの状態で，メニューから［編集］-［プロパティ］を選択し

ます。 

 

(a) 縮尺 

［図面］画面の縮尺を指定します。縮尺は 1/1 から 1/1000 まで設定することができま

す。 

(b) 背景色 

［図面］画面の背景色を指定します。 

 

図 5-21 ［図面設定］画面 

 

「背景色：」の右側にある〔変更〕ボタンをクリックして，［色の設定］画面で背景

色を設定します。 
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図 5-22 ［色の設定］画面 

 

(c) 図面色 

［図面］画面の図面色を指定します。 

「図面色：」の右側にある〔変更〕ボタンをクリックして，［色の設定］画面で図面

色を設定します。 

以上の属性を設定し，〔OK〕ボタンをクリックすると設定が確定されて［図面の設定］

画面が終了します。同時に［図面］画面に設定が反映されます。〔キャンセル〕ボタ

ンをクリックすると設定が取り消されて［図面の設定］画面が終了します。［図面］

画面の属性は変更されません。 

注意事項： 

図面設定画面で指定した設定内容は保存されないため，AX-Config-Master-View

を再起動すると設定は初期状態に戻ります。 

(9) ［グリッドの設定］画面 

［図面］画面のグリッドを設定する画面です。「グリッド」とは，描画領域全体にわ

たって等間隔で縦横に設定されている格子のことです。描画図形のサイズの目安とな

ります。また，グリッドスナップをしておくと格子点に移動や描画の際に図形の頂点

が引き付けられます。 

 [グリッドの設定]画面を表示し，各項目を設定します。 

次の操作を行います。 

［図面］画面がアクティブの状態で，メニューから[表示] - [グリッドの設定]を選択し

ます。 

［図面］画面がアクティブの状態で，ツールバーの〔グリッドの設定〕ボタン  を
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クリックします。 

図 5-23 ［グリッドの設定］画面 

 

(a) 表示/非表示 

グリッドの表示/非表示の切り替えを指定します。[グリッド表示]をチェックするか，

〔グリッドライン〕ボタン  を ON にするとグリッドは表示され，[グリッド表示]

のチェックをはずすか，〔グリッドライン〕ボタンを OFF にするとグリッドは非表示

になります。 

(b) 単位 

格子間隔の単位を指定します。コンボボックスから「インチ」，「ミリメートル」の

いずれかを選択します。デフォルトはミリメートルです。 

(c) スナップ 

図形の頂点を格子点に引き付けることができます。グリッドスナップをチェックする

か，〔グリッドスナップ〕ボタン  を ON にします。 

(d) グリッド間隔 

グリッド線の間隔を指定します。 

水平間隔：水平方向の格子間隔 

垂直間隔：垂直方向の格子間隔 

それぞれにキーボードから直接数値を入力するか，右のレバーを操作します。 

注 正方形のグリッドをチェックすると，縦，横どちらか一方の値を設定すると，も

う一方も同じ値が設定され，グリッドが正方形になります。 



 150 

(e) 色の設定 

グリッド線の色を指定します。 

〔色設定〕ボタンを押すと，［色の設定］画面が表示されて，そこで使用したい色を

指定します。 

(f) 標準値 

システムの既定値を使用する場合は〔デフォルト〕ボタンをクリックします。 

注意事項： 

［グリッドの設定］画面で指定した設定内容は保存されないため，

AX-Config-Master-View を再起動すると設定は初期状態に戻ります。 
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5.3 AX-Config-Masterのトポロジ設計 

5.3.1 主な操作の流れ 

AX-Config-Master のトポロジ設計を行う際の操作の流れを，設計用途ごとに次の図に

説明します。なお，操作後，コンフィグレーションに変更が生じる場合に装置状態が

「コンフィグ変更（黄）」に遷移しますので，「コピー＆同期」を行い，装置と

AX-Config-Master 間のコンフィグレーションを一致させるようにしてください。 

図 5-24 トポロジ設計を行う際の操作の流れ 
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(1) 装置または PC 群を設計する場合 

前提条件 

Core 装置（AX-Config-Master に隣接する装置，および AXCM 未対応装置の直下

に隣接する装置）は，AX-Config-Master に接続する前に，必ず事前設計を行っ

てください。 

事前設計を行わずに Core 装置を AX-Config-Master に接続すると，不明状態の装

置として検出されますが，この状態から稼働中状態に遷移することはありませ

ん。この場合は装置を一旦 AX-Config-Master から切り離し，装置を再設計して

から再接続してください。 

装置（AXCM 未対応装置）を使用する場合には，下記手順に従って，必ず事前設

計を実施してください。 

［手順］ 
1. ［ライブラリ］画面から装置シンボルまたはPC群シンボルをドラッグ＆ドロ

ップで［図面］画面上に配置します。 
2. 配置した装置シンボルまたはPC群シンボルをダブルクリックし，［装置情報

定義］画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタン，または〔適用〕

ボタンをクリックします。 

上記の操作方法以外に［装置一覧］画面上から〔追加...〕ボタンをクリックして，［装

置情報定義］画面を表示して設計する方法もあります。 

その場合，装置シンボルまたは PC 群シンボルは自動生成されます。 

(2) 装置を削除する場合 

前提条件 

削除対象の装置にはパスが定義されていない必要があります。 

［手順］ 
1. 削除対象の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表示

後，〔装置削除〕ボタンをクリックします。 
2. ［削除確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 

該当装置の装置シンボルは［図面］画面上から削除されます。 
［装置一覧］画面から該当装置が削除されます。 

(3) 装置の物理ポートを設計する場合 

前提条件 

物理ポートを設計する装置は事前に設計してください（設計方法は「(1) 装置ま

たはPC群を設計する場合」を参照してください）。 

装置（AXCM 未対応装置）に物理ポートを設計する場合，Slot 番号/Port 番号は

0/1 から指定して設計してください。 

［手順］ 
1. 対象となる装置のシンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表
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示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔物理ポート定義...〕ボタンをクリックし，［物理ポ

ート一覧］画面を表示します。 
3. ［物理ポート一覧］画面の〔追加...〕ボタンをクリックし，［物理ポート定義］

画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 

(4) チャネルグループを設計する場合 

前提条件 

装置側に既にチャネルグループが設定されており，またこのチャネルグループを

経由して AX-Config-Master に接続する場合は，装置側設定（チャネルグループ

番号，チャネルグループに所属する物理ポート，チャネルグループ種別）に合

わせて事前設計を行ってください。 

チャネルグループを設計する装置は事前に設計してください（設計方法は「(1) 

装置またはPC群を設計する場合」を参照してください）。 

チャネルグループを設計する装置の物理ポートは事前に設計してください（物理

ポートの設計方法は「(3) 装置の物理ポートを設計する場合」を参照してくだ

さい）。 

チャネルグループ設定は，設定終了後にケーブルの接続を行って下さい。 

［手順］ 
1. チャネルグループを設計する装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報

定義］画面を表示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔チャネルグループ定義...〕ボタンをクリックし，［チ

ャネルグループ一覧］画面を表示します。 
3. ［チャネルグループ一覧］画面の〔追加...〕ボタンをクリックし，［チャネル

グループの物理ポート設定］画面を表示します。必要な情報を入力し，〔OK〕

ボタンをクリックします。 
4. ［チャネルグループの物理ポート設定］画面へ必要な情報を入力します。 

コンフィグ同期モードがマネージャ優先/装置優先のどちらかで，以下のよう

にチャネルグループ番号の指定方法が異なります。 
[マネージャ優先の場合] 

任意のチャネルグループ番号を指定します。 
[装置優先の場合] 

装置上に既に定義されているチャネルグループ用に設計入力するチャネ

ルグループ番号は装置上に既に定義されているチャネルグループのチャ

ネルグループ番号と同じ値を指定します。 
装置上に存在しない，新しいチャネルグループを設計する場合には，マネ

ージャ優先の場合と同様に任意のチャネルグループ番号を指定します。 
情報の入力が完了した後，〔OK〕ボタンをクリックします。 

(5) チャネルグループを削除する場合 

前提条件 

削除対象のチャネルグループはパスに定義されていない必要があります。 

チャネルグループを削除すると，チャネルグループを構成していたポートの稼動
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状態は「停止」状態になります。チャネルグループの削除によりチャネルグル

ープから外れたポートに装置を接続する場合は，ポートの稼動状態を「稼動

中」に設定してから装置を接続してください。 

［手順］ 
1. 削除対象のチャネルグループが定義された装置シンボルをダブルクリック

し， ［装置情報定義］画面を表示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔チャネルグループ定義...〕ボタンをクリックし，［チ

ャネルグループ一覧］画面を表示します。 
3. ［チャネルグループ一覧］画面から削除するチャネルグループを１件選択し

て，〔削除〕ボタンをクリックします。 
4. ［削除確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 
5. ［チャネルグループ一覧］画面の〔閉じる〕ボタンをクリックし，［装置情

報定義］画面を表示します。 
6. ［装置情報定義］画面の〔物理ポート定義...〕ボタンをクリックし，［物理ポ

ート一覧］画面を表示します。 
7. ［物理ポート一覧］画面の〔削除...〕ボタンをクリックし，［物理ポート削除］

画面を表示後，チャネルグループを構成していたポートの情報を入力し，

〔OK〕ボタンをクリックします。 
8. ［削除確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 

 注意事項： 
チャネルグループを構成していたポートはすべて「停止」状態になりま

す。 
9. チャネルグループを構成していたポートの状態を変更します。（設計方法は

「(3) 装置の物理ポートを設計する場合」を参照してください）。 

(6) チャネルグループ内のポートを構成（変更）する場合 

前提条件 

構成（変更）対象のチャネルグループが定義された装置の装置状態が，障害中（赤

色）および不明（青色）以外である必要があります。 

チャネルグループ内のポートを削除すると，削除したポートの稼動状態は「停止」

状態になります。チャネルグループから削除したポートに装置を接続する場合

は，ポートの稼動状態を「稼動中」に設定してから装置を接続してください。 

［手順］ 
1. 構成（変更）対象のチャネルグループが定義された装置シンボルをダブルク

リックし，［装置情報定義］画面を表示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔チャネルグループ定義...〕ボタンをクリックし，［チ

ャネルグループ一覧］画面を表示します。 
3. ［チャネルグループ一覧］画面で構成（変更）対象のチャネルグループを選

択してから〔編集…〕ボタンをクリックし，［チャネルグループの物理ポー

ト設定］画面を表示します。 
4. ポート一覧からポートを選択し〔追加->〕ボタンをクリックするか，または

チャネルグループ設定ポート一覧からポートを選択し〔<-削除〕ボタンをク

リックし，チャネルグループを構成した後，〔OK〕ボタンをクリックします。
5. ［実行確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 

注意事項： 
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チャネルグループから削除したポートは「停止」状態になります。 

(7) チャネルグループ番号を変更する場合 

前提条件 

変更対象のチャネルグループが定義された装置の装置状態が，事前設計可（薄緑

色）である必要があります。 

［手順］ 
1. 変更対象のチャネルグループが定義された装置シンボルをダブルクリック

し，［装置情報定義］画面を表示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔チャネルグループ定義...〕ボタンをクリックし，［チ

ャネルグループ一覧］画面を表示します。 
3. ［チャネルグループ一覧］画面で変更対象のチャネルグループを選択してか

ら〔編集…〕ボタンをクリックし，［チャネルグループの物理ポート設定］

画面を表示します。 
4. チャネルグループ番号を変更した後，〔OK〕ボタンをクリックします。 
5. ［実行確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 

(8) 稼動中のパスをチャネルグループに変更する場合 

前提条件 

チャネルグループへの変更対象のパスは事前に設計してください。 

パスの切替方法が「ID＋ポート」または「ポート」で設計されている場合，親側

接続ポートのポートレンジには実際に接続されているポートだけが設定され

ている必要があります。 

パスの両端の装置に対して設定操作を完了してから，ケーブルを接続してくださ

い。 

［手順］ 
1. パスにVLANが定義されている場合，一旦VLANを削除してください（削除方

法は「(20) パスに定義されたVLANを削除する場合」を参照してください）。
2. チャネルグループへ変更するパスが接続された装置シンボルをダブルクリッ

クし，［装置情報定義］画面を表示します。 
3. ［装置情報定義］画面の〔物理ポート→チャネルグループ変更...〕ボタンをク

リックし，［物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧］画面を表示しま

す。 
4. ［物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧］画面の〔チャネルグループ

変更...〕ボタンをクリックし，［物理ポート→チャネルグループへの変更設定］

画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 

(9) AX-Config-Master-Manager－装置間のパスを設計する場合 

前提条件 

AX-Config-Master-Managerとパス接続を行う装置は事前に設計してください（設

計方法は「(1) 装置またはPC群を設計する場合」を参照してください）。 

AX-Config-Master-Manager とパス接続を行う装置には，事前設計にて MAC アド
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レスを必ず指定して設計してください。 

AX-Config-Master-Managerとパス接続を行う装置に物理ポート，またはチャネル

グループを事前に設計してください（物理ポートの設計方法は「(3) 装置の物

理ポートを設計する場合」を，チャネルグループの設計方法は「(4) チャネル

グループを設計する場合」を参照してください）。 

いったん稼動中となったあと，パスを削除して不明中になった子側装置に再度パ

ス設計する場合は削除前と同じ子側ポート番号で設計してください。 

ポート指定時，アクセスパス群に定義済みのポートは指定しないでください。 

［手順］ 
1. ［ライブラリ］画面からパスシンボルをドラッグ＆ドロップで［図面］画面

上に配置します。 
2. 配置したパスシンボルの両端を AX-Config-Master-Manager，装置それぞれに

接続します。 
3. 接続したパスシンボルをダブルクリックし，［パス定義］画面を表示後，，

〔共通設定〕タブ内でパス種別と，パスの切替方法を入力します。その際，

パス種別は「アクセス」，パスの切替方法は「ID＋ポート」を指定してくだ

さい。 
4. ［パス定義］画面の〔親側接続設定〕タブを選択し，パスの親側装置のロケ

ーションを入力します。その際，ロケーションは「Manager」を指定します。
5. ［パス定義］画面の〔親側接続設定〕タブにある〔親側接続ポート定義...〕ボ

タンをクリックし，［親側接続ポート定義］画面を表示後，必要な情報を入

力し，〔OK〕ボタンをクリックします。物理ポートを指定する場合，親側物

理ポート一覧に設定するポートは１つで設計してください。 
6. ［パス定義］画面の〔子側接続設定〕タブを選択し，パスの子側装置のロケ

ーションを確認します。ロケーションが指定されていない場合は入力します。
7. ［パス定義］画面の〔子側接続設定〕タブにある〔子側接続ポート定義...〕ボ

タンをクリックし，［子側接続ポート定義］画面を表示後，必要な情報を入

力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
8. ［パス定義］画面で〔OK〕ボタンをクリックします。 

上記の手順 1～2 の代わりに，［パス一覧］画面上から〔パス追加...〕ボタンクリック

により［パス定義］画面を表示して設計する方法もあります。 

その場合，パスシンボルは AX-Config-Master-Manager－装置間に自動生成されます。 

(10) 装置－装置間のパスを設計する場合 

前提条件 

パス接続を行う両端の装置は事前に設計してください（設計方法は「(1) 装置ま

たはPC群を設計する場合」を参照してください）。 

両端の装置に物理ポート，またはチャネルグループを事前に設計してください（物

理ポートの設計方法は「(3) 装置の物理ポートを設計する場合」を，チャネル

グループの設計方法は「(4) チャネルグループを設計する場合」を参照してく

ださい）。 
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パスの切替方法が「ID＋ポート」，「ポート」の場合の手順で記載しています。

切替方法が「ID」の場合，手順４は不要です。 

いったん稼動中となったあと，パスを削除して不明中になった子側装置に再度パ

ス設計する場合は削除前と同じ子側ポート番号で設計してください。 

ポート指定時，アクセスパス群に定義済みのポートは指定しないでください。 

［手順］ 
1. ［ライブラリ］画面からパスシンボルをドラッグ＆ドロップで［図面］画面

上に配置します。 
2. 配置したパスシンボルの両端をそれぞれの装置に接続します。 
3. 接続したパスシンボルをダブルクリックし，［パス定義］画面を表示後，〔共

通設定〕タブ内でパス種別と，パスの切替方法を入力します。その際，パス

種別は「トランク」を指定してください。 
4. ［パス定義］画面の〔親側接続設定〕タブを選択し，パスの親側装置のロケ

ーションを入力します。 
5. ［パス定義］画面の〔親側接続設定〕タブにある〔親側接続ポート定義...〕ボ

タンをクリックし，［親側接続ポート定義］画面を表示後，必要な情報を入

力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
6. ［パス定義］画面の〔子側接続設定〕タブを選択し，パスの子側装置のロケ

ーションを確認します。ロケーションが指定されていない場合は入力します。
7. ［パス定義］画面の〔子側接続設定〕タブにある〔子側接続ポート定義...〕ボ

タンをクリックし， ［子側接続ポート定義］画面を表示後，必要な情報を入

力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
8. ［パス定義］画面で〔OK〕ボタンをクリックします。 

上記の手順 1～2 の代わりに，［パス一覧］画面上から〔パス追加...〕ボタンクリック

により［パス定義］画面を表示して設計する方法もあります。 

その場合，パスシンボルは両端の装置間に自動生成されます。 

パスの親側，子側の定義は，装置検出のモードを「ポート」モードや「ID＋ポート」

モードでパスを設計する場合は，「ポートレンジ」指定を行う装置が親側となります。

装置検出のモードを「ID」モードで設計する場合は，親側と子側の決定は任意になり

ます。 

(11) 装置（AXCM 未対応装置）－装置間（AXCM 対応装置）のパスを

設計する場合 

前提条件 

パス接続を行う両端の装置は事前に設計してください（設計方法は「(1) 装置ま

たはPC群を設計する場合」を参照してください）。 

両端の装置に物理ポート，またはチャネルグループを事前に設計してください（物

理ポートの設計方法は「(3) 装置の物理ポートを設計する場合」を，チャネル

グループの設計方法は「(4) チャネルグループを設計する場合」を参照してく

ださい）。 
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装置（AXCM未対応装置）を接続するパスを設計した場合には，装置上で直接管

理VLAN，ユーザVLANの設定をする必要があります。設定内容の詳細は

「AXCM未対応装置使用時の設定方法」を参照してください。また，その際，

VLANの種別を一致させるようにして下さい。 

冗長な構成で接続を行う場合，一度にすべて接続すると，安定するまでに時間が

かかるため，パスを接続する度に AX-Config-Master-View で接続を確認してか

ら次の接続を行ってください。ループになっている箇所を接続する場合には，

その両端の装置を「コピー＆同期」してから次の接続を行ってください。 

ポート指定時，アクセスパス群に定義済みのポートは指定しないでください。 

［手順］ 
1. ［ライブラリ］画面からパスシンボルをドラッグ＆ドロップで［図面］画面

上に配置します。 
2. 配置したパスシンボルの両端をそれぞれの装置に接続します。 
3. 接続したパスシンボルをダブルクリックし，［パス定義］画面を表示後，〔共

通設定〕タブ内でパス種別と，パスの切替方法を入力します。その際，パス

種別は「トランク」，パスの切替方法は「ID＋ポート」を指定してください。
4. ［パス定義］画面の〔親側接続設定〕タブを選択し，パスの親側装置のロケ

ーションを入力します。 
5. ［パス定義］画面の〔親側接続設定〕タブにある〔親側接続ポート定義...〕ボ

タンをクリックし，［親側接続ポート定義］画面を表示後，必要な情報を入

力し，〔OK〕ボタンをクリックします。物理ポートを指定する場合，親側物

理ポート一覧に設定するポートは１つで設計してください。 
6. ［パス定義］画面の〔子側接続設定〕タブを選択し，パスの子側装置のロケ

ーションを確認します。ロケーションが指定されていない場合は入力します。
7. ［パス定義］画面の〔子側接続設定〕タブにある〔子側接続ポート定義...〕ボ

タンをクリックし，［子側接続ポート定義］画面を表示後，必要な情報を入

力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
8. ［パス定義］画面で〔OK〕ボタンをクリックします。 

上記の手順 1～2 の代わりに，［パス一覧］画面上から〔パス追加...〕ボタンクリック

により［パス定義］画面を表示して設計する方法もあります。 

その場合，パスシンボルは両端の装置間に自動生成されます。  

(12) パスを削除する場合 

前提条件 

パス下位装置が AXCM 対応装置時は事前に実接続を切断するか，パスの上位装置

側のポートの稼働状態を「停止」状態にしてから実接続を切断してください。

なお，ポートの稼動状態を「停止」状態にした場合，実接続後「稼動中」状態

に戻してください。 

［手順］ 
1. 削除対象のパスシンボルをダブルクリックし，［パス定義］画面を表示後，

〔パス削除〕ボタンをクリックします。 
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2. 該当パスのパスシンボルは［図面］画面上より削除されます。 

(13) 装置－PC 群間のアクセスパス群を設計する場合 

前提条件 

PC群を接続する装置，PC群は事前に設計してください（装置の設計方法は「(1) 

装置またはPC群を設計する場合」を参照してください）。 

PC群を接続する装置の物理ポートを事前に設計してください（物理ポートの設計

方法は「(3)装置の物理ポートを設計する場合」を参照してください）。 

装置に PC 群が接続されていない必要があります。 

ポート指定時，AX-Config-Master-Manager－装置間や装置－装置間に定義済みの

ポートは指定しないでください。 

［手順］ 
1. ［図面］画面上に PC 群，アクセスパス群シンボルをそれぞれ配置します。 
2. 配置したアクセスパス群シンボルの両端を PC 群と接続する装置と配置した

PC 群それぞれに接続します。 
3. 接続したアクセスパス群シンボルをダブルクリックし，［アクセスパス群定

義］画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンをクリックします。

上記の手順 1～2 の代わりに［パス一覧］画面上から，〔エッジパス追加...〕ボタンを

クリックして［アクセスパス群定義］画面を表示して設計する方法もあります。 

その場合，アクセスパス群シンボル，PC 群シンボルは自動生成されます。 

(14) アクセスパス群定義済みの装置に対してアクセスパス群を追加す

る場合 

前提条件 

アクセスパス群定義画面はアクセスパス群シンボルをダブルクリックして表示し

てください。 

ポート指定時，AX-Config-Master-Manager－装置間や装置－装置間に定義済みの

ポートは指定しないでください。 

［手順］ 
1. 追加対象のアクセスパス群シンボルをダブルクリックし，［アクセスパス群

定義］画面を表示します。 
2. アクセスパス群に追加するパスを選択し，〔追加>>〕ボタンをクリックしま

す。 
3. ［アクセスパス群定義］画面の〔OK〕ボタンをクリックし，追加を確定しま

す。 

(15) アクセスパス群を削除する場合 

前提条件 

アクセスパス群定義画面はアクセスパス群シンボルをダブルクリックして表示し
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てください。 

［手順］ 
1. 削除対象のアクセスパス群シンボルをダブルクリックし，［アクセスパス群

定義］画面を表示後，アクセスパス群から削除するパスを選択し，〔<<削除〕

ボタンをクリックします。 
2. ［アクセスパス群定義］画面の〔OK〕ボタンをクリックし，削除を確定しま

す。 
注意事項： 
アクセスパス群に含まれるパスをすべて削除する場合は，［アクセスパ

ス群定義］画面の〔全削除〕ボタンをクリックし，［削除確認］画面の

〔はい〕ボタンをクリックします。 

装置につながるアクセスパス群が 0 件になる，または全削除時はアクセスパス群シン

ボル，PC 群シンボルが［図面］画面上から削除されます。 

(16) VLAN をパスへ割り付ける場合 

前提条件 

VLANを定義する装置，パスは事前に設計してください（装置の設計方法は「(1) 

装置またはPC群を設計する場合」を，パスの設計方法は「(10) 装置－装置間

のパスを設計する場合」を参照してください）。 

AX-Config-Master と AX-Config-Master に隣接する装置との間のパス（アクセスパ

ス）には VLAN を割り付けないでください。AX-Config-Master と

AX-Config-Master に隣接する装置との間のパスには AX-Config-Master の管理

VLAN としてアクセスポート VLAN（デフォルトでは VLAN ID=1000）が割り

付けられる為，他の VLAN を割り付けることは出来ません。 

［手順］ 

（VLAN を定義する） 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [VLAN一覧(V)...]を選択し，［VLAN

一覧］画面を表示します。 
2. ［VLAN一覧］画面の〔追加...〕ボタンをクリックし，［VLAN追加］画面を

表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 

（VLAN を装置へ割り付ける） 
3. VLANを定義する装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面

を表示します。 
4. ［装置情報定義］画面の〔装置VLAN定義...〕ボタンをクリックし，［装置VLAN

一覧］画面を表示します。 
5. ［装置VLAN一覧］画面の〔追加...〕ボタンをクリックし，［装置VLAN一覧］

画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
6. 手順４～６をそれぞれの装置に対して行います。 

（VLAN をパスへ割り付ける） 
7. VLANを定義するパスシンボルをダブルクリックし，［パス定義］画面を表

示します。 
8. ［パス定義］画面の〔共通設定〕タブにある〔VLAN定義...〕ボタンをクリッ

クし，［トランクポートVLAN定義］画面，または［アクセスポートVLAN



 161

定義］画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンをクリックします。

注意事項： 
パス種別により表示される画面が異なります（パス種別がトランクの場

合：［トランクポート VLAN 定義］画面，パス種別がアクセスの場合：

［アクセスポート VLAN 定義］画面）。 

(17) VLAN に IP アドレスを付与する場合 

前提条件 

IPアドレスを付与するVLANは事前に設計してください（VLANの設計方法は

「(16) VLANをパスへ割り付ける場合」の手順１～６を参照してください）。 

［手順］ 
1. IPアドレスを付与するVLANを定義した装置シンボルをダブルクリックし，

［装置情報定義］画面を表示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔VLAN-L3 中継...〕ボタンをクリックし，［L3 中継

VLAN一覧］画面を表示します。 
3. ［L3 中継VLAN一覧］画面の〔追加...〕ボタンをクリックし，［L3 中継VLAN

定義（追加・編集）］画面を表示後，必要な情報を入力し，〔OK〕ボタンを

クリックします。 

(18) VLAN を削除する場合 

前提条件 

削除対象の VLAN は装置，パスに定義されていない必要があります。 

削除対象の VLAN は IP アドレスが付与されていない必要があります。 

［手順］ 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [VLAN一覧(V)...]を選択し，［VLAN

一覧］画面を表示後，削除するVLANを選択（複数選択可能）し，〔削除〕

ボタンをクリックします。 
2. ［削除確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 

(19) 装置に定義された VLAN を削除する場合 

［手順］ 
1. VLAN削除対象の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面

を表示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔VLAN-L3 中継...〕ボタンをクリックし，［L3 中継

VLAN一覧］画面を表示後，削除対象のL3 中継VLANを選択し，〔削除〕ボ

タンをクリックします。 
3. ［削除確認］画面の〔はい〕ボタンをクリックします。 
4. ［装置情報定義］画面の〔装置VLAN定義...〕ボタンをクリックし，［装置VLAN

一覧］画面を表示後，削除対象のVLANを選択し，〔削除〕ボタンをクリッ

クします。 

(20) パスに定義された VLAN を削除する場合 

［手順］ 
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1. VLAN削除対象のパスシンボルをダブルクリックし，［パス定義］画面を表

示します。 
2. ［パス定義］画面の〔共通設定〕タブにある〔VLAN定義...〕ボタンをクリッ

クし，［トランクポートVLAN定義］画面，または［アクセスポートVLAN
定義］画面を表示後，パス内VLAN定義に設定されているVLANをすべて選択

し，〔<-削除〕ボタンをクリックします。 
3. ［トランクポート VLAN 定義］画面，または［アクセスポート VLAN 定義］

画面の〔OK〕ボタンをクリックします。 

(21) ローカルで作成したコンフィグレーションファイルを使用して設

計を行う場合 

前提条件 

コンフィグレーションファイルの反映（LocalConfig → ManagerConfig）を行って，

設計する装置は事前に設計してください（設計方法は「(1) 装置またはPC群を

設計する場合」を参照してください）。 

対象装置の装置ステータスが事前設計可である必要があります。 

［手順］ 
1. コンフィグレーションの反映（LocalConfig → ManagerConfig）を行って，設

計する装置の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表

示します。 
2. ［装置情報定義］画面の〔コンフィグレーション...〕ボタンをクリックし，［コ

ンフィグレーション］画面を表示します。 
3. ［コンフィグレーション］画面の〔LocalConfig選択...〕ボタンをクリックし，

［ファイルの選択］画面を表示します。 
4. ［ファイルの選択］画面上で反映を行う LocalConfig ファイルを選択して，〔開

く〕ボタンをクリックします。ファイルが正常に読み込めた場合には，完了

メッセージが表示され，表示コンフィグレーション選択／コンフィグレーシ

ョン反映元のリストに選択した LocalConfig のファイル名が表示されます。 
 
［表示コンフィグレーション選択／コンフィグレーション反映元］のリスト

でコンフィグレーションを選択すると，選択したコンフィグレーションの内

容が［表示中コンフィグレーション］に表示されます。必要に応じて使用し

てください。 
5. ［コンフィグレーション］画面で，［表示コンフィグレーション選択／コン

フィグレーション反映元］のリストから読み込んだ LocalConfig を選択し，［コ

ンフィグレーション反映先］から ManagerConfig を選択した状態で，〔反映

--->〕ボタンをクリックします。反映が正常に終了した場合には，完了メッセ

ージが表示されます。 

(22) 運用コンフィグレーション（RunningConfig）を現用コンフィグレ

ーション（StartupConfig）と AX-Config-Master-Manager のコンフィグ

レーション（ManagerConfig）に反映する場合 

［手順］ 
1. 該当の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表示しま

す。 
2. ［装置情報定義］画面の〔コンフィグレーション...〕ボタンをクリックし，［コ
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ンフィグレーション］画面を表示します。 
3. ［コンフィグレーション］画面の〔コピー＆同期〕ボタンをクリックします。

コピー＆同期が正常に終了した場合には，完了メッセージが表示されます。
 

注意事項： 
［コンフィグレーション］画面の〔 新のコンフィグレーションを取得〕

ボタンをクリックすることにより，現用コンフィグレーション

（StartupConfig）と運用コンフィグレーション（RunningConfig）と

AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション（ManagerConfig）を

取得することができます。 

(23) 現用コンフィグレーション（StartupConfig）を

AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション（ManagerConfig）
に反映する場合 

［手順］ 
1. 該当の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表示しま

す。 
2. ［装置情報定義］画面の〔コンフィグレーション...〕ボタンをクリックし，［コ

ンフィグレーション］画面を表示します。 
3. ［コンフィグレーション］画面で，［表示コンフィグレーション選択／コン

フィグレーション反映元］のリストから StartupConfig を選択し，［コンフィ

グレーション反映先］から ManagerConfig を選択した状態で，〔反映--->〕ボ

タンをクリックします。反映が正常に終了した場合には，完了メッセージが

表示されます。 
 

注意事項： 
［コンフィグレーション］画面の〔取得〕ボタンをクリックすることに

より，現用コンフィグレーション（StartupConfig）と運用コンフィグレー

ション（RunningConfig）と AX-Config-Master-Manager のコンフィグレー

ション（ManagerConfig）を取得することができます。 

(24) ローカルで作成したコンフィグレーションファイルを

AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション（ManagerConfig）
と運用コンフィグレーション（RunningConfig）に反映する場合 

［手順］ 
1. 該当の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表示しま

す。 
2. ［装置情報定義］画面の〔コンフィグレーション...〕ボタンをクリックし，［コ

ンフィグレーション］画面を表示します。 
3. ［コンフィグレーション］画面の〔LocalConfig選択...〕ボタンをクリックし，

［ファイルの選択］画面を表示します。 
4. ［ファイルの選択］画面上で反映を行う LocalConfig ファイルを選択して，〔開

く〕ボタンをクリックします。ファイルが正常に読み込めた場合には，完了

メッセージが表示され，表示コンフィグレーション選択／コンフィグレーシ

ョン反映元のリストに選択した LocalConfig のファイル名が表示されます。 
 
［表示コンフィグレーション選択／コンフィグレーション反映元］のリスト

でコンフィグレーションを選択すると，選択したコンフィグレーションの内
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容が［表示中コンフィグレーション］に表示されます。必要に応じて使用し

てください。 
5. ［コンフィグレーション］画面で，［表示コンフィグレーション選択／コン

フィグレーション反映元］のリストから読み込んだ LocalConfig を選択し，［コ

ンフィグレーション反映先］から ManagerConfig および RunningConfig を選択

した状態で，〔反映--->〕ボタンをクリックします。反映が正常に終了した場

合には，完了メッセージが表示されます。 

(25) コンフィグレーションの内容比較を行う場合 

前提条件 

コンフィグレーションの比較表示は差分比較ツールを利用して行います。その為，

利用する差分比較ツールを起動するコマンドをView.propertiesファイルに設定

しておく必要があります。View.propertiesファイルの設定については「2.2.2 

AX-Config-Master-Viewの初期設定」を参照してください。 

［コンフィグレーション比較］画面の左右のコンフィグレーション選択 1 および

コンフィグレーション選択 2 に表示した内容の比較を行います。 

比較対象のコンフィグレーションはローカルで作成したコンフィグレーションフ

ァイル（LocalConfig），現用コンフィグレーション（StartupConfig），運用コ

ンフィグレーション（RunningConfig），AX-Config-Master-Manager のコンフィ

グレーション（ManagerConfig）のうちの左右の表示コンフィグレーションに選

択した２つを対象とします。 

［手順］ 
1. 該当の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情報定義］画面を表示しま

す。 
2. ［装置情報定義］画面の〔コンフィグレーション...〕ボタンをクリックし，［コ

ンフィグレーション］画面を表示します。 
3. ［コンフィグレーション］画面の〔ファイル選択...〕ボタン，［コンフィグレ

ーション］画面の〔 新のコンフィグレーションを取得〕ボタンを使用して

比較対象とするコンフィグレーションを読み込みます。 
4. ［コンフィグレーション］画面の〔比較…〕ボタンをクリックし，［コンフ

ィグレーション比較］画面を表示します。 
5. ［コンフィグレーション比較］画面の［コンフィグレーション選択 1］および

［コンフィグレーション選択 2］のリストから比較対象のコンフィグレーショ

ンを選択し，〔比較〕ボタンをクリックします。選択した 2 つのコンフィグ

レーションを対象として比較表示を行う差分比較ツールが起動します。 

(26) 装置交換を行う場合 

前提条件 

本手順は交換前後の装置が同じ製品である場合の手順になります。 

交換前後の装置が異なる製品の場合にはポート数や各種条件により機能が制限さ

れるか，全く使用できないこともありますので，次の手順で装置交換を行って

ください。 
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交換前装置に接続されている物理接続（ケーブル）を切断後，交換前装置に設計

された情報（交換前装置に接続されたパス，そのパス上に設計された VLAN，

交換前装置に設計された装置 VLAN，装置定義情報）すべてを削除した後，新

規装置として再度装置定義から設計し直してください。 

［手順］ 
1. 交換前装置に接続されている物理接続（ケーブル）を切断します。［図面］

画面上で交換前装置の装置シンボルが赤色（障害）に変化します。 
2. ［図面］画面上にて交換前装置と親側装置（交換前装置よりも

AX-Config-Master-Managerに近い装置）とを接続しているパスシンボルをダブ

ルクリックし，［パス定義］画面を表示します。 
3. ［パス定義］画面の切替種別を確認後，〔キャンセル〕ボタンをクリックし，

［パス定義］画面を閉じます。 
切替種別を確認した結果，「ID+ポート」，または「ID」の場合，手順４～６

を実施します。 
切替種別を確認した結果，「ポート」の場合には手順４～６は不要で，手順

７を実施します。 
4. ［図面］画面上で交換前装置の装置シンボルをダブルクリックし，［装置情

報定義］画面を表示します。 
5. ［装置情報定義］画面の MAC アドレスの値を交換後装置の MAC アドレスに

変更し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
6. 手順１で切断した物理接続（ケーブル）を交換後装置に接続します。 

(27) セキュリティの向上(ユーザのアクセス制限，不正フレームの流出

防止)を行う場合 

セキュリティの向上に関する設定手順の詳細を「5.7 フィルタの設定」にて示します。

「5.7 フィルタの設定」を参照してください。 

(28) パケットを転送する経路指定を行う場合 

経路指定に関する設定手順の詳細を「5.8 ルートの設定」にて示します。「5.8 ルー

トの設定」を参照してください。 

(29) 各種一覧を参照する場合 

［手順］ 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [装置一覧(N)...]を選択すること

で，［装置一覧］画面を表示します。 
2. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [パス一覧(P)...]を選択すること

で，［パス一覧］画面を表示します。 
3. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [VLAN一覧(V)...]を選択すること

で，［VLAN一覧］画面を表示します。 
4. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [フィルタ一覧(F)...]を選択するこ

とで，［フィルタ定義一覧］画面を表示します。 
5. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [ルート一覧(R)...]を選択すること

で，［ルート定義一覧］画面を表示します。 
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(30) 動作監視を行う場合 

前提条件 

［動作監視］画面を表示したまま，設定，または参照を行う場合には，［動作監

視］画面を先に表示してください。 

［手順］ 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [動作監視(M)...] を選択すること

で，［動作監視］画面を表示します。 

(31) 装置・パスに適用された VLAN を［図面］画面上に表示する場合 

前提条件 

VLAN 表示設定で色，線の太さ，描画パターンの設定を行う場合の手順で記載し

ています。［VLAN 一覧］画面の表示パターンに表示された内容のまま可視化

を行う場合，手順２は不要です。 

［手順］ 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [VLAN一覧(V)...]を選択し，

［VLAN一覧］画面を表示します。 
2. ［VLAN一覧］画面上から可視化を行いたいVLANを選択し，〔VLAN表示

設定...〕ボタンをクリックし，［VLAN表示設定］画面を表示後，色，線の

太さ，描画パターンを選択し，〔OK〕ボタンをクリックします。 
3. ［VLAN 一覧］画面上から表示設定済みの VLAN の表示チェックボックス

をチェックし，［VLAN 一覧］画面を閉じて［図面］画面を表示するため〔閉

じる〕ボタンをクリックします。該当の VLAN が適用された［図面］画面

上の装置シンボル・パスシンボルに対して可視化表示が付与されます。 
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図 5-25 VLAN 可視化時のイメージ 

 

(32) ［図面］画面上のパスの向きの表示・非表示を変更する場合 

［手順］ 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [表示設定(S)...]を選択し，［表示設

定］画面を表示します。 
2. ［図面上にパス方向を表示する。］のチェックボックスをチェック（パスの

向きを表示する），またはチェックをはずし（パスの向きを表示しない），

〔OK〕ボタンをクリックします。デフォルトではチェックあり（パスの向き

を表示する）です。 

(33) 〔OK〕ボタン（〔適用〕ボタン）押下時の確認ダイアログの表示・

非表示を変更する場合 

［手順］ 
1. メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [表示設定(S)...]を選択し，［表示設

定］画面を表示します。 
2. ［確認ダイアログを表示する。］のチェックボックスをチェック（確認ダイ

アログを表示する），またはチェックをはずし（確認ダイアログを表示しな

い），〔OK〕ボタンをクリックします。デフォルトではチェックあり（確認

ダイアログを表示する）です。 

(34) AXCM 未対応装置使用時の設定方法 

前提条件 

LLDP の設定が有効になっているか，将来的に有効にする可能性がある装置

を,AXCM 未対応装置として設計する場合は，事前設計時に MAC アドレスを必

ず指定してください。（LLDP の設定が無効になっており，また，将来的に LLDP

の設定を有効にする可能性のない装置や，LLDP の設定が未サポートの装置を

AXCM 未対応装置として設計する場合は，事前設計時に MAC アドレスの設定

を省略することができます。） 
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［手順］ 

AX-Config-Masterから見てAXCM未対応装置の手前に隣接するAXCM対応装置の

AXCM未対応装置に接続するポートにはユーザVLAN，管理VLANを手動で設定してく

ださい(管理VLAN IDはmanager.propertiesを参照して求めてください。参照方法は「2.2.1 

AX-Config-Master-Managerの初期設定」を参照して下さい)。 

AXCM対応装置に接続されているポートに対して手動でユーザVLAN，管理VLANを手

動で設定してください(管理VLAN IDはmanager.propertiesを参照して求めてください。

参照方法は「2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定」を参照して下さい)。 

AX-Config-Masterから見てAXCM未対応装置の先に隣接するAXCM対応装置にはCore

設定を行って下さい。「6.1 装置の起動/停止方法」を参照してください。 

AXCM 未対応装置に物理ポートを定義する際は，AXCM 未対応装置から見て

AX-Config-Master 側の AXCM 対応装置と接続するポートと，反対側の AXCM 対応装

置と接続するポートを，それぞれ定義してください。（これら２つのポートを，１つ

のポートとして設計こともできますが，推奨しません。） 

AXCM 未対応装置と接続するパスのパス種別には「トランク」を指定してください。 

 

図 5-26 AXCM 未対応装置使用時の設定方法 

 

 

(35) ［図面］画面上の状態アイコンの表示・非表示を変更する場合 

［手順］ 
1. 「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定 (2) nfm.iniファイルの設定」を参照

し，AX-Config-Master-Viewの定義ファイルnfm.iniファイルの，以下のエント

リを追加または変更し，nfm.iniファイルを上書き保存します。 
 エントリ…ShowStatusIcon 
 値…1 または未設定時：状態アイコンを表示する／それ以外の場合：状態

AXCM 未対応装置 AXCM 対応装置 AXCM 対応装置 
AX-Config-Master 

AXCM 未対応装置との接続ポー
トに，ユーザ VLAN，管理 VLAN
を手動で設定してください。 

 

AX-Config-Master か
ら見て AXCM 未対応
装置の先に隣接する
AXCM 対応装置には
Core 設定を行って下
さい。 

AXCM 対応装置に接
続されているポート
に対して手動でユー
ザ VLAN，管理 VLAN
を設定してください。 
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アイコンを表示しない 
2. AX-Config-Master-View を再起動します。 
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5.3.2 動作監視を行う 

AX-Config-Master-Manager から通知されたイベントの蓄積情報を表示します。 

メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [動作監視(M)...] を選択することにより表

示されます。 

［動作監視］画面はメイン画面以外の画面より先に表示することで，常時表示してお

くことができます。 

［フィルター設定］画面で条件を設定することで，動作監視一覧上に表示する情報を

装置毎などに絞り込んで表示することができます。 

各項目にマウスポインタを合わせると，マウスポインタを合わせた項目の内容がツー

ルチップとして表示されます。 

詳細情報など表示が画面内に収まっていない項目にマウスポインタを合わせてツール

チップを表示することで，項目全体が表示されます。 

図 5-27 ［動作監視］画面 

 

表 5-7 ［動作監視］の画面項目 

画面項目 説明 
発生日時 イベントの発生日時を表示します。 
発生装置ロケーション イベントの発生した装置のロケーションを表示しま

す。 
発生イベント 発生イベントを表示します。 

• 隣接発見通知 
AX-Config-Master管理装置にAXCM対応装置を接続

した場合，その装置を検出したことを表します。 
• 隣接発見破棄通知 

隣接発見通知を受信した際，AX-Config-Master 対象

外形態だった場合に AX-Config-Master 判断により隣

接発見通知を破棄したことを表します。 
• 初期状態通知 

AX-Config-Master 管理装置が起動したことを表しま
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す。 
• 装置状態変更通知 

AXCM対応装置でCLIによるコンフィグレーション

変更が行われたことを表します。また，

AX-Config-MasterがAXCM対応装置に対し設定操作

を行ったことを表します。 
• 装置異常通知 

AX-Config-MasterまたはAXCM対応装置がネットワ

ークトポロジの一段下位側に存在する装置に対し生

存確認を実施し，一定時間生存確認ができなかった

ことを表します。 
• リンク状態変更通知 

AXCM 対応装置のポートのリンク状態に変更があ

ったことを表します 
詳細情報 イベントに対する詳細情報を表示します。 

イベントに対する詳細情報がない場合には「なし」を

表示します。 

表 5-8［動作監視］のボタン 

ボタン名 説明 
〔装置情報...〕ボタン ※1 選択された装置を編集します。 

［装置情報定義］画面を表示します。［装置情報定義］

画面については，「5.4 装置の設定」を参照してくだ

さい。 
〔フィルター...〕ボタン ※1 ［動作監視］画面のフィルターを設定します。 

［フィルター設定］画面を表示します。 
〔更新〕ボタン ※1 ［動作監視］画面の内容を 新の状態に更新します。

〔閉じる〕ボタン ※1 ［動作監視］画面を閉じます。 

注※1 別の画面で反映，コピー＆同期，［フィルタ定義一覧］画面を閉じる，［ルー

ト定義一覧］画面を閉じるのいずれかの操作が行われている間は［動作監視］画面を

閉じる操作のみが行えます。 

 

図 5-28 ［フィルター設定］画面 
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表 5-9 ［フィルター設定］の画面項目 

画面項目 説明 
完全一致 ロケーションを選択することで，特定の 1 装置のイベ

ントのみを［動作監視］画面上に表示することができ

ます。 
前方一致 指定文字列を入力することで，指定文字列に前方一致

でマッチするロケーションを持つ装置のイベントのみ

を［動作監視］画面上に表示することができます。 
解除 フィルター条件を解除し，すべての装置のイベントを

表示します。 

表 5-10［フィルター設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 指定内容でフィルター条件を設定します。 

その後，［動作監視］画面をフィルター設定した内容

で更新します。 
〔キャンセル〕ボタン ［動作監視］画面に戻ります。 
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5.3.3 装置一覧を見る 

設定済み装置の一覧を表示します。メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [装置一

覧(N)...]を選択することにより表示されます。 

図 5-29 ［装置一覧］画面 

 

表 5-11 ［装置一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
名前▼ 装置の名前を表示します。 

“名前▼”をクリックすると，名前を基準に装置一覧

を昇順ソートします。 
ロケーション▼ 設置場所を表示します。 

“ロケーション▼”をクリックすると，ロケーション

を基準に装置一覧を昇順ソートします。 
注 初期表示時は，ロケーションで昇順ソートされ

た装置一覧を表示します。 
AXCM 対応 AX-Config-Master 対応，または AX-Config-Master 未

対応の区分を表示します。 
• "AXCM 対応" 
AX-Config-Master 対応です。 
• "AXCM 未対応" 
AX-Config-Master 未対応です。 

MAC アドレス MAC アドレスを表示します。 
IPv4 アドレス▼ 装置の IPv4アドレス(ループバックアドレス)を表示

します。 
“IPv4 アドレス▼”をクリックすると，IPv4 アドレス

を基準に装置一覧を昇順ソートします。 
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装置により設定が行えない場合があります。そのた

めご利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN
ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」および装置のマニュアルを参照し，入力し

てください。 
IPv6 アドレス▼ 装置の IPv6アドレス(ループバックアドレス)を表示

します。 
“IPv6 アドレス▼”をクリックすると，IPv6 アドレス

を基準に装置一覧を昇順ソートします。 
装置により設定が行えない場合があります。そのた

めご利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN
ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」および装置のマニュアルを参照し，入力し

てください。 
装置ステータス 装置ステータスを表示します。 

• 事前設計可 
事前設計で装置追加後，

AX-Config-Master-Manager の管理下になったこと

がない状態です。 
• 稼動中 

装置とのコネクションが接続されている状態で

す。 
• コンフィグ変更 

・装置とのコネクションが接続されており，

AX-Config-Master-Manager の持つコンフィグレー

ションと RunningConfig が等しく，StartupConfig
が異なる状態です。 
・装置とのコネクションが接続されており，

AX-Config-Master-Manager の持つコンフィグレー

ションと StartupConfig が等しく RunningConfig が

異なる状態です。 
・装置とのコネクションが接続されており

RunningConfig と StartupConfig が等しく，

AX-Config-Master-Manager の持つコンフィグレー

ションが異なる状態です。 
• 不明 

装置定義済みであるが，装置の情報が未取得の状

態です。 
• AXCM 未対応 

装置が AX-Config-Master 未対応です。 
• 障害 

装置に障害が発生中の状態です。 
コンフィグ同期モード コンフィグ同期モードを表示します。 

• マネージャ優先 
装置 up 時，マネージャのコンフィグレーション

で装置を設定します。 
• 装置優先 

装置 up 時，装置上のコンフィグレーションを変

更しません。 
詳細については，「1.6.1 コンフィグレーション同

期の概要」を参照してください。 
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フロー検出モード フロー検出モードを表示します。 
※フロー検出モードの設定値によりフロー検出で

指定可能な条件が変わります。そのためご利用の装

置上で指定可能な条件については，「OAN ユーザ

ーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能

編)」および装置のマニュアルを参照し，選択・入力

してください。なお，一度設定した後の変更はでき

ませんので注意して設定してください。 
• layer3-1 

IP パケットやそれ以外のフレームのフロー制御

を行いたい場合に使用します。また，IPv4 パケッ

トに特化したフロー制御を行いたい場合にも使

用できます。 
• layer3-2 

IPv4 パケットに特化したフロー制御を行いたい

場合に使用します。 
• layer3-3 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• layer3-4 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• layer3-5 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• layer2-1 

IP パケットやそれ以外のフレームのフロー制御

を行いたい場合に使用します。 
• layer2-2 

IPv4 パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を

行いたい場合に使用します。 
• layer2-3 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• layer2-4 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• layer2-5 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• layer2-6 

IPv4，IPv6 パケットに特化したフロー制御を行い

たい場合に使用します。 
• デフォルト 

フロー制御モードを使用しない場合に指定しま

す。 

表 5-12 ［装置一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加...〕ボタン 装置を追加します。 

［装置情報定義］画面を表示します。［装

置情報定義］画面については，「5.4 装
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置の設定」を参照してください。 
〔編集...〕ボタン 装置を編集します。 

［装置情報定義］画面を表示します。［装

置情報定義］画面については，「5.4 装

置の設定」を参照してください。 
〔削除〕ボタン 装置を削除します。 

［削除確認］画面が表示され，〔はい〕

ボタンをクリックしたあと，装置の削除

を行い，［装置一覧］画面を更新します。

〔一覧をファイルへ出力...〕ボタン 装置一覧を CSV ファイルへ出力します。

［出力先ファイルの選択］画面を表示し

ます。詳細については，「(1) 出力先フ

ァイルの選択」を参照してください。 
〔閉じる〕ボタン ［装置一覧］画面を閉じます。 

(1) 出力先ファイルの選択 

CSV ファイル(一覧情報)を保存するディレクトリ，ファイルを選択します。 

図 5-30 ［出力先ファイルの選択］画面 

 

表 5-13 ［出力ファイルの選択］の画面項目 

画面項目 説明 
保存 ローカル上に保存するフォルダを設定します。 
ファイル名 保存するファイル名を設定します。 
ファイルタイプ ファイルの種類を選択します。 
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表 5-14 ［出力ファイルの選択］のボタン 

ボタン名 説明 
〔保存〕ボタン 指定されたフォルダの指定されたファイルに，呼び出し元の

画面の情報を出力します。 
〔キャンセル〕ボタン 呼び出し元の画面へ戻ります。 
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5.3.4 パス一覧を見る 

設定済みパスの一覧を表示します。メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [パス一

覧(P)...]を選択することにより起動されます。 

図 5-31 ［パス一覧］画面 

 

表 5-15 ［パス一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
親側装置 名前▼ 親側装置の名前を表示します。 

“親側装置 名前▼”をクリックすると，親側装置の名

前を基準にパス一覧を昇順ソートします。 
親側装置 ロケーション▼ 親側装置のロケーションを表示します。 

“親側装置 ロケーション▼”をクリックすると，親側

装置のロケーションを基準にパス一覧を昇順ソート

します。 
注 初期表示時は，親側装置のロケーションで昇順ソ

ートされたパス一覧を表示します。 
子側装置 名前▼ 子側装置の名前を表示します。 

“子側装置 名前▼”をクリックすると，子側装置の名

前を基準にパス一覧を昇順ソートします。 
子側装置 ロケーション▼ 子側装置のロケーションを表示します。 

“子側装置 ロケーション▼”をクリックすると，子側

装置のロケーションを基準にパス一覧を昇順ソート

します。 
パス種別 パス種別を表示します。 

• トランク 
トランクポート間を接続するパスです。 
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• アクセス 
アクセスポート間を接続するパスです。 

• エッジ 
装置と PC 間を接続するパスです。 

切替方法 切替方法を表示します。 
• ID＋ポート 

子側装置を装置 MAC アドレスと接続ポート範囲

より厳密に指定する切替方法です。 
• ID 

子側装置を装置 MAC アドレスより指定する切替

方法です。 
• ポート 

子側装置を接続ポート範囲より指定する切替方法

です。 

表 5-16 ［パス一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔エッジ追加...〕ボタン アクセスパス群を追加します。 

［アクセスパス群定義］画面を表示します。［ア

クセスパス群定義］画面については，「5.6 アク

セスパス群設定」を参照してください。 
〔パス追加...〕ボタン パスを追加します。 

［パス定義］画面を表示します。［パス定義］画

面については，「5.5 パスの設定」を参照してく

ださい。 
〔編集...〕ボタン 選択されたパスを編集します。 

選択情報のパス種別をもとに，［パス定義］画面，

または，［アクセスパス群定義］画面へ遷移しま

す。［パス定義］画面については，「5.5 パスの

設定」を参照してください。［アクセスパス群定

義］画面ついては，「5.6 アクセスパス群設定」

を参照してください。 
〔削除〕ボタン パスを削除します。 

［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボタンを

クリックしたあと，パスの削除を行い，［パス一

覧］画面を更新します。 
〔一覧をファイルへ出力...〕ボタ

ン 
パス一覧を CSV ファイルへ出力します。 
出力ファイルの選択画面を表示します。［出力フ

ァイルの選択］画面については，「5.3.3 装置一

覧を見る (1) 出力先ファイルの選択」を参照して

ください。 
〔閉じる〕ボタン ［パス一覧］画面を閉じます。 
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5.3.5 VLAN一覧を見る 

設定済みの VLAN 一覧を表示します。メイン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - 

[VLAN 一覧(V)...]を選択することにより表示されます。 

図 5-32 ［VLAN 一覧］画面 

 

表 5-17 ［VLAN 一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
VLAN ID 定義済み VLAN ID を表示します。 
VLAN 名称 定義済み VLAN 名称を表示します。 
表示 該当する VLAN の[図面]画面上への表示／非表示を指定しま

す。チェックボックスにチェックをすることで表示パターン

のイメージで [図面]画面上に表示します。チェックボックス

のチェックを外すことで[図面]画面上の表示を終了します。

同時に表示可能な VLAN の個数の上限は 4081 個ですが，［図

面］画面上に表示される装置およびパスのシンボルが隣接し

見づらくなるため，通常 10 個以内で使用してください。 
表示パターン VLAN 可視化時のイメージを表示します。 

表 5-18 ［VLAN 一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加...〕ボタン VLAN を追加します。 

同時に VLAN 表示で使用される色の初期

表示色の設定も行います。初期表示色は赤

→緑→青→オレンジ→シアン→マゼンダ

→ピンク→黄色→グレイ→ライトグレイ

→赤の順で VLAN 追加を行うたびに設定
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されます。 
［VLAN追加］画面を表示します。［VLAN
追加］画面については，「(1) VLAN追加」

を参照してください。 
〔編集...〕ボタン 選択された VLAN を編集します。 

［VLAN編集］画面を表示します。［VLAN
編集］画面については，「(2) VLAN編集」

を参照してください。 
〔削除〕ボタン VLAN を削除します。 

［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボ

タンをクリックしたあと，VLAN の削除を

行い，［VLAN 一覧］画面を更新します。

〔VLAN 表示設定...〕ボタン 選択された VLAN の VLAN 表示設定を編

集します。 
［VLAN表示設定］画面を表示します。

［VLAN表示設定］画面については，「(3)
VLAN表示設定」を参照してください。 

〔対象 I/F 確認...〕ボタン 選択されたVLANが適用されているイン

タフェースを表示する，［対象インタフェ

ース確認］画面を表示します。［対象イン

タフェース確認］画面については，「(5) 
対象インタフェース確認」を参照してくだ

さい。 
〔閉じる〕ボタン ［VLAN 一覧］画面を閉じます。 

(1) VLAN 追加 

VLAN の追加を行います。同時に５件まで VLAN 追加を行えます。 

図 5-33 ［VLAN 追加］画面 

 

表 5-19 ［VLAN 追加］の画面項目 

画面項目 説明 
VLAN ID VLAN ID を入力します。値は 2～4095 の範囲の数字で入力し

てください。なお，VLAN ID の上限値の詳細については「OAN
ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」
を参照してください。ただし，管理 VLAN ID，登録済み VLAN 
ID は入力できません。 
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VLAN 名称 VLAN 名称を入力します。半角英数字および特殊文字で 大

32 文字まで入力できます。 
VLAN 名称として入力可能な文字については，「OAN ユーザ

ーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照

してください。 

表 5-20 ［VLAN 追加］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 指定内容で VLAN を追加します。 

同時に VLAN 表示で使用される色の初期

表示色の設定も行います。初期表示色は

赤→緑→青→オレンジ→シアン→マゼン

ダ→ピンク→黄色→グレイ→ライトグレ

イ→赤の順で VLAN 追加を行うたびに設

定されます。 
その後，［VLAN 一覧］画面を更新しま

す。 
〔キャンセル〕ボタン ［VLAN 一覧］画面に戻ります。 

(2) VLAN 編集 

VLAN の編集を行います。 

図 5-34 ［VLAN 編集］画面 

 

表 5-21 ［VLAN 編集］の画面項目 

画面項目 説明 
VLAN ID 編集対象の VLAN ID を表示します。 
VLAN 名称 VLAN 名称を入力します。半角英数字および特殊文字で 大

32 文字まで入力できます。 
VLAN 名称として入力可能な文字については，「OAN ユーザ

ーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照

してください。 

表 5-22 ［VLAN 編集］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 指定内容で VLAN を更新します。 

その後，［VLAN 一覧］画面を更新しま

す。 
〔キャンセル〕ボタン ［VLAN 一覧］画面に戻ります。 
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(3) VLAN 表示設定 

VLAN 表示設定を編集します。 

図 5-35 ［VLAN 表示設定］画面 

 

表 5-23 ［VLAN 表示設定］の画面項目 

画面項目 説明 
色 色を指定します。色の選択値は以下のとおりです。 

※選択値はいずれもイメージで表示されます。 
• 赤 
• 緑 
• 青 
• オレンジ 
• シアン 
• マゼンタ 
• ピンク 
• 黄 
• グレイ 
• ライトグレイ 

線の太さ 線の太さを指定します。線の太さの選択値は以下のとおりで

す。 
※選択値はいずれもイメージで表示されます。 
• 極太 
• 太 
• 中 
• 細 
• 極細 

描画パターン 描画パターンを指定します。描画パターンの選択値は以下の

とおりです。 
※選択値はいずれもイメージで表示されます。 
• 実線 
• 破線 
• 点線 
• 一点鎖線 
• 二点鎖線 
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表 5-24 ［VLAN 表示設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔色作成…〕ボタン VLAN 表示設定で指定する色を作成しま

す。 
［色作成］画面を表示します。［色作成］

画面については，「(4) 色作成」を参照

してください。 
〔OK〕ボタン 指定内容で VLAN 表示設定を設定しま

す。その後，［VLAN 一覧］画面を更新

します。 
〔キャンセル〕ボタン ［VLAN 一覧］画面に戻ります。 

(4) 色作成 

VLAN 表示設定で設定する色を編集します。 

図 5-36 ［色作成］画面 

 

表 5-25 ［色作成］の画面項目 

画面項目 説明 
赤 作成色に含まれる赤色の量を 0～255 で指定します。 
緑 作成色に含まれる緑色の量を 0～255 で指定します。 
青 作成色に含まれる青色の量を 0～255 で指定します。 
選択色 赤，緑，青で指定された色を表示します。 

表 5-26 ［色作成］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 指定内容で色を設定します。 

その後，［VLAN 表示設定］画面を更新

します。 
〔キャンセル〕ボタン ［VLAN 表示設定］画面に戻ります。 
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(5) 対象インタフェース確認 

VLAN 一覧上で選択した VLAN ID が適用され，実接続が行われたインタフェースの一

覧を表示します。なお，PC 群向けのインタフェースは実接続が行われていなくても表

示されます。 

図 5-37 ［対象インタフェース確認］画面 

 

表 5-27 ［対象インタフェース確認］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション VLAN 一覧上で選択した VLAN ID が適用され，実接続が行

われている装置のロケーションを表示します。 
Slot 番号 VLAN 一覧上で選択した VLAN ID が適用され，実接続が行

われている Slot 番号を表示します。 
Port 番号 VLAN 一覧上で選択した VLAN ID が適用され，実接続が行

われている Port 番号を表示します。 

表 5-28 ［対象インタフェース確認］のボタン 

ボタン名 説明 
〔閉じる〕ボタン ［VLAN 一覧］画面に戻ります。 
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5.4 装置の設定 

選択された装置情報の登録，削除，装置への定義を行います。 

以下の操作により表示されます。 

 [図面]画面上の装置シンボルをダブルクリック 

 [図面]画面上の PC 群シンボルをダブルクリック 

 [装置一覧]画面上の〔追加…〕ボタンをクリック 

 [装置一覧]画面上に表示されている装置を 1 つ選択し，〔編集…〕ボタンをク

リック 

 [動作監視]画面上に表示されている発生イベントを 1 つ選択し，〔装置情報〕

ボタンをクリック 

図 5-38 ［装置情報定義］画面 
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表 5-29 ［装置情報定義］の画面項目 

画面項目 説明 
名前 装置の名前を設定します。半角英数字および特殊文字で

大 60 文字まで入力できます。 
名前として入力可能な文字については，「OAN ユーザ

ーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」
を参照してください。 

ロケーション 設置場所を設定します。半角英数字および特殊文字で

大 40 文字まで入力できます。(ロケーション名の先頭と

末尾は特殊文字を除く半角英数字で指定してくださ

い。)ただし，装置一覧上に登録済みのロケーションは

入力できません。 
ロケーションとして入力可能な文字については，「OAN
ユーザーズガイド AX-Config-Master編(装置OAN機能

編)」を参照してください。 
注 PC 群シンボルのロケーションは，一度定義したあ

と変更することができません。 
AXCM 対応 ［追加時］ 

装置種別をコンボボックスから選択します。装置種別の

選択値は「［装置一覧］の画面項目 AXCM対応」を参

照してください。 
注 PC 群の場合，｢AXCM 未対応｣固定となります。 
［編集時］ 
装置種別を表示します。装置種別の表示値は「［装置一

覧］の画面項目 AXCM対応」を参照してください。 
シンボル種別 ［追加時］ 

シンボル種別をコンボボックスから選択します。 
注 PC 群シンボルのダブルクリックにより起動された

場合，「Others」固定となります。 
• Node：装置 
• Others：PC 群 
［編集時］ 
シンボル種別を表示します。 
• Node：装置 
• Server：サーバ(AX-Config-Master-Manager) 
• Others：PC 群 

コンフィグ同期モード コンフィグ同期モードをコンボボックスから選択しま

す。コンフィグ同期モードの選択値は「［装置一覧］の

画面項目 コンフィグ同期モード」を参照してくださ

い。 
注 AXCM 未対応装置，シンボル種別が「Others」の場

合，シンボル種別が「Server」の場合は，「マネージャ

優先」固定となります。 
フロー検出モード ［追加時］ 

フロー検出モードをコンボボックスから選択します。フ

ロー検出モードの選択値は「［装置一覧］の画面項目 フ

ロー検出モード」を参照してください。 
注 AXCM 未対応装置，シンボル種別が「Others」の場

合，シンボル種別が「Manager」の場合は，「デフォル
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ト」固定となります。また，コンフィグ同期モードが「装

置優先」の場合も，「デフォルト」固定となります。 
［編集時］ 
フロー検出モードを表示します。フロー検出モードの選

択値は「［装置一覧］の画面項目 フロー検出モード」

を参照してください。 
管理 VLANIPv4 アドレス 管理 VLANIPv4 アドレスを設定します。”.”で区切ら

れた各フィールドを 0～255 の範囲の数字で入力してく

ださい。ただし，装置一覧上，L3 中継 VLAN 一覧上に

登録済みの IPv4 アドレスは入力できません。編集時，

装置ステータスが稼動中，コンフィグ変更，障害の場

合，管理 VLANIPv4 アドレスは変更できません。 
注 PC 群の場合，設定できません。 

管理 VLANIPv4 マスク 管理 VLANIPv4 マスクを設定します。”.”で区切られ

た各フィールドを 0～255 の範囲の数字で入力してくだ

さい。編集時，装置ステータスが稼動中，コンフィグ変

更，障害の場合，管理 VLANIPv4 マスクは変更できませ

ん。 
注 PC 群の場合，設定できません。 

MAC アドレス MAC アドレスを設定します。値は「0000.0000.0000」か

ら「feff.ffff.ffff」の範囲で入力してください。ただし，

マルチキャストアドレス(先頭 1 バイトの 下位が 1)は
入力できません。また，装置一覧上に登録済みの MAC
アドレスは入力できません。編集時，装置ステータスが

稼動中，コンフィグ変更の場合，MAC アドレスは変更

できません。 
注 PC 群の場合，設定できません。 

IPv4 アドレス 装置の IPv4 アドレス(ループバックアドレス)を設定し

ます。”.”で区切られた各フィールドを 0～255 の範囲

の数字で入力してください。ただし，装置一覧上，L3
中継 VLAN 一覧上に登録済みの IPv4 アドレスは入力で

きません。また，管理 VLANIPv4 アドレスと同一の IPv4
アドレスは設定できません。 
装置により設定が行えない場合があります。そのためご

利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN ユーザー

ズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」お

よび装置のマニュアルを参照し，入力してください。 
注 PC 群の場合，設定できません。 

IPv6 アドレス 装置の IPv6 アドレス(ループバックアドレス)を設定し

ます。16 進数(“:”含む)で 大 39 文字まで入力できま

す。ただし，装置一覧上，L3 中継 VLAN 一覧上に登録

済みの IPv6 アドレスは入力できません。 
装置により設定が行えない場合があります。そのためご

利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN ユーザー

ズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」お

よび装置のマニュアルを参照し，入力してください。 
注 PC 群の場合，設定できません。 

装置ステータス 装置ステータスを表示します。装置ステータスの説明

は，「［装置一覧］の画面項目 装置ステータス」を参

照してください。 
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表 5-30 ［装置情報定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔物理ポート定義...〕ボタン 
※2 

物理ポートを定義します。 
［物理ポート一覧］画面を表示します。［物理ポート

一覧］画面については，「5.4.1 Abstractionポートの

設定 (1) 物理ポート設定 (a) 物理ポート一覧」を参

照してください。 
〔チャネルグループ定義...〕
ボタン ※2 

チャネルグループを定義します。 
［チャネルグループ一覧］画面を表示します。［チャ

ネルグループ一覧］画面については，「5.4.1 
Abstractionポートの設定 (2) チャネルグループ設定 
(a) チャネルグループ一覧」を参照してください。 

〔物理ポート→チャネルグ

ループ変更...〕ボタン ※2 
物理ポートからチャネルグループに変更設定します。

［物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧］画面

を表示します。［物理ポート（チャネルグループ未選

択）一覧］画面については，「5.4.1 Abstractionポー

トの設定 (2) チャネルグループ設定 (c) 物理ポー

ト（チャネルグループ未選択）一覧」を参照してくだ

さい。 
〔装置 VLAN 定義...〕ボタン 
※2 

装置 VLAN の定義をします。 
［装置VLAN一覧］画面を表示します。［装置VLAN
一覧］画面については，「5.4.3 装置VLAN定義」を

参照してください。 
〔VLAN-L3 中継...〕ボタン 
※2 

L3 中継 VLAN を定義します。 
［L3 中継VLAN一覧］画面を表示します。［L3 中継

VLAN一覧］画面については，「5.4.2 L3 中継VLAN
設定」を参照してください。 

〔フィルタ定義...〕ボタン  
※3 

フィルタを定義します。 
［フィルタ定義］画面を表示します。［フィルタ定義］

画面については，「5.7 フィルタの設定」を参照して

ください。 
〔ルート定義...〕ボタン ※3 スタティックルートを定義します。 

［ルート定義一覧］画面を表示します。［ルート定義

一覧］画面については，「5.8 ルートの設定」を参照

してください。 
〔コンフィグレーション...〕
ボタン ※2 

コンフィグレーションファイルを操作します。 
［コンフィグレーション］画面を表示します。［コン

フィグレーション］画面については，「5.4.6 コンフ

ィグレーションファイルの操作」を参照してください。

〔装置削除〕ボタン ※1 装置を削除します。 
［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボタンをクリ

ックしたあと，装置の削除を行い，［装置一覧］画面

を更新します。 
〔OK〕ボタン 装置を追加，または更新します。［装置情報定義］画

面は閉じられます。 
〔キャンセル〕ボタン ［図面］画面，または［装置一覧］画面へ戻ります。

〔適用〕ボタン 装置を追加，または更新します。［装置情報定義］画

面は表示したままとなります。 

注※1 シンボル種別「Server」の場合，削除できません。 
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注※2 シンボル種別「Other」の場合，この機能を使用できません。 

注※3 AXCM 未対応装置，シンボル種別「Other」，「Server」の場合，この機能を使

用できません。 
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5.4.1 Abstractionポートの設定 

(1) 物理ポート設定 

(a) 物理ポート一覧 

指定した装置に設定されている物理ポートの一覧を表示します。 

図 5-39 ［物理ポート一覧］画面 

 

表 5-31 ［物理ポート一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
Slot 番号 NIF 番号を表示します。 
Port 番号 Port 番号を表示します。 
Line 名称 Line 名称を表示します。 
速度 速度を表示します。 

• デフォルト 
全二重／半二重通信を自動設定，回線速度を自動設定し

ます。 
• オートネゴシエーション 

回線速度を自動設定します。 
• オートネゴシエーション_10Mbps 

全二重／半二重通信を自動設定，回線速度 10Mbps を設定

します。 
• オートネゴシエーション_100Mbps 

全二重／半二重通信を自動設定，回線速度 100Mbps を設

定します。 
• オートネゴシエーション_1000Mbps 

全二重／半二重通信を自動設定，回線速度 1000Mbps を設

定します。 
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• オートネゴシエーション_10-100Mbps 
全二重／半二重通信を自動設定，回線速度 10Mbps，
100Mbps を自動設定します。 

• オートネゴシエーション_10-100-1000Mbps 
全二重／半二重通信を自動設定，回線速度 10Mbps，
100Mbps，1000Mbps を自動設定します。 

• 10Mbps_半二重 
半二重を設定，回線速度 10Mbps を設定します。 

• 10Mbps_全二重 
全二重を設定，回線速度 10Mbps を設定します。 

• 100Mbps_半二重 
半二重を設定，回線速度 100Mbps を設定します。 

• 100Mbps_全二重 
全二重を設定，回線速度 100Mbps を設定します。 

• 1000Mbps_全二重 
全二重を設定，回線速度 1000Mbps を設定します。 

インタフェースタイプ インタフェースタイプを表示します。設定可能なインタフェ

ースはご利用の装置によって異なりますので，詳細に付きま

しては「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置

OAN 機能編)」および装置のマニュアルを参照してくださ

い。 
• FAST 

10BASE-T/100BASE-TX 選択型インタフェースを設定し

ます。 
• GIGABIT 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X 選択型

インタフェースを設定します。 
• TENGIGABIT 

10GBASE-R インタフェースを設定します。 
メディアタイプ メディアタイプを表示します。設定可能なメディアタイプは

ご利用の装置および設定対象のインタフェースによって異

なりますので，詳細に付きましては「OAN ユーザーズガイ

ド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」および装置の

マニュアルを参照してください。 
• デフォルト 

ご利用の装置でのデフォルトのメディアタイプを使用し

ます。 
• SFP 

SFP ポートを使用します。 
• RJ45 

RJ45 ポートを使用します。 
• AUTO 

装置の自動メディア検出機能を利用して，対象のポート

のメディアタイプを決定します。 
ポートステータス ポートステータスを表示します。 

• 不明 
ポートは接続されていない状態です。 

• 障害 
ポートは接続されているが，障害発生中状態です。 

• 稼動中 
ポートは接続されており，稼動中状態です。 

PoE 電源供給優先度 PoE 電源供給優先度を表示します。 
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設定可能な PoE 電源供給優先度はご利用の装置によって異

なりますので，詳細に付きましては「OAN ユーザーズガイ

ド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」および装置の

マニュアルを参照してください。 
• 重要(critical) 

重要ポートとして電力供給を割り当てます。 
• 高(high) 

電力供給の優先度を「高」で供給します。 
• 低（low） 

電力供給の優先度を「低」で供給します。 
• 無効（never） 

ポートの PoE 機能を無効にします。 
• デフォルト 

PoE 機能を持つ装置にてデフォルト状態で使用する場

合，または PoE 機能の無い装置をご利用の場合に選択し

ます。 
稼動状態 稼動状態を表示します。 

• 停止（shutdown） 
ポートがシャットダウン状態です。 

• 稼動（no shutdown） 
ポートがシャットダウン状態ではありません。 

 

表 5-32 ［物理ポート一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加...〕ボタン 物理ポートを追加します。 

［物理ポート定義］画面を表示します。［物理ポート定義］

画面については，「(b) 物理ポート定義」を参照してくだ

さい。 
〔編集...〕ボタン 選択された物理ポートを編集します。 

［物理ポート定義］画面を表示します。［物理ポート定義］

画面については，「(b) 物理ポート定義」を参照してくだ

さい。 
〔削除...〕ボタン 物理ポートを削除します。 

［物理ポート削除］画面を表示します。［物理ポート削除］

画面については，「(c) 物理ポート削除」を参照してくだ

さい。 
〔一覧をファイルへ出

力...〕ボタン 
ポート情報の一覧を CSV ファイルへ出力します。 
［出力先ファイルの選択］画面を表示します。［出力先ファ

イルの選択］画面については，「5.3.3 装置一覧を見る (1)
出力先ファイルの選択」を参照してください。 

〔閉じる〕ボタン ［装置情報定義］画面に戻ります。 

(b) 物理ポート定義 

設定された装置に対して，物理ポートの追加・編集を行います。装置が事前設計可状

態（薄緑色）の場合，本画面で指定した Line 名称，速度，メディアタイプ，インタフ

ェースタイプ，PoE 電源供給優先度，稼働状態は，装置検出時に装置へは反映されま
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せん。装置が稼働中状態（緑色）またはコンフィグ変更中状態（黄色）に遷移した後

に行ってください。 

図 5-40 ［物理ポート定義］画面 

 

表 5-33 ［物理ポート定義］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
Slot 番号 NIF 番号を入力します。0～99 の範囲の数字を入力してください。

開始 Port 番号 Port の開始番号を入力します。1～128 の範囲の数字を入力してく

ださい。また，終了 Port 番号より，小さい数字を入力してくださ

い。 
終了 Port 番号 Port の終了番号を入力します。1～128 の範囲の数字を入力してく

ださい。 
Line 名称 Line 名称を入力します。開始 Port 番号と終了 Port 番号が同一の

場合，半角英数字および特殊文字で 大 32 文字まで入力できま

す。 
Line 名称として入力可能な文字については，「OAN ユーザーズ

ガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照してくだ

さい。 
速度 速度を指定します。速度の選択値については「［物理ポート一覧］

の画面項目 速度」を参照してください。 
メディアタイプ メディアタイプを指定します。メディアタイプの選択値について

は「［物理ポート一覧］の画面項目 メディアタイプ」を参照し

てください。 
注 インタフェースタイプに”TENGIGABIT”を選択した場合，
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自動的に，”デフォルト”が選択されます。 
インタフェースタ

イプ 
インタフェースタイプを指定します。インタフェースタイプの選

択値については「［物理ポート一覧］の画面項目 インタフェー

スタイプ」を参照してください。 
PoE 電源供給優先

度 
PoE電源供給優先度を指定します。PoE電源供給優先度の選択値に

ついては「［物理ポート一覧］の画面項目 PoE電源供給優先度」

を参照してください。 
稼動状態 稼動状態を指定します。稼動状態の選択値については「［物理ポ

ート一覧］の画面項目 稼動状態」を参照してください。 

表 5-34 ［物理ポート定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 指定した物理ポートを追加，または更新します。 
〔キャンセル〕ボタ

ン 
［物理ポート一覧］画面に戻ります。 

(c) 物理ポート削除 

設定された装置に対して，物理ポートの削除を行います。 

図 5-41 ［物理ポート削除］画面 

 

表 5-35 ［物理ポート削除］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
Slot 番号 NIF 番号を入力します。0～99 の範囲の数字を入力してくださ

い。 
開始 Port 番号 Port の開始番号を入力します。1～128 の範囲の数字を入力して

ください。また，終了 Port 番号より，小さい数字を入力してく

ださい。 
終了 Port 番号 Port の終了番号を入力します。1～128 の範囲の数字を入力して

ください。 

表 5-36 ［物理ポート削除］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 指定した物理ポートを削除します。 
〔キャンセル〕ボタ

ン 
［物理ポート一覧］画面に戻ります。 
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(2) チャネルグループ設定 

(a) チャネルグループ一覧 

チャネルグループ一覧を表示し，追加・編集・削除を行います。 

図 5-42 ［チャネルグループ一覧］画面 

 

表 5-37 ［チャネルグループ一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
チャネルグループ番

号 
チャネルグループ番号を表示します。 

種別 チャネルグループ種別を表示します。 
• Active 

LACP を"Active"モードとして設定します。 
• Passive 

LACP を"Passive"モードとして設定します。 
• Static 

スタティックにチャネルグループを構成します。 
Slot 番号/Port 番号 チャネルグループを構成する物理ポートの Slot番号/Port番号

を表示します。 

表 5-38 ［チャネルグループ一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加...〕ボタン チャネルグループを追加します。 

［チャネルグループの物理ポート設定］画面を表示します。
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［チャネルグループの物理ポート設定］画面については，「(b)
チャネルグループの物理ポート設定」を参照してください。

〔編集...〕ボタン 選択されたチャネルグループを編集します。 
［チャネルグループの物理ポート設定］画面を表示します。

［チャネルグループの物理ポート設定］画面については，「(b)
チャネルグループの物理ポート設定」を参照してください。

〔削除〕ボタン チャネルグループを削除します。 
［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボタンをクリックし

たあと，チャネルグループの削除を行い，［チャネルグルー

プ一覧］画面を更新します。 
〔閉じる〕ボタン ［装置情報定義］画面に戻ります。 

(b) チャネルグループの物理ポート設定 

チャネルグループの追加および編集を行います。 

図 5-43 ［チャネルグループの物理ポート設定］画面 

 

表 5-39 ［チャネルグループの物理ポート設定］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
チャネルグループ番

号 
チャネルグループ番号を設定します。値は 1～63 の範囲の数

字で入力してください。なお，チャネルグループ番号の上限

値の詳細については「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照してください。

種別 チャネルグループの種別を設定します。チャネルグループの

種別の選択値については「［チャネルグループ一覧］の画面

項目 種別」を参照してください。 
ポート一覧/Slot 番号 装置に設定済みの物理ポートの Slot 番号を表示します 
ポート一覧/Port 番号 装置に設定済みの物理ポートの Port 番号を表示します。 
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チャネルグループ設

定ポート一覧/Slot 番
号 

チャネルグループ番号で識別されるチャネルグループに登録

された物理ポートの Slot 番号を設定します。 

チャネルグループ設

定ポート一覧/Port 番
号 

チャネルグループ番号で識別されるチャネルグループに登録

された物理ポートの Port 番号を設定します。 

表 5-40 ［チャネルグループの物理ポート設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加->〕ボタン ポート一覧で選択された物理ポート（複数可）をチャネルグ

ループとして追加します。 
〔<-削除〕ボタン チャネルグループ設定ポート一覧で選択された物理ポート

（複数可）をチャネルグループから削除します。 
〔OK〕ボタン チャネルグループ設定ポート一覧に設定された物理ポートを

チャネルグループとして追加，または編集を行い，［チャネ

ルグループ一覧］画面を更新します。 
〔キャンセル〕ボタン ［チャネルグループ一覧］画面に戻ります。 

(c) 物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧 

指定した装置に設定されている物理ポート一覧（チャネルグループ未選択）を表示し

ます。 

図 5-44 ［物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧］画面 

 

表 5-41 ［物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
Slot 番号 NIF 番号を表示します。 
Port 番号 Port 番号を表示します。 
Line 名称 Line 名称を表示します。 
速度 速度を表示します。速度の表示値については「［物理ポート
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一覧］の画面項目 速度」を参照してください。 
インタフェースタイ

プ 
インタフェースタイプを表示します。インタフェースタイプ

の表示値については「［物理ポート一覧］の画面項目 イン

タフェースタイプ」を参照してください。 
メディアタイプ メディアタイプを表示します。メディアタイプの表示値につ

いては「［物理ポート一覧］の画面項目 メディアタイプ」

を参照してください。 
ポートステータス ポートステータスを表示します。ポートステータスの表示値

については「［物理ポート一覧］の画面項目 ポートステー

タス」を参照してください。 
PoE 電源供給優先度 PoE電源供給優先度を表示します。PoE電源供給優先度の表示

値については「［物理ポート一覧］の画面項目 PoE電源供

給優先度」を参照してください。 
稼動状態 稼動状態を表示します。稼動状態の表示値については「［物

理ポート一覧］の画面項目 稼動状態」を参照してください。

表 5-42 ［物理ポート（チャネルグループ未選択）一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔チャネルグループ

変更...〕ボタン 
物理ポートからチャネルグループへ変更を行います。 
［物理ポート→チャネルグループへの変更設定］画面を表示

します。 
〔閉じる〕ボタン ［装置情報定義］画面に戻ります。 

(d) 物理ポート→チャネルグループへの変更設定 

物理ポートからチャネルグループへ変更を行います。 

図 5-45 ［物理ポート→チャネルグループへの変更設定］画面 
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表 5-43 ［物理ポート→チャネルグループへの変更設定］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
チャネルグループ番

号 
チャネルグループ番号を設定します。値は 1～63 の範囲の数

字で入力してください。なお，チャネルグループ番号の上限

値の詳細については「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照してください。

種別 チャネルグループの種別を設定します。チャネルグループの

種別の選択値については「［チャネルグループ一覧］の画面

項目 種別」を参照してください。 
ポート一覧/Slot 番号 装置に設定済みの物理ポートの Slot 番号を表示します。 
ポート一覧/Port 番号 装置に設定済みの物理ポートの Port 番号を表示します。 
チャネルグループ設

定ポート一覧/Slot 番
号（1 行目） 

呼び出し元の画面より引き継いだ Slot 番号を表示します。 

チャネルグループ設

定ポート一覧/Port 番
号（1 行目） 

呼び出し元の画面より引き継いだ Port 番号を表示します。 

チャネルグループ設

定ポート一覧/Slot 番
号（2 行目以降） 

本画面で追加された物理ポートの Slot 番号を設定します。 

チャネルグループ設

定ポート一覧/Port 番
号(2 行目以降） 

本画面で追加された物理ポートの Port 番号を設定します。 

表 5-44 ［物理ポート→チャネルグループへの変更設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加>>〕ボタン ポート一覧で選択された物理ポート（複数可）をチャネルグ

ループへ追加します。 
〔<<削除〕ボタン チャネルグループ設定ポート一覧で選択された物理ポート

（複数可）をチャネルグループから削除します。なお，1 行

目に表示された物理ポートは削除できません。 
〔OK〕ボタン チャネルグループ設定ポート一覧に設定された物理ポートを

チャネルグループとして追加を行い，［物理ポート(チャネル

グループ未選択)一覧］画面を更新します。 
〔キャンセル〕ボタン ［物理ポート(チャネルグループ未選択)一覧］画面に戻りま

す。 
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5.4.2 L3 中継VLAN設定 

(1) L3 中継 VLAN 一覧 

L3 中継 VLAN 一覧を表示します。 

図5-46 ［L3 中継 VLAN 一覧］画面 

 

表 5-45 ［L3 中継 VLAN 一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
VLAN ID 定義済み VLAN ID を表示します。 
VLAN 名称 定義済み VLAN 名称を表示します。 
VLAN 種別 定義済み VLAN 種別を表示します。 
IPv4 アドレス VLAN の IPv4 アドレスを表示します。 
IPv4 アドレスマスク VLAN の IPv4 アドレスマスクを表示します。 
IPv6 アドレス/IPv6 アドレスマ

スク長 
IPv6 アドレスおよび IPv6 アドレスマスク長を表示し

ます。 
装置により設定が行えない場合があります。そのため

ご利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN ユー

ザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能

編)」および装置のマニュアルを参照し，入力してく

ださい。 

表 5-46 ［L3 中継 VLAN 一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加...〕ボタン L3 中継 VLAN を追加します。 

［L3 中継VLAN定義］画面を表示します。［L3 中継

VLAN定義］画面については，「(2) L3 中継VLAN
定義」を参照してください。 

〔編集...〕ボタン 選択された L3 中継 VLAN を編集します。 
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［L3 中継VLAN定義］画面を表示します。［L3 中継

VLAN定義］画面については，「(2) L3 中継VLAN
定義」を参照してください。 

〔削除〕ボタン L3 中継 VLAN を削除します。 
［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボタンをクリ

ックしたあと，L3 中継 VLAN の削除を行い，［L3
中継 VLAN 一覧］画面を更新します。 

〔閉じる〕ボタン ［装置情報定義］画面に戻ります。 

(2) L3 中継 VLAN 定義 

L3 中継 VLAN 定義の追加・編集を行います。 

図 5-47 ［L3 中継 VLAN 定義（追加・編集）］画面 

 

表 5-47 ［L3 中継 VLAN 定義（追加・編集）］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
VLAN 定義一覧/VLAN ID 装置定義済みの VLAN ID を表示します。 
VLAN 定義一覧/VLAN 名称 装置定義済みの VLAN 名称を表示します。 
VLAN 定義一覧/VLAN 種別 装置定義済みの VLAN 種別を表示します。 
L3 中継 VLAN 定義/VLAN ID L3 中継 VLAN に定義された VLAN ID を表示します。

L3中継VLAN定義/VLAN名称 L3 中継 VLAN に定義された VLAN 名称を表示しま

す。 
L3中継VLAN定義/VLAN種別 L3 中継 VLAN に定義された VLAN 種別を表示しま

す。 
IPv4 アドレス IPv4 アドレスを設定します。”.”で区切られた各フ

ィールドを 0～255 の範囲の数字で入力してくださ

い。ただし，装置一覧上，L3 中継 VLAN 一覧上に登

録済みの IPv4 アドレスは入力できません。 
IPv4 アドレスマスク IPv4 アドレスマスクを設定します。”.”で区切られ

た各フィールドを 0～255 の範囲の数字で入力してく

ださい。IPv4 アドレス入力時，必ず設定してくださ

い。 
IPv6 アドレス IPv6 アドレスを設定します。16 進数(“：”含む)で

大 39 文字まで入力できます。ただし，装置一覧上，

L3 中継 VLAN 一覧上に登録済みの IPv6 アドレスは



 203

入力できません。 
装置により設定が行えない場合があります。そのため

ご利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN ユー

ザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能

編)」および装置のマニュアルを参照し，入力してく

ださい。 
IPv6 アドレスマスク長 IPv6 アドレスマスク長を設定します。1～128 の範囲

の数字で入力してください。入力を省略した場合，装

置上では 64 が入力されたものとして扱われます。 
装置により設定が行えない場合があります。そのため

ご利用の装置上で設定が有効であるか，「OAN ユー

ザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能

編)」および装置のマニュアルを参照し，入力してく

ださい。 

表 5-48 ［L3 中継 VLAN 定義（追加・編集）］のボタン 

ボタン名 説明 
〔選択->〕ボタン VLAN定義一覧で選択されたVLANをL3中継VLAN

として設定します。 
〔OK〕ボタン L3 中継 VLAN を追加または，編集します。［L3 中継

VLAN 一覧］画面を更新します。 
〔キャンセル〕ボタン ［L3 中継 VLAN 一覧］画面に戻ります。 
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5.4.3 装置VLAN定義 

(1) 装置 VLAN 一覧 

装置 VLAN の一覧を表示します。 

図 5-48 ［装置 VLAN 一覧］画面 

 

表 5-49 ［装置 VLAN 一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
VLAN 一覧/VLAN ID 装置に未定義な VLAN の VLAN ID を表示します。 
VLAN 一覧/VLAN 名称 上記，VLAN 一覧/VLAN ID に対応する VLAN 名称を表示

します。 
装置 VLAN 一覧/VLAN 
ID 

装置に定義済みのポート VLAN，プロトコル VLAN，およ

び MAC VLAN の VLAN ID を表示します。 
装置により設定が行えない場合があります。そのためご利

用の装置上で設定が有効であるか，「OAN ユーザーズガ

イド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」および装置

のマニュアルを参照し，入力してください。 
装置 VLAN 一覧/VLAN
名称 

上記，装置 VLAN 一覧/VLAN ID に対応する VLAN 名称を

表示します。 
装置 VLAN 一覧/VLAN
種別 

上記，装置 VLAN 一覧/VLAN ID に対応する VLAN 種別を

表示します。 
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表 5-50 ［装置 VLAN 一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加...->〕ボタン 装置 VLAN を追加します。 

［装置VLAN定義］画面を表示します。［装置VLAN定義］

画面については，「(2) 装置VLAN定義」を参照してくだ

さい。 
〔<-削除〕ボタン 装置 VLAN を削除します。 

［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボタンをクリック

したあと，装置 VLAN の削除を行い，［装置 VLAN 一覧］

画面を更新します。 
〔編集...〕ボタン 選択された装置 VLAN を編集します。 

［装置VLAN定義］画面を表示します。［装置VLAN定義］

画面については，「(2) 装置VLAN定義」を参照してくだ

さい。 
〔キャンセル〕ボタン ［装置情報定義］画面に戻ります。 

(2) 装置 VLAN 定義 

装置 VLAN 定義を行います。 

装置により利用できない VLAN 種別があります。そのためご利用の装置上で利用可能

であるか，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」およ

び装置のマニュアルを参照してください。 
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図 5-49 ［装置 VLAN 定義］画面 

 

表 5-51 ［装置 VLAN 定義］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
VLAN ID 定義を行う VLAN の VLAN ID を表示します。 
VLAN 名称 定義を行う VLAN の VLAN 名称を表示します。 
VLAN 種別/ポート VLAN ポート VLAN の定義を行う場合に選択します。 
VLAN 種別/プロトコル
VLAN 

プロトコル VLAN 選択時，設定するプロトコルを選択

します。 
・IPv4 
VLAN を識別するプロトコルとして"IPv4"を設定しま

す。 
・IPv6 
VLAN を識別するプロトコルとして"IPv6"を設定しま

す。 
・IPX 
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VLAN を識別するプロトコルとして"IPX"を設定しま

す。 
・AppleTalk 
VLAN を識別するプロトコルとして"AppleTalk"を設定

します。 
VLAN 種別/MACVLAN MACVLAN の定義を行う場合に選択します。 
追加 MAC アドレス 追加する MAC アドレスを入力します。値は

「0000.0000.0000」から「feff.ffff.ffff」の範囲で入力して

ください。ただし，マルチキャストアドレス(先頭 1 バ

イトの 下位が 1)は入力できません。また，MAC アド

レスの一覧上，MAC VLAN 一覧上に登録済みの MAC
アドレスは入力できません。 

MAC アドレス MACVLAN の時，対象とする MAC アドレスの一覧を表

示します。 

表 5-52［装置 VLAN 定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加->〕ボタン MAC アドレスを追加します。 

追加 MAC アドレスに入力された値を MAC アドレスに

追加します。 
〔<-削除〕ボタン MAC アドレス一覧から MAC アドレスを削除します。 

［削除確認］画面が表示され，〔はい〕ボタンをクリッ

クしたあと，MAC アドレスの削除を行います。 
〔ファイル選択...〕ボタン MAC アドレスをファイルから読み込みます。 

［ファイルの選択］画面が表示されるので，ファイルを

選択し，〔開く〕ボタンをクリックします。［確認メッ

セージ］が表示されるので，〔はい〕ボタンをクリック

します。読み込みが終了すると［完了メッセージ］を表

示します。 
MAC アドレスが昇順表示されます。 

〔OK〕ボタン ポートVLAN/プロトコルVLAN/MACVLANの定義を行

い，［装置 VLAN 一覧］画面を更新します。 
〔キャンセル〕ボタン ［装置 VLAN 一覧］画面に戻ります。 
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5.4.4 装置情報の変更 

「5.4 装置の設定」を参照してください。 

5.4.5 装置削除 

「5.4 装置の設定」を参照してください。 

5.4.6 コンフィグレーションファイルの操作 

コンフィグレーションファイルの操作を行います。コンフィグレーションファイルの

操作内容については，「1.5.1 設定操作 (5) コンフィグレーションファイルの操作」

を参照してください。なお，反映が行えるコンフィグレーションファイルは装置がshow

コマンドで表示されるフォーマットで正しく記述されている必要があります。 

(1) コンフィグレーション 

図 5-50 ［コンフィグレーション］画面 

 

 

 

表示中コンフィグレーション 
 ManagerConfig 
 StartupConfig 
 RunningConfig 
 LocalConfig 
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表 5-53 ［コンフィグレーション］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
表示コンフィグレーショ

ン／コンフィグレーショ

ン反映元 

選択時に，表示中コンフィグレーションの領域に，コン

フィグレーションの内容を表示します。 
また，反映操作のコンフィグレーション反映元を指定し

ます。 
コンフィグレーション反

映先 
反映操作のコンフィグレーション反映先を指定します。

表示中コンフィグレーシ

ョン 
表示コンフィグレーション／コンフィグレーション反映

元のリストで選択したコンフィグレーションが読み込み

済みであれば，その内容を表示します。コンフィグレー

ションを読み込むには， 新のコンフィグレーションを

取得，または LocalConfig 選択…を実施します。注※1 

注※1 表示中コンフィグレーションにローカルで作成したコンフィグレーションフ

ァイル(LocalConfig)，AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション

（ManagerConfig），現用コンフィグレーション（StartupConfig），運用コンフィグレ

ーション（RunningConfig）のいずれかを表示したまま，〔 新のコンフィグレーショ

ンを取得〕，〔反映--->〕，〔コピー＆同期〕を行った場合，表示内容が更新されます。 

 

表 5-54 ［コンフィグレーション］のボタン 

ボタン名 説明 
〔 新のコンフィグレー

ションを取得〕ボタン 
AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション

（ManagerConfig），現用コンフィグレーション

（StartupConfig），運用コンフィグレーション

（RunningConfig）の 3 種類を取得します。 
また，ローカルで作成したコンフィグレーションファイ

ル(Local-Config)が[表示コンフィグレーション／コンフ

ィグレーション反映元]のリストへ追加されている場

合，ファイルを読み込み直します。 
〔反映--->〕ボタン 表示コンフィグレーション／コンフィグレーション反映

元で選択されたコンフィグレーションを，コンフィグレ

ーション反映先で選択されたコンフィグレーションとし

て反映します。 
〔コピー&同期〕ボタン 運用コンフィグレーション（RunningConfig）を現用コン

フィグレーション（StartupConfig）と

AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション

（ManagerConfig）に反映します。（注※1） 
〔LocalConfig 選択…〕ボ

タン 
［ファイルの選択］画面を表示します。ファイルを選択

後，〔開く〕ボタンをクリックします。読み込みが完了

すると［完了メッセージ］を表示し，表示コンフィグレ

ーション／コンフィグレーション反映元のリストへファ

イル名を追加します。LocalConfig は複数個選択すること

が可能です。 
〔比較〕ボタン ［コンフィグレーション比較］画面を表示します。 



 210 

〔閉じる〕ボタン ［装置情報定義］画面に戻ります。 
コンフィグレーション画面で〔反映〕，〔コピー＆同期〕

操作が行われている場合には，コンフィグレーション画

面を閉じたときに「装置情報定義画面には反映，コピー

＆同期操作以前の情報が表示されています。装置情報定

義画面を開き直し，情報を 新化してから次の操作を実

施してください。」のメッセージが表示されます。メッ

セージの内容に従って，［装置情報定義］画面の〔キャ

ンセル〕ボタンをクリックして一旦閉じた後，再度［装

置情報定義］画面を表示して情報を 新化してください。

注※1 〔 新のコンフィグレーション取得〕を実行していた場合には，同時に〔 新

のコンフィグレーション取得〕処理を行い，取得済みのコンフィグレーションファイ

ルを 新の情報に更新します。この〔 新のコンフィグレーション取得〕処理に失敗

した場合は，〔反映〕，〔コピー＆同期〕処理の完了メッセージにそのことが表示さ

れます。その場合には，手動による〔 新のコンフィグレーション取得〕を行ってく

ださい。 

 

［コンフィグレーション］画面での次のファイル操作について，次の図に示します。 

〔 新のコンフィグレーションを取得〕ボタンを初めて実行する場合 

〔 新のコンフィグレーションを取得〕ボタンをすでに実行している場合 

 

図 5-51 ［コンフィグレーション］画面でのファイル操作イメージ 

 

コンフィグレー

ション画面表示

後，〔ファイル選

択〕，〔取得〕を

初めて実行する

場合，

AX-Config-Maste

r-View には，各

コンフィグレー

ションを格納す

る場所が用意さ

れています。 

 

現用コンフィ

グレーション
(StartupConfig) 

AX-Config-Master 

 
DB 

装置 

新のコンフィ

グレーションを

取得 

AX-Config-Master-View 

ファイル選択

ローカルで作成し

たコンフィグレー

ションファイル
(LocalConfig) 

運用コンフィグ

レーション
(RunningConfig) 

AX-Config-Master-Ma
nagerのコンフィグレ

ーション

（ManagerConfig） 
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LocalConfig はコ
ンフィグレーショ
ンファイルからデ
ータ（内容）が読
み直しされます。 

AX-Config-Master-
Manager のコンフ

ィグレーション

（ManagerConfig） 

現用コンフィ

グレーション
(StartupConfig) 

AX-Config-Master 

 
DB 

装置 

新のコンフ

ィグレーショ

ンを取得 

ローカルで作

成したコンフ

ィグレーショ

ンファイル

（LocalConfig） 

運用コンフィグ

レーション
(RunningConfig) 

ManagerConfig，
RunningConfig， 
StartupConfig では， 
〔 新のコンフィグレ
ーション取得〕をすでに
実行している場合， 
先に取得が行われたデ
ータは上書きされます。

 

(2) ファイルの選択画面 

ファイルを読み込む場合，本画面で対象ファイルを選択し，読み込みを行います。 

図 5-52 ［ファイルの選択］画面 



 212 

 

表 5-55 ［ファイルの選択］の画面項目 

画面項目 説明 
参照 ローカル上の選択するフォルダを設定します。 
ファイル名 開くファイル名を設定します。 
ファイルタイプ ファイルの種類を選択します。 

表 5-56 ［ファイルの選択］のボタン 

ボタン名 説明 
〔開く〕ボタン 指定されたフォルダの指定されたファイルを，呼び出し元の画

面に渡して戻ります。 
〔キャンセル〕ボタ

ン 
呼び出し元の画面へ戻ります。 

(3) コンフィグレーション比較画面 

コンフィグレーションを比較する場合，本画面で比較対象コンフィグレーションを 2

つ選択し，〔比較…〕ボタンを押すことで差分比較ツールを起動します。また，コン

フィグレーションを比較する前に，コンフィグレーションの内容を 新化したい場合

には，〔 新のコンフィグレーション取得〕を押してください。 

 

図 5-53 ［コンフィグレーション比較］画面 
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表 5-57 ［コンフィグレーション比較］の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーションを表示します。 
コンフィグレーション選

択１ 
比較を行うコンフィグレーション選択１を選択します。

コンフィグレーション選

択２ 
比較を行うコンフィグレーション選択２を選択します。

 

 

表 5-58 ［コンフィグレーション比較］のボタン 

ボタン名 説明 
〔 新のコンフィグレ

ーションを取得〕ボタ

ン 

AX-Config-Master-Manager のコンフィグレーション

（ManagerConfig），現用コンフィグレーション

（StartupConfig），運用コンフィグレーション

（RunningConfig），ローカルで作成したコンフィグ

レーション(LocalConfig)，計 4 種類の 新コンフィグ

レーションを読み込みます。 
〔比較…〕ボタン コンフィグレーション選択 1，コンフィグレーション

選択 2 で選択された内容を比較する差分比較ツール

を起動します。コンフィグレーション選択 1，コンフ

ィグレーション選択 2 を選択していること，かつコン

フィグレーション選択 1 とコンフィグレーション選

択 2 が異なったコンフィグレーションであることが

前提条件となります。 
差分比較ツール起動後，［コンフィグレーション比

較］画面は表示したままとなります。 
〔閉じる〕ボタン ［コンフィグレーション］画面に戻ります。 
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5.5 パスの設定 

選択されたパスの親側接続ポート・子側接続ポートの定義，VLAN 追加を行います。 

パスの基本操作を以下に示します。 
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図 5-54 パス設定の基本操作 

 

①ライブラリか

ら パ ス を 選 択

し，装置間に接

続 ⑨〔OK〕ボタンをク

リックするとパスが

定義されます 

④パスの親側装置のロケーショ

ンを選択し，〔親側ポート設定

…〕ボタンをクリック 

③パス種別，切替方法を入

力し，〔親側装置設定〕タ

ブをクリック 

⑤親側装置で使用する物理ポ

ート，またはチャネルグルー

プを入力し，〔OK〕ボタンを

クリック 

⑧子側装置で使用する物理ポ

ート，またはチャネルグルー

プを入力し，〔OK〕ボタンを

クリック

⑦パスの子側装置のロケーシ

ョンを確認し，〔子側ポート設

定…〕ボタンをクリック 
②パスシンボ

ルをダブルク

リック 

[親側ポート定義]画面 

[メイン]画面 

[パス定義]画面（共通設定） 

[パス定義]画面（親側装置設定） [パス定義]画面（子側装置設定） 

[子側ポート定義]画面 

⑥〔子側装置設定〕タブをクリ

ック 
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［図面］画面上のパスシンボルのダブルクリックにより表示されます。 

図 5-55 ［パス定義］画面（共通設定タブ） 

 

表 5-59 ［パス定義］の画面項目（共通設定タブ） 

画面項目 説明 
パス種別 パス種別を設定します。パス種別の選択値については

「［パス一覧］の画面項目 パス種別」を参照してく

ださい。 
切替方法 切替方法を設定します。切替方法の選択値については

「［パス一覧］の画面項目 切替方法」を参照してく

ださい。 
実接続情報/親側/ロケーショ

ン 
実接続されている親側装置のロケーションを表示しま

す。 
実接続情報/親側/Slot 番号 親側装置に実接続されている Slot 番号を表示します。

実接続情報/親側/Port 番号 親側装置に実接続されている Port 番号を表示します。

実接続情報/親側/ステータス 親側装置に実接続されている Slot番号/Port番号のステ

ータスを表示します。 
実接続情報/親側/チャネルグ

ループ番号 
親側装置に定義されているチャネルグループ番号を表

示します。 
実接続情報/親側/種別 親側装置に定義されているチャネルグループ種別を表

示します。 
実接続情報/子側/ロケーショ

ン 
実接続されている子側装置のロケーションを表示しま

す。 
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実接続情報/子側/Slot 番号 子側装置に実接続されている Slot 番号を表示します。

実接続情報/子側/Port 番号 子側装置に実接続されている Port 番号を表示します。

実接続情報/子側/ステータス 子側装置に実接続されている Slot番号/Port番号のステ

ータスを表示します。 
実接続情報/子側/チャネルグ

ループ番号 
子側装置に定義されているチャネルグループ番号を表

示します。 
実接続情報/子側/種別 子側装置に定義されているチャネルグループ種別を表

示します。 
パス内 VLAN 状況/VLAN ID パスに設定されている VLAN 情報の VLAN ID を表示

します。 
パス内 VLAN 状況/VLAN 名

称 
パスに設定されているVLAN情報のVLAN名称を表示

します。 

図 5-56 ［パス定義］画面（親側装置設定タブ） 

 

表 5-60 ［パス定義］の画面項目（親側設定タブ） 

画面項目 説明 
親側装置/ロケーション 親側装置のロケーションを選択・表示します。 
親側装置/装置名 親側装置/ロケーションに対応する親側装置の装置名

を表示します。 
現在の設定内容/Slot 番号 親側接続ポートとして設定されている Slot 番号を表示

します。 
現在の設定内容/Port 番号 親側接続ポートとして設定されている Port 番号を表示

します。 
現在の設定内容/ポートステ 親側接続ポートとして設定されている Slot番号/Port番



 218 

ータス 号のステータスを表示します。 
現在の設定内容/種別 親側接続ポートが物理ポートで設定されているかチャ

ネルグループで設定されているか，物理ポート, また

はチャネルグループのどちらかで表示します。 
実接続情報/親側/Slot 番号 親側装置に実接続されている Slot 番号を表示します。

実接続情報/親側/Port 番号 親側装置に実接続されている Port 番号を表示します。

実接続情報/親側/ステータス 親側装置に実接続されている Slot番号/Port番号のステ

ータスを表示します。 
実接続情報/親側/チャネルグ

ループ番号 
親側装置に定義されているチャネルグループ番号を表

示します。 
実接続情報/親側/種別 親側装置に定義されているチャネルグループ種別を表

示します。 

図 5-57 ［パス定義］画面（子側装置設定タブ） 

 

表 5-61 ［パス定義］の画面項目（子側装置設定タブ） 

画面項目 説明 
子側装置/ロケーション 子側装置のロケーションを選択・表示します。 
子側装置/装置名 子側装置/ロケーションに対応する子側装置の装置名

を表示します。 
現在の設定内容/Slot 番号 子側接続ポートとして設定されている Slot 番号を表示

します。 
現在の設定内容/Port 番号 子側接続ポートとして設定されている Port 番号を表示

します。 
現在の設定内容/ポートステ 子側接続ポートとして設定されている Slot番号/Port番
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ータス 号のステータスを表示します。 
現在の設定内容/種別 子側接続ポートが物理ポートで設定されているかチャ

ネルグループで設定されているか，物理ポート, また

はチャネルグループのどちらかで表示します。 
子側装置/接続ポート/Slot 番
号 

子側装置に実接続されている Slot 番号を表示します。

子側装置/接続ポート/Port 番
号 

子側装置に実接続されている Port 番号を表示します。

子側装置/接続ポート/ポート

ステータス 
子側装置に実接続されている Slot番号/Port番号のステ

ータスを表示します。 
子側装置/チャネルグループ

番号 
子側装置に定義されているチャネルグループ番号を表

示します。 
子側装置/チャネルグループ

種別 
子側装置に定義されているチャネルグループ種別を表

示します。 
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表 5-62 ［パス定義］のボタン 

ボタン名 説明 
（共通設定タブ） 
〔VLAN 定義...〕ボタン 

VLAN をパスに定義します。 
パス種別の内容により，［トランクポートVLAN定義］

画面，または［アクセスポートVLAN定義］画面を表

示します。［トランクポートVLAN定義］画面につい

ては，「5.5.4 VLAN定義 (1) トランクポートVLAN
定義」を参照してください。［アクセスポートVLAN
定義］画面については，「5.5.4 VLAN定義 (2) アク

セスポートVLAN定義」を参照してください。 
（親側装置設定タブ） 
〔親側接続ポート定義...〕ボ

タン 

親側接続ポートを定義します。 
［親側接続ポート定義］画面が表示されます。［親側

接続ポート定義］画面については，「5.5.1 親側接続

ポート定義」を参照してください。 
（子側装置設定タブ） 
〔子側接続ポート定義...〕ボ

タン 

子側接続ポートを定義します。 
［子側接続ポート定義］画面が表示されます。［子側

接続ポート定義］画面については，「5.5.2 子側接続

ポート定義」を参照してください。 
〔パス削除〕ボタン パスを削除します。 

（１）追加の場合は，「新規追加の場合は，この機能

は使用できません。」のメッセージを表示します。 
（２）編集の場合，［削除確認］画面を表示し，〔は

い〕ボタンをクリック後，パスの削除を行い，呼び出

し元（［図面］画面または［パス一覧］画面）に戻り

ます。 
〔OK〕ボタン 指定内容でパスの登録を行います。［パス定義］画面

を閉じます。 
〔キャンセル〕ボタン ［図面］画面または［パス一覧］画面に戻ります。 
〔適用〕ボタン 指定内容でパスの登録を行います。［パス定義］画面

を更新します。 
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5.5.1 親側接続ポート定義 

親側装置のポート定義を行います。 

[前提条件] 

 親側装置のポート定義は，親側装置が事前設計可能状態もしくは不明状態の場

合にのみ変更可能です。親側装置が稼働中，コンフィグ変更中，障害状態の場

合は定義の変更を行うことができません。 

 親側装置が稼働中，コンフィグ変更中，障害状態の場合に親側装置のポート定

義の変更を行いたい場合は，パスの削除・追加操作によりパスを再定義してく

ださい。 

 

図 5-58 ［親側接続ポート定義］画面 

 

表 5-63 ［親側接続ポート定義］の画面項目 

画面項目 説明 
親側装置ロケーション 親側装置のロケーションを表示します。 
物理ポート 親側装置に物理ポートを設定する場合に選択します。
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チャネルグループ 親側装置にチャネルグループを設定する場合に選択し

ます。 
物理ポート一覧/Slot 番号 物理ポートの Slot 番号を表示します。 
物理ポート一覧/Port 番号 物理ポートの Port 番号を表示します。 
親側物理ポート一覧/Slot 番
号 

設定する物理ポートの Slot 番号を表示します。 

親側物理ポート一覧/Port 番
号 

設定する物理ポートの Port 番号を表示します。 

チャネルグループ一覧/チャ

ネルグループ番号 
チャネルグループ番号を表示します。 

チャネルグループ一覧/種別 チャネルグループ種別を表示します。チャネルグルー

プ種別の表示値は「［チャネルグループ一覧］の画面

項目 種別」を参照してください。 
親側チャネルグループ一覧/
チャネルグループ番号 

設定するチャネルグループのチャネルグループ番号を

表示します。 
親側チャネルグループ一覧/
種別 

設定するチャネルグループのチャネルグループ種別を

表示します。チャネルグループ種別の表示値は「［チ

ャネルグループ一覧］の画面項目 種別」を参照して

ください。 

表 5-64 ［親側接続ポート定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加->〕ボタン 物理ポート一覧（複数可）/チャネルグループ一覧（単

一）で選択された項目を，親側物理ポート/親側チャネ

ルグループとして追加します。 
〔<-削除〕ボタン 親側物理ポート一覧（複数可）/親側チャネルグループ

一覧（単一）で選択された項目を親側物理ポート/親側

チャネルグループから削除します。 
〔OK〕ボタン 画面上で設定/変更されたデータを設定し，［パス定

義］画面に戻ります。 
〔キャンセル〕ボタン ［パス定義］画面に戻ります。 
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5.5.2 子側接続ポート定義 

子側装置のポート定義を行います。 

[前提条件] 

子側接続ポート定義は，子側装置が正常に検出され稼働中状態，または，コンフ

ィグ変更状態に遷移するまでの間のみ設定可能です。（[パス定義]画面の[親側

装置設定タブ，及び，子側装置設定タブの実接続情報欄に情報が表示されるま

での間設定可能です。） 

子側接続ポート定義の設定変更は子側装置が事前設計可状態（状態色：薄緑）の

状況でのみ行ってください。子側装置が正常に検出され稼働中状態に遷移した

後であっても，パスを削除し再設計すると，子側接続ポート定義が行えるよう

になりますが，このような手順を踏んで，子側接続ポート定義の設定変更は行

うことは，以下の理由により推奨しません。 

 [子側接続ポート定義変更を非推奨とする理由について] 

 子側装置が「マネージャ優先」モードの場合，子側装置が事前設計可状態以外

の状態のときに子側接続ポート定義の変更を行うと，装置の検出を正常に行え

なくなる場合があります。また，子側装置が「装置優先」モードの場合は，装

置は正常に検出されますが，旧接続ポートに管理 VLAN の定義が残ります。 

装置検出後に，子側接続ポートを物理ポートからチャネルグループに変更したい

場合は，子側接続ポート定義画面からの操作ではなく，物理ポート→チャネル

グループへの変更設定に記載の手順で実施してください。 

子側装置が事前設計可状態以外の状態のときに子側接続ポートの変更を行いたい

場合は，「7.1 トラブル発生時の対応 (12) 接続ポートの変更」項目番号 1 に記

載の手順に従って実施してください。子側接続ポート定義の変更を行った際に

発生したトラブルの解決については，「7.1 トラブル発生時の対応 (5) 障害状

態からの回復」項目番号 6 を参照してください。 

 



 224 

図 5-59 ［子側接続ポート定義］画面 

 

表 5-65 ［子側接続ポート定義］の画面項目 

画面項目 説明 
子側装置ロケーション 子側装置のロケーションを表示します。 
物理ポート一覧/Slot 番号 物理ポートの Slot 番号を表示します。 
物理ポート一覧/Port 番号 物理ポートの Port 番号を表示します。 
子側物理ポート一覧/Slot 番
号 

設定する物理ポートの Slot 番号を表示します。 

子側物理ポート一覧/Port 番
号 

設定する物理ポートの Port 番号を表示します。 

チャネルグループ一覧/チャ

ネルグループ番号 
チャネルグループ番号を表示します。 

チャネルグループ一覧/種別 チャネルグループ種別を表示します。チャネルグループ

種別の表示値は「［チャネルグループ一覧］の画面項目

種別」を参照してください。 
子側チャネルグループ一覧/
チャネルグループ番号 

設定するチャネルグループのチャネルグループ番号を

表示します。 
子側チャネルグループ一覧/
種別 

設定するチャネルグループのチャネルグループ種別を

表示します。チャネルグループ種別の表示値は「［チャ

ネルグループ一覧］の画面項目 種別」を参照してくだ

さい。 
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表 5-66 ［子側接続ポート定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加->〕ボタン 物理ポート一覧（単一）/チャネルグループ一覧（単一）

で選択された項目を，子側物理ポート/子側チャネルグ

ループとして追加します。 
〔<-削除〕ボタン 子側物理ポート一覧（単一）/子側チャネルグループ一

覧（単一）で選択された項目を，子側物理ポート/子側

チャネルグループから削除します。 
〔OK〕ボタン 画面上で設定/変更されたデータを設定し，［パス定義］

画面に戻ります。 
〔キャンセル〕ボタン ［パス定義］画面に戻ります。 
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5.5.3 パス削除 

［パス定義］画面で〔削除〕ボタンをクリックします。 

5.5.4 VLAN定義 

(1) トランクポート VLAN 定義 

パス内のトランクポート VLAN 定義を行います。 

VLAN ID，VLAN 名称，VLAN 種別の各項目のヘッダー部分をクリックすると，クリ

ックした項目をキーにして「昇順」または「降順」にソートします。 

VLAN 種別の順序については小さいほうから順に「MAC VLAN」＜「ポート VLAN」

＜「プロトコル VLAN」としています。 

図 5-60 ［トランクポート VLAN 定義］画面 

 

表 5-67 ［トランクポート VLAN 定義］の画面項目 

画面項目 説明 
VLAN 定義一覧/VLAN ID 装置定義済みの VLAN ID を表示します。 
VLAN 定義一覧/VLAN 名

称 
装置定義済みの VLAN 名称を表示します。 

VLAN 定義一覧/VLAN 種

別 
装置定義済みの VLAN 種別を表示します。 

パス内 VLAN 定義一覧
/VLAN ID 

パスに定義済みの VLAN ID を表示します。 

パス内 VLAN 定義一覧

/VLAN 名称 
パスに定義済みの VLAN 名称を表示します。 

パス内 VLAN 定義一覧

/VLAN 種別 
パスに定義済みの VLAN 種別を表示します。 
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表 5-68 ［トランクポート VLAN 定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加->〕ボタン VLAN 定義一覧で選択された VLAN（複数可）を，パス

内 VLAN として追加します。 
〔<-削除〕ボタン パス内 VLAN 定義一覧で選択された VLAN（複数可）を

パス内 VLAN から削除します。 
〔OK〕ボタン パス内 VLAN の追加，または，削除を行います。［パス

定義］画面に戻ります。 
〔キャンセル〕ボタン ［パス定義］画面に戻ります。 

(2) アクセスポート VLAN 定義 

パス内のアクセスポート VLAN 定義を行います。 

VLAN ID，VLAN 名称，VLAN 種別の各項目のヘッダー部分をクリックすると，クリ

ックした項目をキーにして「昇順」または「降順」にソートします。 

VLAN 種別の順序については小さいほうから順に「MAC VLAN」＜「ポート VLAN」

＜「プロトコル VLAN」としています。 

図 5-61 ［アクセスポート VLAN 定義］画面 

 

表 5-69 ［アクセスポート VLAN 定義］の画面項目 

画面項目 説明 
VLAN 定義一覧/VLAN ID 装置定義済みの VLAN ID を表示します。 
VLAN 定義一覧/VLAN 名

称 
装置定義済みの VLAN 名称を表示します。 

VLAN 定義一覧/VLAN 種

別 
装置定義済みの VLAN 種別を表示します。 

パス内 VLAN 定義一覧
/VLAN ID 

パスに定義済みの VLAN ID を表示します。 

パス内 VLAN 定義一覧

/VLAN 名称 
パスに定義済みの VLAN 名称を表示します。 

パス内 VLAN 定義一覧 パスに定義済みの VLAN 種別を表示します。 
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/VLAN 種別 

表 5-70 ［アクセスポート VLAN 定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加->〕ボタン VLAN 定義一覧で選択された VLAN（複数可）をパス内

VLAN として追加します。 
〔<-削除〕ボタン パス内 VLAN 定義一覧で選択された VLAN（複数可）を

パス内 VLAN から削除します。 
〔OK〕ボタン パス内 VLAN の追加，または，削除を行います。［パス

定義］画面，または，［アクセスパス群定義］画面に戻

ります。 
〔キャンセル〕ボタン ［パス定義］画面または，［アクセスパス群定義］画面

に戻ります。 

 



 229

5.6 アクセスパス群設定 

選択されたアクセスパス群のパス群を定義します。［図面］画面上のパス（親側-装置，

子側-PC 群）シンボルのダブルクリックにより表示されます。 

Slot 番号，Port 番号，ポートステータスの各項目のヘッダー部分をクリックすると，

クリックした項目をキー（Slot 番号，Port 番号の場合はどちらをクリックしても，第

１ソートキーSlot 番号，第２ソートキーPort 番号としてソート）にして「昇順」また

は「降順」にソートします。 

ポートステータスの順序については小さいほうから順に「不明」＜「障害」＜「稼働

中」としています。 

図 5-62 ［アクセスパス群定義］画面 

 

表 5-71 ［アクセスパス群定義］の画面項目 

画面項目 説明 
親側装置/ロケーション 親側装置のロケーションを選択・表示します。 
親側装置/装置名 親側装置/ロケーションに対応する親側装置の装置名を表示

します。 
物理ポート一覧（パス未

定義）/Slot 番号 
パス定義群に未定義の物理ポートの Slot番号を表示します。

物理ポート一覧（パス未

定義）/Port 番号 
パス定義群に未定義の物理ポートの Port番号を表示します。

パス定義群/Slot 番号 パス定義群の物理ポートの Slot 番号を表示します。 
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パス定義群/Port 番号 パス定義群の物理ポートの Port 番号を表示します。 
パス定義群/ポートステ

ータス 
パス定義群の Slot 番号/Port 番号に対するポートステータス

を表示します。 

表 5-72 ［アクセスパス群定義］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加>>〕ボタン 物理ポート一覧（パス未定義）で選択された Slot 番号/Port

番号(複数可)を，アクセスパス群として追加します。 
〔<<削除〕ボタン パス定義群で選択されたパス（複数可）をアクセスパス群か

ら削除します。 
〔OK〕ボタン パスの追加／削除，および，装置（PC 群）の追加／削除を

行います。［アクセスパス群定義］画面を閉じます。 
〔適用〕ボタン パスの追加／削除，および，装置（PC 群）の追加／削除を

行います。［アクセスパス群定義］画面を更新します。 
〔全削除〕ボタン アクセスパス群として登録されているパスをすべて削除し

ます。 
注 〔全削除〕ボタンはアクセスパス群が確定した状態で使

用してください。 
〔追加>>〕ボタンや〔<<削除〕ボタンを使用したあと，確

定していない（〔OK〕ボタンをクリックしていない）状態

で〔全削除〕ボタンをクリックすると次のメッセージが表示

される場合があります。 
「パスの削除時にエラーが発生しました。結果をアクセスパ

ス群定義画面で確認してください。」 
〔キャンセル〕ボタン ［パス定義］画面，または［アクセスパス群定義］画面に戻

ります。 
〔VLAN 定義...〕ボタン VLAN をパスに定義します。 

［アクセスポートVLAN定義］画面を表示します。［アクセ

スポートVLAN定義］画面は，「5.5.4 VLAN定義 (2) ア

クセスポートVLAN定義」を参照してください。 
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5.7 フィルタの設定 

フィルタ機能では，インタフェースに対する入力および出力フレーム(パケット)を検

出し，当該フレームを中継または廃棄することができます。本機能を使用することに

より，セキュリティの向上(ユーザのアクセス制限，不正フレームの流出防止)を図る

ことができます。 

本機能には，下記に示すフロー検出・アクセスリストの概念が存在し，これらを用い

てフィルタを行います。 

1. フロー検出 

フレームを MAC ヘッダ，IP ヘッダ，TCP ヘッダなどの条件で検出する機能を指

します。またフロー検出を行う条件は，[フロー検出条件設定]画面にて設定しま

す。 

2. アクセスリスト 

フロー検出条件を纏めたリストを指し，本リストをインタフェースに適用するこ

とで，フィルタ機能が有効となります。 

 

この章では，フィルタ機能について説明します。 

5.7.1 フィルタ設定の基本操作 

5.7.2 フィルタ情報の画面項目一覧 

5.7.3 フィルタ情報の参照 

5.7.4 アクセスリストの追加 

5.7.5 アクセスリストの編集 

5.7.6 アクセスリストの削除 

5.7.7 インタフェースからのアクセスリストの削除 

5.7.8 アクセスリストのコピー 

5.7.9 フロー検出条件の追加 

5.7.10 フロー検出条件の編集 

5.7.11 フロー検出条件の削除 

5.7.12 フロー検出条件のコピー 
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5.7.1 フィルタ設定の基本操作 

AX-Config-Master にて，フィルタ設定(追加)を行う際の基本的な操作の流れについて説明します。 

①対象の装置シンボル

をダブルクリック 

[メイン]画面

②〔フィルタ定義…〕

ボタンをクリック 

装置情報定義]画面 

[フィルタ定義一覧]画面 

③対象のアクセスリストを選択し，

フロー検出条件を設定 

④設定するアクセスリストをインタ

フェースにドラッグ&ドロップ 

⑤ポップアップする[インタフェース設定]画面に

フィルタリング条件を設定 

[シーケンス番号再設定]画面
[インタフェース設定]画面 

[フロー検出条件設定]画面 

⑥対象のアクセスリストを選択し，

シーケンス番号再設定 
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5.7.2 フィルタ情報の画面項目一覧 

フィルタ情報の管理・設定を行う画面について説明します。フィルタ情報に関する画

面は，下記 4種類あります。 

1. フィルタ定義一覧画面 

2. フロー検出条件設定画面 

3. インタフェース設定画面 

4. シーケンス番号再設定画面 

(1) フィルタ定義一覧画面 

本画面では，装置のアクセスリスト定義およびフロー検出条件を一覧表示します。画

面構成は，左画面の「(a)装置/インタフェース一覧画面」と右画面の「(b)装置内アクセ

スリスト一覧画面」2 つにわかれます。 

フィルタ定義一覧上での操作は操作対象となる装置，アクセスリスト，フロー検出条

件を選択して追加，編集，削除などの操作を実行するボタンをクリックして操作する

方法と，操作対象となる装置，アクセスリスト，フロー検出条件を選択して右クリッ

クで表示されるメニューを選択して操作する方法と，操作対象となる装置，アクセス

リスト，フロー検出条件を選択して各操作に割り当てられたショートカットコマンド

を入力する操作方法があります。 

また，アクセスリストをインタフェースに適用する，アクセスリスト，フロー検出条

件をコピーするための操作としてドラッグ＆ドロップの操作方法があります。 
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図 5-63 [フィルタ定義一覧]画面 

(a)装置／インタフェース一覧画面 (b)装置内アクセスリスト一覧画面 

① 
② 

③ 

⑤

①

⑤ 

④

④
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図 5-64 [フィルタ情報取得先確認]画面（事前設計状態の場合） 

 

 

図 5-65 [フィルタ情報取得先確認]画面（事前設計状態以外の場合） 

 

 

表 5-73 [フィルタ定義一覧]の画面項目 

項番 画面項目 説明 
① ロケーション 装置のロケーション名を表示します。 

ロケーション項目を展開する時，該当装置が事前設計

状態の場合にはAX-Config-Master-Managerのデータベ

ースに保持しているアクセスリスト情報を取得する確

認ダイアログ [フィルタ情報取得先確認]画面（事前設

計状態の場合）が表示されます。該当装置が事前設計

状態以外の場合には，装置とコンフィグレーションの

同期を行った上でアクセスリストを取得するか，同期

を行わずにAX-Config-Master-Managerのデータベース

に保持しているアクセスリスト情報を取得するか確認

するダイアログ [フィルタ情報取得先確認]画面（事前

設計状態以外の場合）が表示されます。 
② 物理インタフェース 装置内の物理インタフェース情報を表示します。 
③ VLAN インタフェース 装置内の VLAN インタフェース情報を表示します。 
④ アクセスリスト アクセスリスト情報を表示します。装置/インタフェー

ス一覧画面では物理インタフェースもしくはVLANイ

ンタフェースに所属しているアクセスリスト情報を表

示します。 
マウスポインタを「アクセスリスト」項目に合わせる

と，アクセスリストの設定値が項目名とともに表示さ

れます。 
⑤ フロー検出条件 アクセスリスト内のフロー検出条件を表示します。 

マウスポインタを「フロー検出条件」項目に合わせる
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と，フロー検出条件の設定値が項目名とともに表示さ

れます。 

表 5-74 ［フィルタ定義一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔インタフェースへの

適用を解除〕ボタン 
［装置/インタフェース一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合に使用可能です。 
インタフェースに適用されたアクセスリストを解除します。

〔追加...〕ボタン ［装置内アクセスリスト一覧］画面で「ロケーション」（装

置）を選択している場合，または［装置内アクセスリスト一

覧］画面で「アクセスリスト」を選択している場合に使用可

能です。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「ロケーション」（装

置）を選択している場合，アクセスリストを追加するため

の，［フロー検出条件設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合，フロー検出条件を追加するための，［フ

ロー検出条件設定］画面を表示します。 
〔編集...〕ボタン ［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合，または［装置内アクセスリスト一覧］画

面で「フロー検出条件」を選択している場合に使用可能です。

［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合，アクセスリストを編集するための，［フ

ロー検出条件設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「フロー検出条件」を

選択している場合，選択されたフロー検出条件を編集するた

めの，［フロー検出条件設定］画面を表示します。 
〔削除〕ボタン ［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合，または［装置内アクセスリスト一覧］画

面で「フロー検出条件」を選択している場合に使用可能です。

［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合，選択されたアクセスリストを削除しま

す。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「フロー検出条件」を

選択している場合，選択されたフロー検出条件を削除しま

す。 
〔シーケンス番号再設

定…〕ボタン 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセスリスト」を

選択している場合に使用可能です。 
選択されたアクセスリスト内でフロー検出条件のシーケン

ス番号を再設定するために，［シーケンス番号再設定］画面

を表示します。 
〔閉じる〕ボタン ［フィルタ定義一覧］画面を閉じます。 

ショートカットコマンド Ctrl+W を入力した場合も［フィル

タ定義一覧］画面を閉じます。 
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表 5-75 [フィルタ定義一覧]のメニュー項目 

メニュー メニュー項目／シ

ョートカットコマ

ンド 

説明 

アクセスリスト 新規追加／Ctrl+N アクセスリストを追加するために，［フロー検出

条件設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「ロケーシ

ョン」（装置）を選択している場合に選択可能で

す。 
 編集／Ctrl+E アクセスリストを編集するために，［フロー検出

条件設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセス

リスト」を選択している場合に選択可能です。 
 削除／Ctrl+R 選択されたアクセスリストを削除します。 

［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセス

リスト」を選択している場合に選択可能です。 
 シーケンス番号の

再設定…／Ctrl+B 
選択されたアクセスリスト内でフロー検出条件

のシーケンス番号を再設定するために，［シーケ

ンス番号再設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセス

リスト」を選択している場合に選択可能です。 
 インタフェースへ

の適用を解除／
Ctrl+P 

インタフェースに適用されたアクセスリストを

解除します。 
［装置/インタフェース一覧］画面で「アクセス

リスト」を選択している場合に選択可能です。 
フロー検出条件 追加／Ctrl+M フロー検出条件を追加するために，［フロー検出

条件設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「アクセス

リスト」を選択している場合に選択可能です。 
 編集／Ctrl+T 選択されたフロー検出条件を編集するために，

［フロー検出条件設定］画面を表示します。 
［装置内アクセスリスト一覧］画面で「フロー検

出条件」を選択している場合に選択可能です。 
 削除／Ctrl+O 選択されたフロー検出条件を削除します。 

［装置内アクセスリスト一覧］画面で「フロー検

出条件」を選択している場合に選択可能です。 
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(2) フロー検出条件設定画面 

本画面では，指定装置内でのアクセスリスト定義およびフロー検出条件を設定するこ

とができます。 

図 5-66 [フロー検出条件設定]画面 

開始

開始

終了

終了

開始

開始

終了 

終了 
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表 5-76 [フロー検出条件設定]の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーション名を表示します。 
Flow Type フロー検出の種別を選択・表示します。 

※フロー検出の種別毎に選択・入力できない項目があります。そのた

め，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能

編)」を参照し，選択・入力してください。 
• Layer2(レイヤ 2 中継するパケット)：MAC フィルタ 
• Layer3Std(レイヤ 3 中継する IPv4 パケット)：IPv4 アドレスフィルタ 

※IPv4 アドレスのみ，フロー検出対照とします。 
• Layer3Ext(レイヤ 3 中継する IPv4 パケット)：IPv4 パケットフィルタ 

※IPv4 アドレス，ポート番号，tos 値などをフロー検出対象とします。 
• Layer3v6(レイヤ 3 中継する IPv6 パケット)：IPv6 フィルタ 
 
 [初期値] Layer3Ext 

Flow ID アクセスリストの識別子を入力・表示します。 
※1～199，1300～2699(10 進数)の数字 
 または 31 文字以内の文字列(先頭文字は数字以外) 
 Flow Type が Layer3Std の場合，1～99，1300～1999(10 進数)の数字， 

または 31 文字以内の文字列(先頭文字は数字以外)が入力可能です。 
 Flow Type が Layer3Ext の場合，100～199，2000～2699(10 進数)の数字

または 31 文字以内の文字列(先頭文字は数字以外)が入力可能です。 
Flow Type が Layer2，Layer3v6 の場合は 31 文字以内の文字列(先頭文 
字は数字以外) 

 入力できる文字については，OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master
編(装置 OAN 機能編)または装置のマニュアルを参照下さい。 

補足説明 アクセスリストの補足説明を入力・表示します。 
※半角英数字(特殊文字含む)で，64 文字以内で入力してください。入力

できる文字については，OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編
(装置 OAN 機能編)または装置のマニュアルを参照下さい。 

シーケンス番号 アクセスリストのシーケンス番号を入力・表示します。 
※1～4294967294 の範囲で入力してください。 

フィルタタイプ パケットがフロー検出条件に一致したときの動作を選択・表示します。 
• permit(中継) 
• deny(廃棄) 
 
[初期値]permit 

送信元アドレス 送信元アドレスを入力・表示します。 
• MAC アドレス 

※「0000.0000.0000」～「ffff.ffff.ffff」の範囲で入力してください。 
• IPv4 アドレス 

※「0.0.0.0」～「255.255.255.255」の範囲で入力してください。 
※Flow Type が Layer3Ext（IPv4 パケットフィルタ）の場合，送信元アド

レスを範囲指定することもできます。なお，機種によっては，範囲指

定することができません。そのため，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，問題ないことを確

認した後，範囲指定してください。 
• IPv6 アドレス 

※「::」～「ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff」の範囲で入力してください。

• any(送信元アドレスをフロー対象としません。) 
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※送信元アドレスの「開始」側へ入力してください。 
送信元ワイルドカード

／送信元アドレスマス

ク／送信元アドレスマ

スク長 

送信元アドレスのマスクまたはワイルドカードまたは送信元アドレスマス

ク長を入力・表示します。 
送信元アドレスを範囲指定した場合には入力しないでください。 
• MAC アドレス 

※送信元アドレスの中で任意の値を許可するビットを立てたマスクを

「0000.0000.0000」～「ffff.ffff.ffff」の範囲で入力してください。 
• IPv4 アドレス 

※送信元アドレスの中で任意の値を許可するビットを立てたワイルドカ

ードを「0.0.0.0」～「255.255.255.255」の範囲で入力してください。 
※送信元アドレスを範囲指定した場合には入力しないでください。 

• IPv6 アドレス 
※送信元アドレスの中で一致条件となる部分を送信元アドレスの先頭か

らの bit 数(0～128 の範囲)で入力してください。 
• any 

※送信元アドレスに any を指定した場合，入力はできますが，値は無効

となります。 
• なし(送信元アドレスとすべて一致するパケットをフロー検出とする場

合) 
※表示については，MAC アドレス・IPv4 アドレス・IPv6 アドレスの場

合，それぞれ「0000.0000.0000」・「0.0.0.0」・「128」となります。

宛先アドレス 宛先アドレスを入力・表示します。 
• MAC アドレス 

※「0000.0000.0000」～「ffff.ffff.ffff」の範囲で入力してください。また

bpdu･lldp などの制御フレーム名称も入力できます。入力可能な制御フ

レーム名称については，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master
編(装置 OAN 機能編)」を参照し，入力してください。 

• IPv4 アドレス 
※「0.0.0.0」～「255.255.255.255」の範囲で入力してください。 
※Flow Type が Layer3Ext（IPv4 パケットフィルタ）の場合，宛先アドレ

スを範囲指定することもできます。なお，機種によっては，範囲指定

することができません。そのため，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，問題ないことを確

認した後，範囲指定してください。 
• IPv6 アドレス 

※「::」～「ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff」の範囲で入力してください。

• any(宛先アドレスをフロー検出対象としません。) 
※宛先アドレスの「開始」側へ入力してください。 

宛先ワイルドカード／

宛先アドレスマスク／

宛先アドレスマスク長

宛先アドレスのマスクまたはワイルドカードまたは宛先アドレスマスク長

を入力・表示します。 
• MAC アドレス 

※宛先アドレスの中で任意の値を許可するビットを立てたマスクを

「0000.0000.0000」～「ffff.ffff.ffff」の範囲で入力してください。宛先

アドレスに制御フレーム名称を指定した場合，入力できません。 
• IPv4 アドレス 

※宛先アドレスの中で任意の値を許可するビットを立てたワイルドカー

ドを「0.0.0.0」～「255.255.255.255」の範囲で入力してください。 
※宛先アドレスを範囲指定した場合には入力しないでください。 

• IPv6 アドレス 
※宛先アドレスの中で一致条件となる部分を宛先アドレスの先頭からの

bit 数(0～128 の範囲)で入力してください。 
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• any 
※宛先アドレスに any を指定した場合，入力はできますが，値は無効と

なります。 
• なし(宛先アドレスとすべて一致するパケットをフロー検出とする場合) 

※表示については，MAC アドレス・IPv4 アドレス・IPv6 アドレスの場

合，それぞれ「0000.0000.0000」・「0.0.0.0」・「128」となります。

VLAN ID VLAN ID を入力・表示します。 
※1～4095 の範囲で入力してください。なお，VLAN ID の上限値の詳細

については「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」を参照してください。 
VLAN ID を束ねて，一つのグループとして定義することが可能な装置

もありますが，AX-Config-Master では未対応です。本定義が装置側で

設定されていた場合，「反映」「コピー＆同期」が行われた場合，エ

ラーとなります。 
プロトコル プロトコル名称を選択・表示，またはプロトコル値を入力・表示します。

※入力可能なプロトコル名称については，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，入力してください。

※プロトコル値については，0～255 の範囲で入力してください。 
tos 値 tos 名称を選択･表示，または tos 値を入力･表示します。 

※入力可能な tos 名称については，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，入力してください。

※tos 値については，0～15 の範囲で入力してください。 
送信元ポート 送信元ポート名称を選択・表示，または送信元ポート番号を入力・表示し

ます。 
※入力可能なポート名称については，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，入力してください。

※送信元ポート番号については，0～65535 の範囲で入力してください。

※Flow Type が Layer3Ext（IPv4 パケットフィルタ）の場合，送信元ポー

トを範囲指定することもできます。なお，機種によっては，範囲指定

することができません。そのため，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，問題ないことを確

認した後，範囲指定してください。 
宛先ポート 宛先ポート名称を選択・表示，または宛先ポート番号を入力・表示します。

※入力可能なポート名称については，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，入力してください。

※宛先ポート番号については，0～65535 の範囲で入力してください。 
※Flow Type が Layer3Ext（IPv4 パケットフィルタ）の場合，宛先ポート

を範囲指定することもできます。なお，機種によっては，範囲指定す

ることができません。そのため，「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，問題ないことを確

認した後，範囲指定してください。 
ack フラグ TCP ヘッダの ACK フラグを選択・表示します。 

• on (ACK フラグのビットが 1 のパケットをフロー検出対象とします) 
• off (ACK フラグをフロー検出対象としません) 
 
 [初期値] off 

syn フラグ TCP ヘッダの SYN フラグを選択・表示します。 
• on (SYN フラグのビットが 1 のパケットをフロー検出対象とします) 
• off (SYN フラグをフロー検出対象としません) 
 
 [初期値] off 
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ethernet Type イーサネットタイプ名称を選択・表示，またはイーサネットタイプ値を入

力・表示します。 
※入力可能なイーサネットタイプ名称については，「OAN ユーザーズガ

イド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，入力してく

ださい。 
※イーサネットタイプ値については，0x0000～0xffff(16 進数)の範囲で入

力してください。 
検出条件(サポート外) 上記項目以外(フラグメントパケット，TCP ヘッダの FIN フラグなど)のフ

ロー検出条件を表示します。 

 

表 5-77 [フロー検出条件設定]のボタン 

画面項目 説明 
[OK]ボタン 設定内容を反映し，[フィルタ定義一覧]画面に戻ります。 
[キャンセル]ボタン [フィルタ定義一覧]画面に戻ります。 

 

(3) インタフェース設定画面 

本画面では，物理インタフェース，および，VLAN インタフェースに対するフィルタ

種別を設定することができます。 

図 5-67 [インタフェース設定]画面 

 

表 5-78 [インタフェース設定]の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーション名を表示します。 
インタフェース 装置のインタフェース情報を表示します。 

• 物理ポート 
• VLAN ID 

中継種別 フィルタ検出を行うレイヤを選択・表示します。 
• layer2-forwarding 
レイヤ 2 スイッチ中継するフレーム 
宛先 MAC アドレスが自装置の MAC アドレスである非 IP パケット

宛先 MAC アドレスがブロードキャストまたはマルチキャストのフ

レーム 
• layer3-forwarding 
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1. IPv4 パケット中継するパケット 
2. IPv6 パケット中継するパケット 
3. 宛先 MAC アドレスが自装置の MAC アドレスで，かつ宛先 IP

アドレスが自装置の IP アドレスである IP v4，IPv6 パケット 
4. 宛先 IP アドレスがブロードキャストまたはマルチキャストの

IP パケット 
• なし 

※機種によっては，本項目を使用することができません。そのた

め，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」を参照し，問題ないことを確認した後，選択してくだ

さい。 
 
[初期値] layer2-forwarding 

フィルタインタフェース指定 フィルタを行う箇所を選択・表示します。 
※ご利用の機種で指定可能なフィルタインタフェース指定につい

ては，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」を参照してください。 

• in (受信側) 
• out (送信側) 
 
[初期値] in 

MAC モード レイヤ 2 中継するパケットをフロー検出対象とするかを選択・表示

します。 
※本項目は，VLAN インタフェースに対してのみ使用することが

できます。またイーサネット内のすべての VLAN インタフェー

スで共通となり， 初に選択した VLAN インタフェース上での

み on･off の選択が行えます。「OAN ユーザーズガイド 

AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，問題ないこ

とを確認した後，選択してください。 
※機種によっては，本項目を使用することができません。そのた

め，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN
機能編)」を参照し，問題ないことを確認した後，選択してくだ

さい。 
• on(有効) 
• off(無効) 
 
[初期値] off 

 

表 5-79 [インタフェース設定]のボタン 

画面項目 説明 
[OK]ボタン 設定内容を反映し，[インタフェース設定]画面に戻り

ます。 
[キャンセル]ボタン [フィルタ定義一覧]画面に戻ります。 
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(4) シーケンス番号再設定画面 

本画面では，指定アクセスリストに対するシーケンス番号を再設定することができま

す。 

図 5-68 [シーケンス番号再設定]画面 

 

表 5-80 [シーケンス番号再設定]の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーション名を表示します 
Flow ID アクセスリストの識別子を表示します。 
開始シーケンス番号 開始のシーケンス番号を入力・表示します。 

※1～4294967294 の数字 
シーケンス番号増分値 シーケンス番号の増分値を入力・表示します。 

※1～100 の数字 

表 5-81 [シーケンス番号再設定]のボタン 

画面項目 説明 
[OK]ボタン 設定内容を反映し，[フィルタ定義一覧]画面に戻りま

す。 
[キャンセル]ボタン [フィルタ定義一覧]画面に戻ります。 

 

5.7.3 フィルタ情報の参照 

フィルタ情報の参照については，下記 2種類の方法があります。参照画面項目の説明

については，「5.7.2 アクセスリストの画面項目一覧 (1)フィルタ定義一覧画面」

を参照してください。 

[手順] 

1. [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[フィルタ一覧]をクリック 
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2. 装置の[装置情報定義]画面から，[フィルタ定義…]ボタンをクリック 

 

5.7.4 アクセスリストの追加 

アクセスリストを追加する手順について説明します。 

[前提条件] 

 アクセスリストを追加する装置，インタフェース（物理ポート，VLAN）は事

前に設計してください（装置の設計方法は「5.3.1 主な操作の流れ (1) 装置ま

たはPC群を設計する場合」を，物理ポートの設計方法は「5.3.1 主な操作の流

れ (3) 装置の物理ポートを設計する場合」を，VLANの設計方法は「5.3.1 主

な操作の流れ (16) VLANをパスへ割り付ける場合」を参照してください）。 

(1) フィルタ定義画面の表示 
1. [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[フィルタ一覧]をクリック 

2. 装置の[装置情報定義]画面から，〔フィルタ定義…〕ボタンをクリック 

ここでは，2 の手順で説明します。 
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図 5-69 [装置情報定義]画面 

 

〔フィルタ定義…〕

ボタンをクリック 
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(2) 操作対象装置の選択 

アクセスリストの追加（および編集，削除，シーケンス番号再設定，フロー検出条件

追加・編集・削除）操作は，装置内アクセスリスト一覧上に表示された装置に対して

行います。 

装置内アクセスリスト一覧上に操作対象を表示する手順を示します。 

装置／インタフェース一覧上で既にフォルダが展開されている装置は装置を選択する

ことで装置内アクセスリスト一覧上に表示されます。 

ここでは，装置／インタフェース一覧上でフォルダが展開されていない装置を装置内

アクセスリスト一覧上に表示する手順を示します。 

1. [フィルタ定義一覧]画面の装置／インタフェース一覧に表示されている装置か

ら操作対象装置を選択し，ダブルクリック 

2. [フィルタ定義一覧]画面の装置／インタフェース一覧に表示されている装置か

ら操作対象装置の左側にある[+]をクリック 

図では，1 の手順で説明します。 

 

図 5-70 [フィルタ定義一覧]画面 

操作対象装置を選択し，

ダブルクリック 

 

3. [フィルタ情報取得先確認]画面が表示されますので， [はい]ボタン，または[い

いえ]ボタンをクリックしてフィルタ情報の取得先を決定します。 
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図 5-71 [フィルタ情報取得先確認]画面（事前設計状態の場合） 

[はい]ボタンをクリック

した場合は，マネージャ

管理のフィルタ情報を

取得します。 

[いいえ]ボタンをクリッ

クした場合は，フィルタ

情報の取得を中止しま

す。 

 

 

図 5-72 [フィルタ情報取得先確認]画面（事前設計状態以外の場合） 

 

[はい]ボタンをクリック

した場合は，装置と同期

を行った後，フィルタ情

報を取得します。 

[いいえ]ボタンをクリッ

クした場合は，マネージ

ャ管理のフィルタ情報

を取得します。 

 

4. フィルタ情報の取得が正常に終わると[フィルタ定義一覧]画面の装置アクセス

リスト一覧に操作対象装置が表示されます。 

表示されるイメージは操作対象装置にアクセスリストが既に定義されている

場合はフォルダイメージで，アクセスリストが未定義の場合はリーフイメージ

で表示されます。 

ここでは，アクセスリストが未定義の装置を選択した場合の図（リーフイメー

ジ）で示しています。 
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図 5-73 [フィルタ定義一覧]画面 

操作対象装置が表示さ

れます 

 

 

(3) アクセスリストの追加 
1. [フィルタ定義一覧]画面の対象装置を選択し，[追加...]ボタンをクリック 

2. [フィルタ定義一覧]画面の対象装置を右クリックし，[アクセスリスト(L)]－[新

規追加(N)…]を選択 
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図 5-74 [フィルタ定義一覧]画面 

装置を選択して[追加…]ボタンをクリック，ま

たは右クリックで表示されるメニューから

[新規追加(N)…]を選択 
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(4) アクセスリストおよびフロー検出条件の設定 
[フロー検出条件設定]画面で，アクセスリスト，および，フロー検出条件を入力 

※アクセスリスト追加時は，必ずフロー検出条件の追加も行ってください。 

 

図 5-75 [フロー検出条件設定]画面 

 

①アクセスリスト

およびフロー検

出条件を入力 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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(5) 設定内容が正常に反映されているかを確認 

図 5-76 [フィルタ定義一覧]画面 

設定したアクセスリストおよび 
フロー検出条件が正しいか確認 

 

(6) 設定したアクセスリストを指定インタフェースへ追加(ドラッグ＆

ドロップ) 

図 5-77 [フィルタ定義一覧]画面 

設定したアクセスリストを指定インタフェースに 
ドラッグ&ドロップ 
( [インタフェース設定]画面がポップアップします)
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(7) 指定したインタフェースに対して，フィルタリング条件を設定 

図 5-78 [インタフェース設定]画面 

 

②〔OK〕ボタンをクリック 

①フィルタリン

グ条件を入力 

 

(8) 設定したアクセスリストが指定インタフェースに追加されているこ

とを確認 

図 5-79 [フィルタ定義一覧]画面 

指定インタフェースにアクセスリス

トが登録されていることを確認 
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(9) [フィルタ定義一覧]画面を閉じる 
[フィルタ定義一覧]画面にて，[閉じる]ボタンをクリック 

図 5-80 [フィルタ定義一覧]画面 

[閉じる]ボタンをクリック 
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5.7.5 アクセスリストの編集 

アクセスリストの編集，および，アクセスリストのシーケンス番号を再設定する手順

について説明します。 

[前提条件] 

 アクセスリストが同一装置内の複数のインタフェースに追加されていた場合，

編集，およびアクセスリストのシーケンス番号再設定結果は同一装置内の複数

のインタフェースに追加されているアクセスリストに対して反映されます。 

(1) アクセスリストの編集 
1. 編集するアクセスリストを選択 

・編集対象のアクセスリストを選択し，[編集...]ボタンをクリック，または右クリ

ックで表示されるメニューから[アクセスリスト(L)]－[編集(E) ...]を選択 

 

図 5-81 [フィルタ定義一覧]画面 

編集対象のアクセスリストを選択し，[編集...]
ボタンをクリック，または右クリックで表示さ

れるメニューから[アクセスリスト(L)]－[編集

(E) ...]を選択 
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2. アクセスリストの編集 

※アクセスリストの編集では，補足説明のみ編集することができます。 

 

図 5-82 [フロー検出条件]画面 

 

①補足説明を入力 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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(2) アクセスリストのシーケンス番号再設定 

ここでは，[フィルタ定義一覧]画面のようにフロー検出条件が 3 つ定義されている状

態で，シーケンス番号再設定を行う場合の手順を説明します。 

図 5-83 [フィルタ定義一覧]画面 

上から順に，シーケンス番号は「10，20，30」 

(開始シーケンス番号：10 ，シーケンス番号増分値：10 の状態) 

 

1. シーケンス番号を再設定するアクセスリストを選択 

シーケンス番号を再設定するアクセスリストを選択し，[シーケンス番号再設定...]

ボタンをクリック，または右クリックで表示されるメニューから[アクセスリスト

(L)]－[シーケンス番号の再設定(B)...]を選択 

 



 258 

図 5-84 [フィルタ定義一覧]画面 

シーケンス番号を再設定するアクセスリストを

選択し，[シーケンス番号再設定...]ボタンをクリ

ック，または右クリックで表示されるメニュー

から[アクセスリスト(L)]－[シーケンス番号の

再設定(B)...]を選択 
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2. シーケンス番号を再設定 

「開始シーケンス番号：20，シーケンス番号増分値：5」を設定します。 

図 5-85 [シーケンス番号再設定]画面 

 

②〔OK〕ボタンをクリック 

①シーケンス番号を入力 

 

3. 設定したシーケンス番号が指定アクセスリストに反映されていることを確認 

 

図 5-86 [フィルタ定義一覧]画面 

シーケンス番号が「20，25，30」になっていることを確認 
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5.7.6 アクセスリストの削除 

アクセスリストを削除する手順について説明します。 

[前提条件] 

 削除するアクセスリストがインタフェースに追加されている場合，インタフェ

ースから削除した後，アクセスリストの削除を実行してください。 

(1) アクセスリストを削除 
1. 対象のアクセスリストを選択し，[削除]ボタンをクリック 

2. 対象のアクセスリストを右クリックし，[アクセスリスト(L)]－[削除(R)]を選択 

 

図 5-87 [フィルタ定義一覧]画面 

対象のアクセスリストを選択し，[削除]ボタンを

クリック，または右クリックで表示されるメニュ

ーから[アクセスリスト(L)]－[削除(R)]を選択 
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5.7.7 インタフェースからのアクセスリストの削除 

インタフェースからアクセスリストを削除する手順について説明します。 

 

(1) インタフェースからアクセスリストを削除 
1. 対象のアクセスリストを選択し，[インタフェースへの適用を解除]をクリック 

2. 対象のアクセスリストを右クリックし，[アクセスリスト(L)]－[インタフェース

への適用を解除(P)]をクリック 

 

 

図 5-88 インタフェースからのアクセスリストの削除 

対象のアクセスリストを選択し，[インタフェー

スへの適用を解除]ボタンをクリック，または右

クリックで表示されるメニューから[アクセス

リスト(L)]－[インタフェースへの適用を解除

(P)]を選択 
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5.7.8 アクセスリストのコピー 

装置間でのアクセスリストをコピー(設定)する手順について説明します。 

装置間でのアクセスリストのコピーは①アクセスリストのコピーだけを行う場合，②

アクセスリストをコピーし，インタフェースに適用する場合の２つの操作があります。 

いずれの操作もコピー先の装置に，コピー元のアクセスリストの Flow ID と同じアク

セスリストが既に存在する場合には，コピーすることはできません。 

図 5-89 装置間でのアクセスリストのコピー 

①アクセスリストの

コピーのみ行う 

②アクセスリストをコピーし、

インタフェースに適用する 

 

ここでは，[フィルタ定義一覧]画面のようにロケーション名：center1f のアクセスリス

トを，ロケーション名：north1f にコピーを行う場合の手順で説明します。 
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図 5-90 [フィルタ定義一覧]画面 

center1f のアクセスリスト「IPv4-Access-Control-List」

を north1f の 0/1 にコピーを行う手順 

 

[前提条件] 

 アクセスリストのコピー先として指定できるのは装置，およびインタフェース

になりますので，装置，インタフェース（物理ポート，VLAN）を事前に設計

してください（装置の設計方法は「5.3.1 主な操作の流れ (1) 装置またはPC

群を設計する場合」を，物理ポートの設計方法は「5.3.1 主な操作の流れ (3) 

装置の物理ポートを設計する場合」を，VLANの設計方法は「5.3.1 主な操作の

流れ (16) VLANをパスへ割り付ける場合」を参照してください）。 
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(1) コピーするアクセスリストを指定装置のインタフェースに追加(ド
ラッグ＆ドロップ) 

図 5-91 [フィルタ定義一覧]画面 

指定したアクセスリストを north1F の 0/1 に 

ドラッグ＆ドロップ 

([インタフェース設定]画面がポップアップします)

 

(2) 指定したインタフェースに対して，フィルタリング条件を入力 

図 5-92 [インタフェース設定]画面 

 
②〔OK〕ボタンをクリック 

①フィルタリン

グ条件を入力 
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(3) コピーしたアクセスリストが指定インタフェースに追加されている

ことを確認 

図 5-93 [フィルタ定義一覧]画面 

指定インタフェースにアクセスリストが

登録されていることを確認 
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5.7.9 フロー検出条件の追加 

フロー検出条件を追加する手順について説明します。 

[前提条件] 

 フロー検出条件の追加先となるアクセスリストが存在している必要がありま

す。 

(1) 指定アクセスリストに対するフロー検出条件の追加 
1. [フィルタ定義一覧]画面のアクセスリストを選択し，[追加...]ボタンをクリック 

2. [フィルタ定義一覧]画面のアクセスリストを右クリックし，[フロー検出条件

(D)]－[追加(M)...]を選択 

 

図 5-94 [フィルタ定義一覧]画面 

フロー検出条件追加対象のアクセスリストを選

択し，[追加...]ボタンをクリック，または右クリ

ックで表示されるメニューから[フロー検出条

件(D)]－[追加(M)...]を選択 
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(2) フロー検出条件を入力 

図 5-95 [フロー検出条件設定]画面 

 

①フロー検出

条件を入力 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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(3) 設定内容が正常に反映されているか確認 

図 5-96 [フィルタ定義一覧]画面 

設定したフロー検出条件が正しいか確認 
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5.7.10 フロー検出条件の編集 

フロー検出条件を編集する手順について説明します。 

[前提条件] 

 フロー検出条件にサポート外の検出条件が含まれている場合，編集は行えませ

ん。 

(1) 編集するフロー検出条件を選択 
1. 編集対象のフロー検出条件を選択し，[編集...]ボタンをクリック 

2. 編集対象のフロー検出条件を右クリックし，[フロー検出条件(D)]－[編集(T)...]

を選択 

 

図 5-97 [フィルタ定義一覧]画面 

編集対象のフロー検出条件を選択し，[編集...]
ボタンをクリック，または右クリックで表示さ

れるメニューから[フロー検出条件(D)]－[編集

(T)...]を選択 
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(2) フロー検出条件の編集 

図 5-98 [フロー検出条件設定]画面 

 

①フロー検出

条件を編集 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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5.7.11 フロー検出条件の削除 

フロー検出条件を削除する手順について説明します。 

[前提条件] 

 アクセスリスト内の 後の１件のフロー検出条件を削除した場合，アクセスリ

ストも同時に削除されます。このようなケースの場合，アクセスリストをイン

タフェースから削除した後，フロー検出条件の削除を実行してください。 

(1) フロー検出条件の削除 
1. 対象のフロー検出条件を選択し，[削除]ボタンをクリック 

2. 対象のフロー検出条件を右クリックし，[フロー検出条件(D)]－[削除(O)]を選択 

 

図 5-99 [フィルタ定義一覧]画面 

削除対象のフロー検出条件を選択し，[削除]ボ
タンをクリック，または右クリックで表示され

るメニューから[フロー検出条件(D)]－[削除

(O)]を選択 
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5.7.12 フロー検出条件のコピー 

設定済みのフロー検出条件をもとに，新規にフロー検出条件を追加する手順について

説明します。 

ここでは，[フィルタ定義一覧]画面のようにシーケンス番号：30 のアクセスリストか

ら，新規にフロー検出条件の追加を行う場合の手順を説明します。 

図 5-100 [フィルタ定義一覧]画面 

シーケンス番号：30 のアクセスリストをもと

に新規にフロー検出条件を追加する手順 

 

[前提条件] 

 フロー検出条件のコピー先として指定できるのはインタフェースに追加され

たアクセスリストになりますので，装置，インタフェース（物理ポート，VLAN），

アクセスリストを事前に設計してください（装置の設計方法は「5.3.1 主な操

作の流れ (1) 装置またはPC群を設計する場合」を，物理ポートの設計方法は

「5.3.1 主な操作の流れ (3) 装置の物理ポートを設計する場合」を，VLANの

設計方法は「5.3.1 主な操作の流れ (16) VLANをパスへ割り付ける場合」を，

アクセスリストの設計方法は「5.7.4 アクセスリストの追加」を参照してくだ

さい）。 

 フロー検出条件にサポート外の検出条件が含まれている場合，そのフロー検出

条件のコピーは行えません。 
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(1) 設定済みのフロー検出条件を，追加するアクセスリストに追加(ドラ

ッグ＆ドロップ) 

図 5-101 [フィルタ定義一覧]画面 

フロー検出条件を指定アクセスリストに 

ドラッグ＆ドロップ 

([フロー検出条件設定]画面がポップアップします)

 



 274 

(2) 指定アクセスリストに対するフロー検出条件を設定 

図 5-102 [フロー検出条件設定]画面 

 

①フロー検出条件を入力 
 ※シーケンス番号は，既に

追加されている番号と重

複しない番号を入力して

ください 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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(3) 設定したフロー検出条件が指定したアクセスリストに追加されてい

ることを確認 

図 5-103 [フィルタ定義一覧]画面 

指定アクセスリストにフロー検出条件が追

加されていることを確認 
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5.8 ルートの設定 

ルート定義機能では，装置に入力されたパケットをどのインタフェース(経路)に転送

するかを明示的に指定できます。本機能を使用することで，ルーティングプロトコル

による経路変更に依存することなく，ユーザが指定した経路にパケットを転送するこ

とができます。 

本機能では，スタティックルーティングのみ設定することができます。 

 

この章では，ルート定義機能について説明します。 

5.8.1 ルート定義の基本操作 

5.8.2 ルート定義の画面項目一覧 

5.8.3 ルート定義の参照 

5.8.4 ルート定義の追加 

5.8.5 ルート定義の編集 

5.8.6 ルート定義の削除 
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5.8.1 ルート定義の基本操作 

AX-Config-Master にて，ルート定義の設定(追加)を行う際の基本的な操作の流れについて説明します。 

 

①対象の装置シンボル

をダブルクリック 

[メイン]画面 

[装置情報定義]画面 

[ルート定義一覧]画面 

③ルート定義を設定 

[ルート定義]画面

②〔ルート定義…〕ボタン

をクリック 
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5.8.2 ルート定義の画面項目一覧 

ルート定義の管理・設定を行う画面について説明します。ルート定義に関する画面に

は，以下の 2 種類があります。 

1. ルート定義一覧画面 

2. ルート定義画面 

(1) ルート定義一覧画面 

本画面では，ルート定義を一覧表示します。 

ルート定義一覧上での操作は操作対象となる「IPv4 ルート」，「IPv6 ルート」，「VLAN 

ID」，「ルート定義」を選択してルート追加，ルート編集，削除などの操作を実行す

るボタンをクリックして操作する方法と，操作対象となる「IPv4 ルート」，「IPv6 ル

ート」，「VLAN ID」，「ルート定義」を選択して右クリックで表示されるメニュー

を選択して操作する方法と，操作対象となる「IPv4 ルート」，「IPv6 ルート」，「VLAN 

ID」，「ルート定義」を選択して各操作に割り当てられたショートカットコマンドを

入力する操作方法があります。 
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図 5-104 [ルート定義一覧]画面 

② 

④

⑤

④

⑥

① 

③ 

 

図 5-105 [ルート情報取得先確認]画面（事前設計状態の場合） 
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図 5-106 [ルート情報取得先確認]画面（事前設計状態以外の場合） 

 

 

図 5-107 [ルート定義一覧]の画面項目 

項番 画面項目 説明 
① ロケーション 装置のロケーション名を表示します。 

ロケーション項目を展開する時，該当装置が事前設計

状態の場合にはAX-Config-Master-Managerのデータベ

ースに保持しているルート情報を取得する確認ダイア

ログ [ルート情報取得先確認]画面（事前設計状態の場

合）が表示されます。該当装置が事前設計状態以外の

場合には，装置とコンフィグレーションの同期を行っ

た上でルート情報を取得するか，同期を行わずに

AX-Config-Master-Managerのデータベースに保持して

いるルート情報を取得するか確認するダイアログ [ル
ート情報取得先確認]画面（事前設計状態以外の場合）

が表示されます。 
② IPv4 ルート 装置内の IPv4 経路情報を表示します。 
③ IPv6 ルート 装置内の IPv6 経路情報を表示します。 
④ ルート定義 ルート定義情報を表示します。 

マウスポインタを「ルート定義情報」項目に合わせる

と，ルート定義情報の設定値が項目名とともに表示さ

れます。 
ルート定義情報の表示に関しては，「1.8.1 
AX-Config-Masterに関する注意事項」を参照してくだ

さい。 
⑤ VLAN インタフェース 装置内の VLAN インタフェース情報を表示します。 
⑥ VLAN ID 装置内の VLAN ID を表示します。 

表 5-82 ［ルート定義一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔ルート追加...〕ボタン ［ルート定義一覧］画面で「IPv4 ルート」または「IPv6 ル

ート」または「VLAN ID」が選択されている場合に使用可

能です。 
ルート定義情報を追加するために［ルート定義］画面を表示

します。 
「VLAN ID」が選択されている場合，［ルート定義］画面

の VLAN ID に［ルート定義一覧］画面で選択されている

「VLAN ID」が入力された状態で［ルート定義］画面を表
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示します。 
〔ルート編集...〕ボタン ［ルート定義一覧］画面で「ルート定義」が選択されている

場合に使用可能です。 
ルート定義情報を編集するために［ルート定義］画面を表示

します。 
〔削除〕ボタン ［ルート定義一覧］画面で「ルート定義」が選択されている

場合に使用可能です。 
選択されているルート定義情報を削除します。 

〔閉じる〕ボタン ［ルート定義一覧］画面を閉じます。 
ショートカットコマンド Ctrl+W を入力した場合も［ルート

定義一覧］画面を閉じます。 

 

表 5-83 [ルート定義一覧]のメニュー項目 

メニュー メニュー項目／シ

ョートカットコマ

ンド 

説明 

ルート 追加／Ctrl+N ルート定義情報を追加するために［ルート定義］画面

を表示します。 
「IPv4 ルート」または「IPv6 ルート」または「VLAN ID」

が選択されている場合に選択可能です。 
「VLAN ID」が選択されている場合，［ルート定義］

画面の VLAN ID に［ルート定義一覧］画面で選択され

ている「VLAN ID」が入力された状態で［ルート定義］

画面を表示します。 
 編集／Ctrl+E ルート定義情報を編集するために［ルート定義］画面

を表示します。 
「ルート定義」が選択されている場合に選択可能です。

 削除／Ctrl+D 選択されているルート定義情報を削除します。 
「ルート定義」が選択されている場合に選択可能です。

 

(2) ルート定義画面 

本画面では，指定装置内でのルート定義を設定することができます。ルート定義画面

には，「(a) IPv4 アドレスのルート定義画面」，「(b) IPv6 アドレスのルート定義画面」

の 2 種類があります。 
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(a) IPv4 アドレスのルート定義画面 

図 5-108 [ルート定義]画面 

 

表 5-84 [ルート定義]の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーション名を表示します。 
デフォルトルートを指定

する 
デフォルトルートを設定する場合，選択・表示します。 

次のアドレスを使用する 宛先アドレスを指定して設定する場合，選択・表示します。 
宛先 宛先 IPv4 アドレスを入力・表示します。 

※“．”で区切られた各フィールドを 0～255 の範囲の数字で入力して

ください。 
※「0.0.0.0」を指定した場合は,ネクストホップアドレスをデフォルト

ルートとして使用します。その際，デフォルトルート設定のチェッ
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クボックスを有効にしてください。 
宛先マスク 宛先 IPv4 アドレスマスクを入力・表示します。 

※“．”で区切られた各フィールドを 0～255 の範囲の数字で入力して

ください。また宛先マスクで設定した以降のビットは，すべて 0 で

入力してください。 
※宛先 IPv4 アドレスが「0.0.0.0」の場合は,本項目に「0.0.0.0」を指定

してください。 
ネクストホップアドレス ネクストホップの IPv4 アドレスを入力・表示します。 

※“．”で区切られた各フィールドを 0～255 の範囲の数字で入力して

ください。 
VLAN ID IPv4 アドレスのルート定義では，使用できません。 
到達監視 指定経路に対するポーリング機能の有効/無効を選択・表示します。 

• on (ポーリング機能有効) 
• off (ポーリング機能無効) 
※デフォルトルート設定が有効の場合，本項目は選択できず，「初期値」

固定となります。 
 
[初期値] off 

ネクストホップ解決方法 ネクストホップの解決方法を選択・表示します。 
• 直結経路のみ使用 
• すべての経路を使用 
※デフォルトルート設定が有効の場合，本項目は選択できず，「初期値」

固定となります。 
 
[初期値] すべての経路を使用(ルート定義で設定した経路は使用しま

せん) 

 

表 5-85 [ルート定義]のボタン 

画面項目 説明 
[OK]ボタン 設定内容を反映し，[ルート定義一覧]画面に戻ります。 
[キャンセル]ボタン [ルート定義一覧]画面に戻ります。 
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(b) IPv6 アドレスのルート定義画面 

図 5-109 [ルート設定]画面 

 

表 5-86 [ルート設定]の画面項目 

画面項目 説明 
ロケーション 装置のロケーション名を表示します。 
デフォルトルートを指定

する 
デフォルトルートを設定する場合，選択・表示します。 

次のアドレスを使用する 宛先アドレスを指定して設定する場合，選択・表示します。 
宛先 宛先 IPv6 アドレスを入力・表示します。 

※「::」～「ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff」の範囲で入力してくださ

い。また宛先マスク長で設定した以降のビットは，すべて 0 で入力

してください。 
※「::」を指定した場合は,ネクストホップアドレスをデフォルトルー
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トとして使用します。その際，デフォルトルート設定(チェックボ

ックス)を有効にしてください。 
宛先マスク長 宛先 IPv6 アドレスマスク長を入力・表示します。 

※0～128(bit 数)の範囲で入力してください。機種によっては，左記の

範囲で指定することができません。そのため，「OAN ユーザーズ

ガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照し，問題

が無いことを確認した上で指定してください。 
※宛先マスク長に「0」を指定したい場合には，デフォルトルート設

定(チェックボックス)を有効にしてください。 
ネクストホップアドレス ネクストホップの IPv6 アドレスを入力・表示します。 

※半角英数字(“：”含む)で 大 39 文字まで入力できます。 
VLAN ID VLAN ID を入力・表示します。ネクストホップアドレスがリンクロー

カルアドレスの場合に入力します。 
※1～4095 の範囲で入力してください。なお，VLAN ID の上限値の詳

細については「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置

OAN 機能編)」を参照してください。 
到達監視 指定経路に対するポーリング機能の有効/無効を選択・表示します。 

• on (ポーリング機能有効) 
• off (ポーリング機能無効) 
※デフォルトルート設定が有効の場合，本項目は選択できず，「初期値」

固定となります。 
 
[初期値]  off 

ネクストホップ解決方法 ネクストホップの解決方法を選択・表示します。 
• 直結経路のみ使用 
• すべての経路を使用 
※デフォルトルート設定が有効の場合，本項目は選択できず，「初期値」

固定となります。 
 
[初期値]  すべての経路を使用(ルート定義で設定した経路は使用しま

せん) 

 

表 5-87 [ルート定義]のボタン 

画面項目 説明 
[OK]ボタン 設定内容を反映し，[ルート定義一覧]画面に戻ります。 
[キャンセル]ボタン [ルート定義一覧]画面に戻ります。 
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5.8.3 ルート定義の参照 

ルート定義の参照については，下記 2種類の方法があります。参照画面項目の説明に

ついては，「5.8.2 ルート定義の画面項目一覧 (1)ルート定義一覧画面」を参照し

てください。 

[手順] 

1. [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[ルート一覧]をクリック 

2. 装置の[装置情報定義]画面から，[ルート定義…]ボタンをクリック 
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5.8.4 ルート定義の追加 

ルート定義を追加する手順について説明します。 

[前提条件] 

 ルート定義を追加する装置は事前に設計してください（装置の設計方法は

「5.3.1 主な操作の流れ (1) 装置またはPC群を設計する場合」を参照してくだ

さい）。 

 デフォルトルート定義を追加する場合，デフォルトルートを指定するを選択し

て定義してください。 

 ネクストホップアドレスが IPv6 リンクローカルアドレスのルート定義を追加

する場合，VLAN ID の指定が必要になります。その VLAN ID の VLAN を装置 VLAN

として定義し，かつその VLAN をパスに関連付けしておく必要があります。 

(1) ルート定義画面の表示 
1. [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[ルート一覧]をクリック 

2. 装置の[装置情報定義]画面から，〔ルート定義…〕ボタンをクリック 

ここでは，2 の手順で説明します。 
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図 5-110 [装置情報定義]画面 

〔ルート定義…〕 

ボタンをクリック 

 

(2) ルート定義の追加 
1. [ルート定義一覧]画面の[IPv4 ルート]，または[IPv6 ルート]，または[VLAN イ

ンタフェース]を選択し，[ルート追加...]ボタンをクリック 

2. [ルート定義一覧]画面の[IPv4 ルート]，または[IPv6 ルート]，または[VLAN イ

ンタフェース]を右クリックし，[ルート(R)]－[追加(N)...]を選択 

ここでは，IPv4 ルート定義を追加する手順を説明します。 
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図 5-111 [ルート定義一覧]画面 

[IPv4 ルート]を選択し，[ルート追加...]ボタンをクリッ

ク，または右クリックで表示されるメニューから[ルー

ト(R)]－[追加(N)...]を選択 
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(3) ルート定義の設定 
[ルート定義]画面にて，ルート定義情報を入力 

図 5-112 [ルート定義]画面 

 

①ルート定義

を入力 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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(4) 設定内容が正常に反映されているかを確認 

図 5-113 [ルート定義一覧]画面 

設定したルート定義情報

が正しいか確認 
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(5)  [ルート定義一覧]画面を閉じる 
[ルート定義一覧]画面にて，[閉じる]ボタンをクリック 

図 5-114 [ルート定義一覧]画面 

[閉じる]ボタンをクリック 
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5.8.5 ルート定義の編集 

ルート定義を編集する手順について説明します。 

(1) 編集するルート定義を選択 
1. 編集対象のルート定義を選択し，[ルート編集...]ボタンをクリック 

2. 編集対象のルート定義を右クリックし，[ルート(R)]－[編集(E)...]を選択 
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図 5-115 [ルート定義一覧]画面 

編集対象のルート定義を選択し，[ルート編集...]ボタン

をクリック，または右クリックで表示されるメニューか

ら[ルート(R)]－[編集(E)...]を選択 
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(2) ルート定義情報を選択 

図 5-116 [ルート定義]画面 

 

①ルート定義

を入力 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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5.8.6 ルート定義の削除 

ルート定義を削除する手順について説明します。 

 

(1) 削除するルートを選択 
1. 削除対象のルート定義を選択し，[削除]ボタンをクリック 

2. 削除対象のルート定義を右クリックし，[ルート(R)]－[削除(D)]を選択 

 



 297

図 5-117 [ルート定義一覧]画面 

削除対象のルート定義を選択し，[削除]ボタンをクリッ

ク，または右クリックで表示されるメニューから[ルー

ト(R)]－[削除(D)...]を選択 
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5.9 表示設定 

［図面］画面上のパスの向き，確認ダイアログの表示・非表示の設定を行います。メ

イン画面のメニュー[トポロジ設計(T)] - [表示設定(S)...]を選択することにより表示さ

れます。 

図 5-118 ［表示設定］画面 

 

表 5-88 ［表示設定］の画面項目 

画面項目 説明 
表示設定項目 表示・非表示を選択します。チェックボックスにチェックす

ることで表示，チェックをはずすことで非表示の設定となり

ます。 
• 図面上にパス方向を表示する。 

［図面］画面上のパスの向きについて表示・非表示を設

定します。パス方向を表示すると，［パス］シンボル上

に親側装置から子側装置へ向かう矢印が付きます。 
表示を設定した場合の図面上のイメージを「図 5－51[図
面]画面上のパス方向を表示」に，非表示を設定した場合

の図面上のイメージを「図 5－52[図面]画面上のパス方向

を非表示」に示します。 
• 確認ダイアログを表示する。 

〔OK〕ボタン（または〔適用〕ボタン）押下時に表示さ

れる確認ダイアログついて表示・非表示を設定します。 
対象となる確認ダイアログは以下のボタン押下時に表示

される確認ダイアログです。 
・ ［VLAN 編集］画面〔OK〕ボタン 
・ ［VLAN 追加］画面〔OK〕ボタン 
・ ［VLAN 表示設定］画面〔OK〕ボタン 
・ ［装置情報定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［装置情報定義］画面〔適用〕ボタン 
・ ［物理ポート定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［物理ポート削除］画面〔OK〕ボタン 
・ ［チャネルグループの物理ポート設定］画面〔OK〕

ボタン 
・ ［物理ポート→チャネルグループへの変更設定］画面

〔OK〕ボタン 
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・ ［L3 中継 VLAN 定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［装置 VLAN 定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［コンフィグレーション］画面〔コピー＆同期〕ボタ

ン 
・ ［コンフィグレーション］画面〔反映...〕ボタン 
・ ［フロー検出条件設定］画面〔OK〕ボタン 
・ ［シーケンス番号再設定］画面〔OK〕ボタン 
・ ［インタフェース設定］画面〔OK〕ボタン 
・ ［ルート定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［パス定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［パス定義］画面〔適用〕ボタン 
・ ［トランクポート VLAN 定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［アクセスポート VLAN 定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［アクセスパス群定義］画面〔OK〕ボタン 
・ ［アクセスパス群定義］画面〔適用〕ボタン 

表 5-89 ［表示設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 設定された内容で表示設定の変更を行います。［表示設定］

画面を閉じます。 
〔キャンセル〕ボタン ［表示設定］画面を閉じます。 

図 5-119 [図面]画面上のパス方向を表示 

 

図 5-120 [図面]画面上のパス方向を非表示 
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5.10 印刷方法 

5.10.1 プリンタのインストール 

AX-Config-Master-View から印刷に関連した作業（ページ設定や図面の印刷など）を実

行した際にプリンタがインストールされていない場合，プリンタをインストールする

かどうか，確認を行います。 

図 5-121 ［プリンタインストール］画面 

 

〔はい〕ボタンをクリックした場合，［プリンタの追加ウィザードの開始］画面に進

みます。〔いいえ〕ボタンをクリックした場合，呼び出し元画面に戻ります。 

図 5-122 ［プリンタの追加ウィザードの開始］画面 

 

続行する場合は，〔次へ〕ボタンをクリックしてください。その後はウィザードに従

ってプリンタをインストールしてください。 

中止する場合は，〔キャンセル〕ボタンをクリックすると［プリンタの追加ウィザー

ドの開始］画面を中断し，呼び出し元画面に戻ります。 



 301

5.10.2 ページ設定 

対象となる［図面］画面をアクティブにして［ファイル］ - ［ページ設定］コマンド

を選択します。［ページの設定］画面が表示されます。 

図 5-123 ［ページ設定］画面 

 

表 5-90 ［ページ設定］の画面項目 

画面項目 説明 
用紙/サイズ サイズ(Z)で用紙サイズを指定します。 

給紙方法(S)で用紙の給紙方法を指定します。 
印刷の向き 縦(O)または横(A)を指定します。 
余白（ミリ） 左(L)，右(R)，上(T)，下(B)に余白を指定します。 

表 5-91 ［ページ設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 設定項目を反映して［ページ設定］画面を閉じます。 
〔キャンセル〕ボタン ［ページ設定］画面変更は取り消されます。 
〔プリンタの設定〕ボ

タン 
「［ページ設定］画面」の画面を表示します。「(1) プリン

タの設定」を参照してください。 
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(1) プリンタの設定 

［ページの設定］画面の〔プリンタの設定〕ボタンをクリックした場合に表示され，

プリンタの選択や各種の設定ができます。プリンタ設定を行う画面を次の図に示しま

す。 

図 5-124 ［ページ設定］画面 

 



 303

5.10.3 印刷プレビュー 

ページ全体の印刷イメージを確認できます。 

(1) 印刷プレビュー画面の表示 

対象［図面］画面をアクティブにして［ファイル］ - ［印刷プレビュー］コマンドを

選択すると，現在のプリンタ設定内容に応じた印刷イメージを表示します。 

注 この画面では図面を編集することはできません。 

(2) 表示操作 

拡大/縮小:ページの表示を拡大，縮小することができます。 

図 5-125 ［印刷プレビュー］画面 

 

(3) 印刷 

この画面から印刷することができます。「5.10.4 印刷する」を参照してください。 

5.10.4 印刷する 

［図面］画面は印刷することができます。 
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1. 次のどちらかの操作で，［印刷］画面を表示します。 

対象図面をアクティブにして，［ファイル］ - ［印刷］コマンドを選択する 

〔印刷〕ボタン  をクリック 

2. それぞれの項目を設定して〔OK〕ボタンをクリックすると印刷を実行します。 

また，〔キャンセル〕ボタンをクリックすると印刷を取り消します。 

図 5-126 ［印刷］画面 
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5.11 サーバマネージャ 

5.11.1 サーバマネージャの起動/停止 

(1) 起動 

Windows の［スタート］メニューの［すべてのプログラム］-［Open Autonomic 

Networking］-［AX-Config-Master-Manager］フォルダまたは［AX-Config-Master-View］

フォルダの，［サーバマネージャ］を選択すると起動します。なお，インストール時

にプログラムフォルダ名をデフォルトから変更した場合には，上記［Open Autonomic 

Networking］-［AX-Config-Master-Manager］または［AX-Config-Master-View］の部分

を変更したプログラムフォルダ名で読み替えてください。 

起動するとプロパティシート形式の［サーバマネージャ］の画面を表示します。プロ

パティシートは次の３つのページがあります。ただし，(b) ユーザ一覧はデータベー

スが登録されている場合のみ表示されます。 

図 5-127 ［サーバマネージャ］画面（データベース登録前） 
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図 5-128 ［サーバマネージャ］画面（データベース登録後） 

 

(a) データベース一覧 

データベースの登録，変更，削除を行います。 

(b) ユーザ一覧 

ユーザの登録，変更，削除を行います。AX-Config-Master-Manager のみで利用します。 

(c) バージョン情報 

サーバマネージャのバージョン情報が表示されます。 

(2) 停止 

サーバマネージャのプロパティシートで，〔閉じる〕ボタンをクリックするとサーバ

マネージャは停止します。 
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5.11.2 データベース操作 

AX-Config-Master で使用するデータベースを操作します。データベース操作の内，登

録，変更，削除，移行を行う前には次のサービスを停止します。 

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス) 

NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス) 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧から

上記サービスを停止してください。 

データベースの登録，変更，削除，移行が終了した後，コントロールパネルから［管

理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧から上記手順で停止したサービス

を再起動してください。 

(1) データベース一覧 

データベースの登録，変更，削除，移行を行います。下図で［ユーザ一覧］は

AX-Config-Master-Manager でのみ利用可能です。 

図 5-129 ［データベース一覧］画面 

 

表 5-92 ［データベース一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
データベース一覧 登録されているデータベースを表示します。 

リストのアイテムをダブルクリックすると，［データベ

ース変更］画面が開きます。 
リストの各カラムボタンをクリックすると，その列の文

字列の順にソートされます。 
〔 新の情報に更新〕ボタンをクリックすると，リスト
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の情報が 新のものに更新されます。 

表 5-93 ［データベース一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加〕ボタン このボタンをクリックするとデータベース追加ウィザー

ドを開き，新規データベースの登録を行います。データ

ベース追加ウィザードについては，「(2) データベース

登録」を参照してください。データベースの登録は，デ

ータベース一覧にデータベースが登録されていない場合

に行うことができます。 
〔変更〕ボタン データベース一覧のアイテムを選択してこのボタンをク

リックすると［データベース変更］画面が開きます。［デ

ータベース変更］画面にはデータベース一覧で選択され

たデータベースの定義情報が表示され，情報を変更する

ことができます。ボタンはデータベース一覧でデータベ

ースが一つ選択されているときに有効です。［データベ

ース変更］画面については，「(3) データベース変更」

を参照してください。 
〔削除〕ボタン ボタンをクリックするとデータベース一覧で選択されて

いるデータベースが削除されます。「(4) データベース

の削除」を参照してください。 
〔移行〕ボタン ボタンをクリックするとデータベース一覧で選択されて

いるデータベースの形式を旧バージョンから新バージョ

ンへ移行します。「(5) データベースの移行」を参照し

てください。 

(2) データベース登録 

データベース一覧で〔追加〕ボタンをクリックすると，データベース追加ウィザード

がスタートします。データベース追加ウィザードを使用して，次の手順で新規データ

ベースを登録できます。 

なお，データベース登録を行うにあたり，SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サ

ービス)が起動している場合には，コントロールパネルの［管理ツール］-［サービス］

から停止してください。 
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(a) データベース名称の指定 

新規登録するデータベースの名称および備考を指定します。 

図 5-130 ［データベースの追加］画面 

 

表 5-94 ［データベースの追加］の画面項目 

画面項目 説明 
データベースの名称 データベースの定義名を入力します。255 文字以内の文字で

指定します。 
備考 データベースについての補足説明などを入力できます。255

バイト以内の文字で指定します。 

表 5-95 ［データベースの追加］のボタン 

ボタン名 説明 
〔次へ〕ボタン ［登録方法の選択］画面に遷移します。 

［データベースの名称］が空文字の場合にはクリックするこ

とができません。 
〔戻る〕ボタン クリックすることはできません。 
〔キャンセル〕ボタン 画面を閉じ，データベース追加ウィザードを終了します。 
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(b) 登録方法の選択 

データベースの登録方法を指定します。 

ここでは［新規作成］を選択し，〔次へ〕ボタンをクリックします。 

図 5-131 ［登録方法の選択］画面 

 

表 5-96 ［登録方法の選択］の画面項目 

画面項目 説明 
データベースの登録方法 次の選択肢が表示されます。 

この画面では必ず［新規作成］を選択してください。 
• ［新規作成］ 

SQL Server データベースを新たに作成して本システム

に登録します。 

表 5-97 ［登録方法の選択］のボタン 

ボタン名 説明 
〔次へ〕ボタン ［SQLServer の設定］画面に遷移します。 
〔戻る〕ボタン ［データベースの追加］画面に遷移します。 
〔キャンセル〕ボタン 画面を閉じ，データベース追加ウィザードを終了します。
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(c) データベースの新規作成 

データベースの新規作成に必要な情報を設定します。 

図 5-132 ［SQLServer の設定］画面 

 

表 5-98 ［SQLServer の設定］の画面項目 

画面項目 説明 
SQLServer サーバ名 MSDE 2000 または SQLServer のサーバ名を指定しま

す。127.0.0.1 固定です。 
データベースデバイスのパ

ス 
データベースデバイスを生成する場所のパスを指定し

ます。パスは MSDE 2000 または SQLServer がインスト

ールされている環境のパスを指定します。デフォルト値

は，MSDE 2000 または SQLServer ローカルサーバがあ

る場合，MSDE 2000 または SQLServer インストール先

ディレクトリ¥インスタンス名¥Data が表示されます(例
…C:¥Program Files¥Microsoft SQL 
Server¥MSSQL¥Data)。ローカルサーバがない場合には

空となります。 
SQLServer データベース名 MSDE 2000 または SQLServer に作成するデータベース

の名称を指定します。デフォルト値は WFMDB です。

ここでの指定値は，AX-Config-Master-Manager の定義フ

ァイル manager.properties の定義 DB_URL の

databaseName と合わせてください。 
DB_URL=jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;

databaseName=WFMDB 

管理者 ID MSDE 2000 または SQLServer に DB 登録するための管

理者 ID を入力します。デフォルト値は sa です。 
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管理者パスワード 管理者 IDで指定したMSDE 2000または SQLServer管理

者のパスワードを入力します。デフォルト値は空です。

表 5-99 ［SQLServer の設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔次へ〕ボタン ［設定の確認］画面に遷移します。 
〔戻る〕ボタン ［登録方法の選択］画面に遷移します。 
〔キャンセル〕ボタン 画面を閉じ，データベース追加ウィザードを終了しま

す。 

(d) 内容確認 

指定内容の確認のために，データベース追加ウィザードでの指定値が表示されます。

内容が正しければ〔完了〕ボタンをクリックしてデータベースを追加します。内容が

正しくない場合，〔戻る〕ボタンをクリックして前画面へ戻って内容を指定し直すか，

〔キャンセル〕ボタンをクリックしてデータベース追加ウィザードを終了します。 

図 5-133 ［設定の確認］画面 

 

 

表 5-100 ［設定の確認］の画面項目 

画面項目 説明 
設定内容 データベース追加ウィザードでの指定値が表示されます。 
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表 5-101 ［設定の確認］のボタン 

ボタン名 説明 
〔完了〕ボタン 「データベース追加中」画面に遷移します。 
〔戻る〕ボタン 「SQLServer の設定」画面に戻ります。 
〔ｷｬﾝｾﾙ〕ボタ

ン 
画面を閉じ，データベース追加ウィザードを終了します。 

(e) データベース追加中の表示 

データベースが追加中であることを知らせます。データベースの追加が完了するとデ

ータベース一覧に戻り，追加したデータベースが一覧に表示されます。また，

AX-Config-Master-Manager の場合，［データベース一覧］の隣に［ユーザ一覧］タブ

が追加され，ユーザ設定の操作が可能になります。 

図 5-134 ［データベース追加中］画面 
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(3) データベース変更 

データベース一覧でデータベースを選択し〔変更〕ボタンをクリックすると，［デー

タベース設定］画面が表示されます。この画面は，すでに登録したデータベースの情

報を変更することができます。 

変更可能な情報は次の情報であり，その他の情報を変更したい場合はデータベースを

削除して再登録する必要があります。 

データベースの名称 

備考 

図 5-135 ［データベースの設定］画面 

 

表 5-102 ［データベースの設定］の画面項目 

画面項目 説明 
データベースの名称 データベースの定義名を変更するとき指定します。 
SQLServer サーバ名 データベースの作成先となる SQLServer のサーバ名が表示

されます。この項目は表示されるだけで変更できません。 
SQLServer データベー

ス名 
データベースに対応した SQL データベース名を表示しま

す。この項目は表示されるだけで変更できません。 
備考 データベースに関する補足情報の変更を指定します。 

表 5-103 ［データベースの設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔OK〕ボタン 〔OK〕ボタンをクリックすると画面が閉じ，変更は有効と

なります。 
〔キャンセル〕ボタン 〔キャンセル〕ボタンをクリックすると画面が閉じ，変更は

取り消されます。 
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(4) データベースの削除 

データベース一覧でデータベースを選択し〔削除〕ボタンをクリックすると，データ

ベースを削除します。データベース一覧からデータベースを削除するとき，サーバマ

ネージャはデータベース作成時に使用した SQLServer 管理者のアカウントを使用して

削除します。この時 SQLServer 管理者のユーザ ID やパスワードが変更されていたため

にログインできないような場合は，［SQLServer 管理者アカウントの入力］画面が開

きます。 

図 5-136 ［データベース削除］画面 

 

図 5-137 ［SQLServer 管理者アカウントの入力］画面 

 

図 5-138 ［データベース削除中］画面 
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図 5-139 ［データベース削除完了］画面 

 

表 5-104［データベース削除］のボタン 

ボタン名 説明 
〔はい〕ボタン ［データベース削除中］画面，［データベース削除完了］画

面表示後，〔OK〕ボタンをクリックすると，［データベー

ス一覧］画面に戻ります。 
〔キャンセル〕ボタン 削除処理を中止して［データベース一覧］画面に戻ります。

(5) データベースの移行 

データベース一覧でデータベースを選択し〔移行〕ボタンをクリックすると，旧バー

ジョン（2.1 以前）の形式のデータベースを新バージョン（3.0 以降）の形式へ移行し

ます。本操作はデータベース一覧に表示されたデータベースのバージョンが”02.00.00”

以前の場合にのみ実行可能です。 

 



 317

5.11.3 ユーザ設定 

(1) ユーザ一覧 

ユーザ一覧はユーザの追加，変更，削除を行います。ユーザ一覧は

AX-Config-Master-Manager からのみ利用します。 

ユーザ操作を行う前には次のサービスを停止します。 

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス) 

NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス) 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧から

上記サービスを停止してください。 

ユーザ操作が終了した後，必要に応じてデータベースのバックアップを取得してくだ

さい。ユーザ操作の結果変更されたユーザ情報はデータベースに格納されているため，

データベースのリストアを実施するとバックアップ時点のユーザ登録状況に戻ります。

その後，コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの

一覧から上記手順で停止したサービスを再起動してください。 

図 5-140 ［ユーザ一覧］画面 

 

表 5-105 ［ユーザ一覧］の画面項目 

画面項目 説明 
ユーザ一覧 登録済みのユーザが表示されます。 
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表 5-106 ［ユーザ一覧］のボタン 

ボタン名 説明 
〔追加〕ボタン ユーザを追加します。［ユーザ設定］画面が表示されます。［ユ

ーザ設定］画面については，「(2) ユーザ設定」を参照してく

ださい。 
〔変更〕ボタン 選択しているユーザ情報の更新を行います。［ユーザ設定］画

面にはユーザ一覧で選択しているユーザの情報が表示されま

す。〔変更〕ボタンはユーザ一覧で情報を一つ選択している場

合に有効となります。［ユーザ設定］画面については，「(2) ユ

ーザ設定」を参照してください。 
〔削除〕ボタン 選択しているユーザ情報の削除を行います。〔削除〕ボタンは

ユーザ一覧で情報を一つ以上選択している場合に有効となりま

す。 
〔 新の情報に更

新〕ボタン 
ボタンをクリックするとユーザ一覧が 新の状態に更新されま

す。リストが更新されても一覧の選択は残ります。 

(2) ユーザ設定 

ユーザ情報の追加，または変更を行います。 

この画面は［ユーザ一覧］画面で〔追加〕・〔変更〕ボタンが押された際に開かれま

す。 

図 5-141 ［ユーザ設定］画面 

 

表 5-107 ［ユーザ設定］の画面項目 

画面項目 説明 
ユーザＩＤ ユーザを一意に識別するためのユーザ ID を指定します。 
パスワード ユーザのパスワードを指定します。 
パスワード確認入力 パスワードの確認入力を行います。 

表 5-108 ［ユーザ設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔ＯＫ〕ボタン 設定を反映して画面を閉じます。 
〔キャンセル〕ボタン 設定を反映しないで画面を閉じます。 
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5.11.4 バージョン情報の表示 

サーバマネージャのバージョン情報が表示されます。 

図 5-142 ［バージョン情報］画面 

 

表 5-109 ［バージョン情報］のボタン 

ボタン名 説明 
〔閉じる〕ボタン 画面を閉じます。 
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5.12 データの移行とバックアップ 

本システムのデータベースを，ファイルへバックアップします。また，このバックア

ップファイルを本システムのデータベースにリストアします。 

バックアップ／リストア機能には次のインタフェースがあります。 

バックアップ／リストア機能ＧＵＩ版 

バックアップ機能コマンド版 

リストア機能コマンド版 

バックアップ／リストア機能のインタフェースは AX-Config-Master-Manager をインス

トールしたマシンで利用します。 

バックアップは，AX-Config-Master をインストールした後，下記のタイミングで実施

することを推奨します。なお，バックアップを行なうためには AX-Config-Master を停

止する必要があるため，運用に合わせて適宜実施してください。 

サーバマネージャから，ユーザ登録を行なったとき 

AX-Config-Master の図面画面上で，事前設計が完了したとき 

AX-Config-Master により装置が検出された後，検出された装置に対して「反映」また

は「コピー＆同期」操作を行ない，図面画面上のすべての AXCM 対応装置が稼働中

状態（状態色：緑）に遷移したとき 

リストアを行うと，「ユーザ ID」と「パスワード」はデータベースをバックアップし

た時点でのものに戻ります。必ずバックアップ時には「ユーザ ID」と「パスワード」

を控えるようにしてください。また，リストアを行うと，AX-Config-Master の DB 内

の情報と，AX-Config-Master が保持する装置のコンフィグレーションファイルは，す

べて，データベースをバックアップした時点でのものに戻りますので，下記の点に注

意してください。 

コンフィグ同期モードが「マネージャ優先」の装置は，AX-Config-Master と装置を接

続し，装置が検出された際，装置のコンフィグレーションは，データベースをバッ

クアップした時点のものに上書きされます。なお，装置検出後は，必要に応じて「コ

ピー＆同期」操作を行なってください。 

コンフィグ同期モードが「装置優先」の装置は，AX-Config-Master と装置を接続し，

装置が検出された際に，装置のコンフィグレーションは変更されないため，

AX-Config-Master の管理情報と，装置のコンフィグレーションが不一致となる可能

性があります。コンフィグ同期モードが「装置優先」の装置は，必ず，装置検出後

に「コピー＆同期」操作を行なってください（「コピー＆同期」操作により，リス

トアした AX-Config-Master のデータベース上の情報に，装置のコンフィグレーショ

ンの内容が上書き反映されます。） 
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データベースをバックアップした時点の装置の構成（トポロジ）や，装置のコンフィ

グレーションの情報と，データベースをリストアしたときの装置の構成（トポロジ）

や，装置のコンフィグレーションの情報が不一致であることが原因で，装置を

AX-Config-Masterに接続した際，装置が正常に検出されない場合があります。この

場合は「7.1 トラブル発生時の対応 (10) バックアップ／リストア」項目番号 2 を参

照して，復旧を行なってください。 

5.12.1 バックアップ／リストア機能ＧＵＩ版 

(1) 操作の流れ 

データベースのバックアップ／リストアの操作の流れを次の図に示します。 
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図 5-143 操作の流れ 

 

［バックアップデータベース選択］画面 

［バックアップ内容確認］画面 

［処理選択］画面 

［バックアップディレクトリ選択］画面 

バックアップ実行 リストア実行 

［ＳＱＬServer管理者情報］画面

［リストアファイル選択］画面 

［バックアップ中］画面 

［リストアデータベース選択］画面 

［リストア中］画面 

［新規データベース設定］画面 

［バックアップ完了］画面 ［リストア完了］画面 
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(2) 起動 

Windows の［スタート］メニューの［すべてのプログラム］-［Open Autonomic 

Networking］-［AX-Config-Master-Manager］フォルダの［バックアップ／リストア］

を選択すると起動します。 

(3) 処理選択画面 

バックアップ処理を実行するか，リストア処理を実行するかを選択します。バックア

ップ処理を実行する場合は，「(a) バックアップ処理実行」に進んでください。リス

トア処理を実行する場合は，「(b) リストア処理実行」へ進んでください。 

図 5-144 ［処理選択］画面 

 

(a) バックアップ処理実行 

データベースのバックアップを行います。 

1. AX-Config-Master-View の終了 

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされており，バックアップを実行する前に AX-Config-Master-View が起動して

いる場合には終了します。 

2. サービスの停止 

バックアップを実行する前に，次のサービスを停止します。 

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス) 

NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス) 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から上記サービスを停止してください。NFMServer サービスは，
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AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされている場合に停止してください。 

3. コンフィグレーションファイルのバックアップ 

AX-Config-Master-Manager が保持しているコンフィグレーションファイルをバッ

クアップします。コンフィグレーションファイルは次のディレクトリに格納され

ています。 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-files 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

このコンフィグレーションファイル格納ディレクトリ内に存在するファイルのす

べてを，エクスプローラで任意のディレクトリにコピーしてバックアップとして

ください。なお，AX-Config-Master のバージョンが 3.0 以降の場合には，自動で

コンフィグレーションファイルのバックアップファイル(*.cfgbf)を取得します。 

4. バックアップするデータベースの指定 

バックアップするデータベースを指定します。 

登録されているデータベースの一覧からバックアップするデータベースを確認し

て，〔次へ〕ボタンをクリックします。 

図 5-145 ［バックアップデータベース選択］画面 
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5. バックアップディレクトリの選択 

バックアップファイルを出力するディレクトリを指定します。 

手入力，または〔参照〕ボタンをクリックして表示されるディレクトリツリーか

ら指定します。 

ディレクトリはフルパスで指定します。 

UNC パス(\\コンピュータ名\共有名\)を使用したパスは指定できません。また，

ネットワークドライブ上のパスを指定しないでください。一度ローカルドライブ

のパスにバックアップファイル（*.nidbs，*.cfgbf）を保存した後，ネットワーク

ドライブ上にコピーまたは移動してください。 

図 5-146 ［バックアップディレクトリ選択］画面 
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6. バックアップ内容の確認 

指定した内容を確認します。 

内容を確認し〔完了〕ボタンをクリックするとバックアップ処理が開始されます。 

図 5-147 ［バックアップ内容確認］画面 

 

7. バックアップ中の表示 

バックアップ中であることが表示されます。 

図 5-148 ［バックアップ中］画面 

 

8. バックアップの完了 

〔OK〕ボタンをクリックすると，バックアップが完了します。 

図 5-149 ［バックアップ完了］画面 

 

9. 停止したサービスの再起動 

「1．サービスの停止」で停止したサービスを再起動します。 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から該当サービスを起動してください。 
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(b) リストア処理実行 

データベースのリストアを行います。 

1. AX-Config-Master-View の終了 

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされており，リストアを実行する前に AX-Config-Master-View が起動している

場合には終了します。 

2. サービスの停止 

リストアを実行する前に，次のサービスを停止します。 

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス) 

NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス) 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から上記サービスを停止してください。NFMServer サービスは，

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされている場合に停止してください。 

3. リストアファイルの選択 

リストアするバックアップファイルのあるディレクトリを指定します。 

手入力，または〔参照〕ボタンをクリックして表示されるディレクトリツリーか

ら指定します。 

ディレクトリはフルパスで指定します。 

UNC パス(\\コンピュータ名\共有名\)を使用したパスは指定できません。また，

ネットワークドライブ上のパスを指定しないでください。一度ネットワークドラ

イブ上のバックアップファイル（*.nidbs，*.cfgbf）をローカルドライブ上のパス

にコピーまたは移動した後，そのローカルドライブ上のパスを指定してください。 

図 5-150 ［リストアファイル選択］画面 
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4. リストアデータベースの選択 

指定したディレクトリ内のバックアップファイルの一覧から，どのバックアップ

ファイルをどのデータベースにリストアするかを次の手順で指定します。 

(ⅰ)既存のデータベースにリストアする場合 

サーバマネージャで登録したデータベースがすでに存在する場合，バックア

ップファイルをそのデータベースにリストアします。［データベース一覧］

からそのデータベースを選択し，［ファイル内データベース一覧］からリス

トアしたいデータベースファイルを選択します。この状態で〔選択データベ

ースにリストア〕ボタンをクリックすると，リストアする指定となり［リス

トアデータベース一覧］に表示されます。この指定を取り消すには，取り消

すデータベースを［リストアデータベース一覧］で選択して〔削除〕ボタン

をクリックします。 

〔完了〕ボタンをクリックすると，リストアの指定をしたデータベースのリ

ストア処理を開始します。 

(ⅱ)新規にデータベースを作りリストアする場合 

データベースが登録されていない場合，新規にデータベースを作成し，その

データベースにバックアップファイルをリストアします。［ファイル内デー

タベース一覧］でリストアするデータベースファイルを選択して，〔新規デ

ータベースにリストア〕ボタンをクリックすると，リストアする指定となり

［リストアデータベース一覧］に表示されます。この時に［新規データベー

ス設定］画面が表示されますので，作成先の情報などを指定します。 

リストアする指定を取り消すには，取り消すデータベースを［リストアデー

タベース一覧］で選択して〔削除〕ボタンをクリックします。 

〔完了〕ボタンをクリックすると，リストアの指定をしたデータベースのリ

ストア処理を開始します。 
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図 5-151 ［リストアデータベース選択］画面 

 

5. SQLServer の管理者情報の設定 

SQLServer の管理者情報を指定します(SQLServer ではデータベースおよびテーブ

ルの作成に管理者権限を必要とします)。 

SQLServer 管理者アカウントのユーザ ID およびパスワードを指定します。 

図 5-152 ［SQLServer 管理者情報］画面 

 

6. 新規データベースの設定 

データベースの作成先，SQLServer の管理者ユーザ情報を指定します。 

(ⅰ)データベースの作成先の指定 

新規作成するデータベースの名称および SQLServer のホスト名，SQLServer

上でのデータベース名称を指定します。 

(ⅱ)SQLServer の管理者ユーザ情報 

SQLServer 管理者アカウントのユーザ ID およびパスワードを指定します。 
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図 5-153 ［新規データベース設定］画面 

 

7. リストア中の表示 

リストア処理中であることが表示されます。 

図 5-154 ［リストア中］画面 

 

8. リストアの完了 

〔OK〕ボタンをクリックすると，リストアが完了します。 

図 5-155 ［リストア完了］画面 

 

9. コンフィグレーションファイルのリストア 

バックアップ時に取得したコンフィグレーションファイルのバックアップを，エ

クスプローラで次のコンフィグレーション格納ディレクトリへコピーします。な

お，AX-Config-Master のバージョンが 3.0 以降の場合には，7.の際，自動でコンフ

ィグレーションファイルのリストアを実施します。 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-files 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

 

10. 停止したサービスの再起動 

「1．サービスの停止」で停止したサービスを再起動します。 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から該当サービスを起動してください。 
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5.12.2 バックアップ機能コマンド版 

(1) モジュールの所在 

バックアップ機能コマンド版(以降，バックアップコマンドと表記します)は，次の場

所にインストールされています。 

<TARGETDIR>\NIDBback.exe 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

(2) コマンドの書式 

コマンドの書式を，次に示します。 

 

 

表 5-110 バックアップコマンドのオプション 

項番 スイッチ パラメータ 説明 
1 -b バックアップ

先ディレクト

リ 

バックアップファイル（*.nidbs，*.cfgbf）
を作成するディレクトリを指定します。

省略するとカレントディレクトリに作成

されます。UNC パス(\\コンピュータ名

\共有名\)を使用したパスは指定できま

せん。また，ネットワークドライブ上の

パスを指定しないでください。一度ロー

カルドライブのパスにバックアップファ

イル（*.nidbs，*.cfgbf）を保存した後，

ネットワークドライブ上にコピーまたは

移動してください。 

(3) バックアップ手順 

データベースのバックアップを行います。 

1. AX-Config-Master-View の終了 

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされており，バックアップを実行する前に AX-Config-Master-View が起動して

いる場合には終了します。 

2. サービスの停止 

バックアップを実行する前に，次のサービスを停止します。 

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス) 

NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス) 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から上記サービスを停止してください。NFMServer サービスは，

NIDBback [-b バックアップ先ディレクトリ] 
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AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされている場合に停止してください。 

3. コンフィグレーションファイルのバックアップ 

AX-Config-Master-Manager が保持しているコンフィグレーションファイルをバッ

クアップします。コンフィグレーションファイルは次のディレクトリに格納され

ています。 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-files 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

このコンフィグレーションファイル格納ディレクトリ内に存在するファイルのす

べてを，エクスプローラで任意のディレクトリにコピーしてバックアップとして

ください。なお，AX-Config-Master のバージョンが 3.0 以降の場合には，自動で

コンフィグレーションファイルのバックアップファイル(*.cfgbf)を取得します。 

4. データベースのバックアップ 

NIDBback コマンドでデータベースのバックアップを実行します。 

5. 停止したサービスの再起動 

「1．サービスの停止」で停止したサービスを再起動します。 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から該当サービスを起動してください。 

5.12.3 リストア機能コマンド版 

(1) モジュールの所在 

リストア機能コマンド版(以降，リストアコマンドと表記します)は，次の場所にイン

ストールされています。 

<TARGETDIR>\NIDBrest.exe 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

(2) コマンドの書式 

コマンドの書式を，次に示します。 

 

 

 

NIDBrest -f バックアップファイル名 [-d データベースの名称 -s SQLServer サーバ名 

-q SQLServer データベース名] -U ユーザ ID [-P パスワード] 
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表 5-111 リストアコマンドのオプション 

項番 スイッチ パラメータ 説明 
1 -f バックアップファイ

ル名 
リストアするバックアップファイル

（*.nidbs）を指定します。ファイルパ

スに空白がある場合はダブルクォー

テーションで囲みます。バックアップ

ファイルは複数指定できません。UNC
パス(\\コンピュータ名\共有名\)を使

用したパスは指定できません。また，

ネットワークドライブ上のパスを指

定しないでください。一度ネットワー

クドライブ上のバックアップファイ

ル（*.nidbs，*.cfgbf）をローカルドラ

イブ上のパスにコピーまたは移動し

た後，そのローカルドライブ上のパス

を指定してください。 
2 -d データベースの名称 リストア先のデータベースの名称を

指定します。すでにサーバマネージャ

上にデータベースが登録されている

場合，複数のデータベースは作成でき

ません。この場合，登録済みのデータ

ベースと同一の名称で上書きリスト

アを実行することが可能です。また，

データベースが登録されてない場合 
リストア時にデータベース名称を指

定し，新規データベースを作成するこ

とができます。 
3 -s SQLServer 

サーバ名 
データベース作成先の SQLServer のサ

ーバ名称を指定します。新規データベ

ースを作成してリストアする場合の

み必要です。 
4 -q SQLServer 

データベース名 
SQLServer 上に作成するデータベース

の名称を指定します。新規データベー

スを作成してリストアする場合のみ

必要です。 
5 -U ユーザＩＤ SQLServer の管理者ユーザＩＤを指定

します。 
6 -P パスワード SQLServer の管理者ユーザのパスワー

ドを指定します。パスワードが空の場

合は不要です。 

(3) リストア手順 

データベースのリストアを行います。 

1. AX-Config-Master-View の終了 

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされており，リストアを実行する前に AX-Config-Master-View が起動している

場合には終了します。 
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2. サービスの停止 

リストアを実行する前に，次のサービスを停止します。 

SMService(AX-Config-Master-Manager 起動サービス) 

NFMServer(AX-Config-Master-View サーバ機能サービス) 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から上記サービスを停止してください。NFMServer サービスは，

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View が同一マシンにインストー

ルされている場合に停止してください。 

3. データベースのリストア 

NIDBrest コマンドでデータベースのリストアを実行します。 

4. コンフィグレーションファイルのリストア 

バックアップ時に取得したコンフィグレーションファイルのバックアップを，エ

クスプローラで次のコンフィグレーション格納ディレクトリへコピーします。な

お，AX-Config-Master のバージョンが 3.0 以降の場合には，3.の際，自動でコンフ

ィグレーションファイルのリストアを実施します。 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-files 

<TARGETDIR>…AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 

5. 停止したサービスの再起動 

「1．サービスの停止」で停止したサービスを再起動します。 

コントロールパネルから［管理ツール］-［サービス］を選択し，サービスの一覧

から該当サービスを起動してください。 
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5.13 アプリケーションランチャ 

アプリケーションランチャ機能を利用すると，AX-Config-Master-View のメニューから

任意のコマンドを呼び出すことができます。 

任意のコマンドを呼び出す際，コマンドの引数として図面上で選択した装置シンボル

のロケーション，名前（ホスト名），管理 VLAN IPv4 アドレスを与えることができま

す。 

 

この章では，アプリケーションランチャ機能について説明します。 

5.13.1 アプリケーションランチャの基本操作 

5.13.2 アプリケーションランチャの画面項目一覧 

5.13.3 アプリケーションの登録 

5.13.4 登録済みアプリケーションの編集 

5.13.5 登録済みアプリケーションの削除 

5.13.6 登録済みアプリケーションの実行 

5.13.7 アプリケーションの登録例 
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5.13.1 アプリケーションランチャの基本操作 

AX-Config-Master にて，アプリケーションランチャの設定(登録)，並びに登録したアプリケーションの実行を行う際の基本的な操作の流

れについて説明します。 
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[アプリケーション起動設定]画面 

[メイン]画面 

[アプリケーション登録]画面 

①メニューバーの［トポロジ設

計…］－［アプリケーション］

－［設定…］をクリック 

②〔登録〕ボタンをクリック 

③各入力項目に必

要な入力を行い，

〔OK〕ボタンをク

リック 

①アプリケーションを登録する。 ②登録したアプリケーション（この例では Ping）を実行する。

[メイン]画面

②メニューバーの［トポロジ設計

…］－［アプリケーション］－［登

録したアプリケーション（この例

では Ping 実行）］をクリック 

①シンボルを選択する。

③登録したアプリケーションが実

行される。（この例では”center1f”
に対する ping コマンドの実行） 
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5.13.2 アプリケーションランチャの画面項目一覧 

アプリケーションランチャで使用するアプリケーションの管理・設定を行う画面につ

いて説明します。アプリケーションの管理・設定を行う画面は，以下の 2 種類があり

ます。 

1. アプリケーション起動設定画面 

2. アプリケーション登録画面 

(1) アプリケーション起動設定画面 
本画面では，登録されているアプリケーションを一覧表示します。 

図 5-156 [アプリケーション起動設定]画面 

 

表 5-112 ［アプリケーション起動設定］の画面項目 

画面項目 説明 
登録アプリケーシ

ョン一覧 
登録済みのアプリケーションが表示されます。 

表 5-113 ［アプリケーション起動設定］のボタン 

ボタン名 説明 
〔登録〕ボタン アプリケーションを登録します。［アプリケーション登

録］画面が表示されます。［アプリケーション登録］画

面については，「(2)  アプリケーション登録」を参照

してください。尚，登録できるアプリケーションは 10
件までです。 

〔編集〕ボタン 選択しているアプリケーションの更新を行います。［ア

プリケーション登録］画面にはアプリケーション起動設

定で選択しているアプリケーションの情報が表示され

ます。〔編集〕ボタンは登録アプリケーション一覧で情

報を一つ選択している場合に有効となります。［アプリ

ケーション登録］画面については，「(2)  アプリケー

ション登録」を参照してください。 
〔削除〕ボタン 選択しているアプリケーション情報の削除を行いま
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す。〔削除〕ボタンは登録アプリケーション一覧で情報

を一つ選択している場合に有効となります。 
〔閉じる〕ボタン 画面を閉じ，登録アプリケーションに表示されているア

プリケーション情報を保存します。 

 

(2) アプリケーション登録画面 

本画面では，アプリケーションランチャとして使用するアプリケーションの登録並び

に登録されているアプリケーションの情報を変更することができます。 

図 5-157 [アプリケーション登録]画面 

 

表 5-114 ［アプリケーション登録］の画面項目 

画面項目 説明 
メニューキャプ

ション 
アプリケーションを起動するメニュー項目のキャプション

を指定します。32 文字まで(※1)入力することができます。

ここで入力したメニューキャプションは，[メイン]画面のメ

ニューバーの[トポロジ設計]－[アプリケーション]の配下に

表示されます。なお，入力を省略することはできません。

また，登録アプリケーションを識別する文字列としても利

用するため，登録アプリケーション間で重複することはで

きません。 
 
文字&(半角文字のアンパサンド)を入れることでショート

カットキーを設定することも可能です。文字&の次の文字が

ショートカットキーになります。 
 例：&ping → メニュー表示 ping 
        ショートカットキー[P] 
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なお，文字&によるショートカットキー指定は 1 回目が有効

になり，2 回目以降は無視されます。 
文字&(半角文字のアンパサンド)自体をメニューへ表示し

たい場合には，&&というように&文字を 2 個続けて入力し

てください。 
コマンドライン

文字列 
起動するアプリケーションのコマンドライン文字列を指定

します。1024 文字まで(※1)入力することができます。入力

を省略することはできません。直接コマンドライン文字列

全体を入力するか，または〔参照〕ボタンでアプリケーシ

ョンの実行ファイルを選択して入力し，必要な場合には引

数を追加します。アプリケーションの実行ファイルの名前

(フルパス)および引数に空白文字が含まれる場合，アプリケ

ーションの実行ファイルの名前および引数をダブルクォー

ト文字で囲んでください。 
コマンドライン文字列に引数として次のキーワードを指定

することで，アプリケーション実行時に AX-Config-Master
で管理している情報に置き換えて(※2)アプリケーションを

実行することができます。 
<LOCATION_NAME>： 

[装置情報定義]画面の[ロケーション]で指定された値に

置き換えます。 
<HOSTNAME>： 

[装置情報定義]画面の[名前]で指定された値に置き換え

ます。 
<MNGVLAN_IPV4ADDR>： 

[装置情報定義]画面の[管理 VLANIPv4 アドレス]で指定

された値に置き換えます。 
作業ディレクト

リ 
アプリケーション起動時の作業ディレクトリを指定しま

す。260 文字まで(※1)入力することができます。入力を省略

することができます。入力を省略した場合には

AX-Config-Master-View と同じ作業ディレクトリが作業ディ

レクトリとして使用されます。作業ディレクトリは，空白

を含む場合でもダブルクォート文字で囲む必要はありませ

ん。ダブルクォート文字で囲んだ場合，アプリケーション

起動時，エラーが発生します。 

注※1 すべて半角文字で入力した場合 

注※2 AX-Config-Master に該当するキーワードの情報が登録されていない場合には，

空文字で置き換えが行われます。そのため，空文字で置き換えが行われる可能性のあ

るキーワードはダブルクォート文字で囲んでください。 

 例：”<HOSTNAME>” 

 

表 5-115 ［アプリケーション登録］のボタン 

ボタン名 説明 
コマンドライン文字

列/〔参照〕ボタン 
［ファイルの参照］画面が表示されます。 
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作業ディレクトリ/
〔参照〕ボタン 

［フォルダの参照］画面が表示されます。 

〔OK〕ボタン 入力されている内容でアプリケーションを登録します。

〔キャンセル〕ボタ

ン 
入力されている内容を破棄して［アプリケーション起動

設定］画面に戻ります。 

 

5.13.3 アプリケーションの登録 

アプリケーションを登録する手順について説明します。 

[前提条件] 

 アプリケーションランチャに登録して，起動することのできるアプリケーショ

ンはコマンドライン文字列を指定して起動可能な Win32 アプリケーションです。

これ以外のアプリケーションは動作保証対象外となります。 

(1) アプリケーション起動設定画面の表示 
 [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[アプリケーション] －[設

定]をクリック 

図 5-158 [メイン]画面 

[トポロジ設計]－[アプリケーシ

ョン] －[設定]をクリック 
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(2) アプリケーション登録画面の表示 
 [アプリケーション起動設定]画面にて，〔登録〕ボタンをクリック 

図 5-159 [アプリケーション起動設定]画面 

〔登録〕ボタンをクリック 

 

(3) 登録するアプリケーションの情報を入力 
 [アプリケーション登録]画面にて，登録するアプリケーションの情報を入力し

て，〔OK〕ボタンをクリック 

図 5-160 [アプリケーション登録]画面 

 

①登録するア

プリケーシ

ョンの情報

を 入 力 す

る。 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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5.13.4 登録済みアプリケーションの編集 

既に登録済みのアプリケーションを編集する手順について説明します。 

[前提条件] 

 アプリケーションランチャに登録して，起動することのできるアプリケーショ

ンはコマンドライン文字列を指定して起動可能な Win32 アプリケーションです。

それ以外のアプリケーションは動作保障対象外となります。 

 

(1) アプリケーション起動設定画面の表示 
 [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[アプリケーション] －[設

定]をクリック 

図 5-161 [メイン]画面 

[トポロジ設計]－[アプリケーシ

ョン] －[設定]をクリック 
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(2) アプリケーション登録画面の表示 
 [アプリケーション起動設定]画面にて，編集を行う登録アプリケーションを選

択して，〔編集〕ボタンをクリック 

図 5-162 [アプリケーション起動設定]画面 

②〔編集〕ボタンをクリック 

①編集する対象を選択 

 

(3) アプリケーションの情報を入力 
 [アプリケーション登録]画面にて，アプリケーションの情報を編集して，〔OK〕

ボタンをクリック 

図 5-163 [アプリケーション登録]画面 
 

①アプリケー

ションの情

報を編集す

る。 

②〔OK〕ボタンをクリック 
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5.13.5 登録済みアプリケーションの削除 

既に登録済みのアプリケーションを削除する手順について説明します。 

(1) アプリケーション起動設定画面の表示 
 [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[アプリケーション] －[設

定]をクリック 

図 5-164 [メイン]画面 

[トポロジ設計]－[アプリケーシ

ョン] －[設定]をクリック 
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(2) アプリケーションの削除 
 [アプリケーション起動設定]画面にて，削除を行う登録アプリケーションを選

択して，〔削除〕ボタンをクリック 

図 5-165 [アプリケーション起動設定]画面 

②〔削除〕ボタンをクリック 

①削除する対象を選択 

 

 

5.13.6 登録済みアプリケーションの実行 

登録済みのアプリケーションを実行する手順について説明します。 

ここでは例として，アプリケーションに ping コマンドを登録し，アプリケーション

（ping コマンド）実行する手順を説明します。 

登録済みアプリケーションの内容例） 

メニューキャプション：&Ping 実行 

コマンドライン文字列：C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe /C 

"C:¥WINDOWS¥system32¥ping.exe <MNGVLAN_IPV4ADDR> && pause" 

作業ディレクトリ：未入力（入力省略） 

[前提条件] 

 アプリケーションランチャに登録した，アプリケーションはシンボルを１つ選

択している状態で実行します。選択してアプリケーションを実行できるシンボ

ルは，AX-Config-Master-Manager に登録済みのサーバシンボル，装置シンボル，

PC 群シンボルです。AX-Config-Master-Manager に未登録のサーバシンボル，

装置シンボル，PC 群シンボルやパスシンボル，アクセスパス群シンボルを選択

している場合には，アプリケーションを実行したときにエラーとなります。ま
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た，シンボルが選択されていない状態や，複数のシンボルが選択されている状

態でも同様にアプリケーションを実行したときにエラーとなります。 

 

(1) シンボルの選択 
 [メイン]画面上の[図面]画面からシンボルを１つ選択。 

図 5-166 [メイン]画面 

シンボルを選択 

 

(2) 登録済みのアプリケーション（Ping 実行）を実行 
 [メイン]画面のメニューバーから，[トポロジ設計]－[アプリケーション] －

[Ping 実行]をクリックすると，アプリケーション（Ping 実行）が実行されます。

実行されたアプリケーションの終了はAX-Config-Master-Viewでは行いません。

実行されたアプリケーションの終了操作を行ってアプリケーションを終了さ

せてください。 
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図 5-167 [メイン]画面 

[トポロジ設計]－[アプリケーシ

ョン] －[Ping 実行]をクリック

 
図 5-168 [アプリケーション（Ping 実行）の実行結果]画面 
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5.13.7 アプリケーションの登録例 

［アプリケーション登録］画面の［コマンドライン文字列］の登録例をアプリケーシ

ョンの実行ファイル形式毎に示します。ファイル名，引数情報はご利用のアプリケー

ションに合わせて読み替えてください。 

・Win32 実行形式ファイル(*.exe)の場合 

"C:¥WINDOWS¥System32¥telnet.exe" <MNGVLAN_IPV4ADDR> 

・バッチファイル(*.bat，*.cmd)の場合 

"C:¥Program Files¥Tools¥SoftwareUpdate.bat" "<LOCATION_NAME>" 

"C:¥Program Files¥Tools¥SoftwareDownload.cmd" "<LOCATION_NAME>" 

・スクリプトファイルの場合 

スクリプトファイルを指定する場合，一般的には以下の形式になります。 

"スクリプトエンジン実行ファイル名" "スクリプトファイル名" 

例：VBScript(Windows Scripting Host)の場合 

"C:¥WINDOWS¥System32¥cscript.exe" 

"C:¥Program Files¥Tools¥ListNodes.vbs" 

スクリプトエンジン実行ファイルのコマンドライン仕様につきましては，ご利用

のスクリプトエンジンのマニュアルを参照ください。 
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6. 装置と接続する 

この章では，装置と AX-Config-Master-Manager との接続方法について説明します。 

6.1 装置の起動/停止方法 

6.2 AX-Config-Masterとの接続確認 
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6.1 装置の起動/停止方法 

装置と AX-Config-Master を接続するには，まず装置を起動しログインします。 

装置にログイン後，AX-Config-Master の直下に隣接する装置は，Core 装置の設定を行

ないます。また，AXCM 未対応装置の直下に隣接する装置の場合も Core 装置の設定

を行ないます。 

Core 装置の設定を行うには CLI から次のコマンドを入力します。 

Core 装置の場合 
# configure 

(config)# interface range gigabitethernet 0/1-24 

(config-if-range)# lldp enable 

!(config-if-range)# top 

!(config)# lldp run 

!(config)# netconf 

!(config-netconf)# top 

!(config)# interface vlan 1000 

!(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 

!(config-if)# top 

!(config)# auto-config 

!(config-auto-cf)# manager 192.168.0.1 vlan 1000 

!(config-auto-cf)# top 

!(config)# interface gigabitethernet 0/5 

!(config-if)# switchport mode access 

!(config-if)# switchport access vlan 1000 

!(config-if)# top 

!(config)# snmp-server location “Core” 
!(config)# save 

Core 装置の配下の装置は，Edge 装置の設定を行います。 

Edge 装置の場合 
# configure  

(config)# interface range gigabitethernet 0/1-24 

(config-if-range)# lldp enable 

!(config-if-range)# top 

!(config)# lldp run 

!(config)# netconf 

!(config-netconf)# top 

!(config)# auto-config 

!(config-auto-cf)# top 

!(config)# snmp-server location “Edge” 
!(config)# save 

注※ lldp enable コマンドは全ポートに必要です。全ポートに対して実行してくださ

い。また AX-Config-Master との接続のため，interface にメディアタイプなどを設定し

た場合，save を行い，StartupConfig にも反映するようにしてください。AX-Config-Master
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において装置のコンフィグ同期モードを装置優先で利用する場合には，装置に対し，

必ず snmp-server location コマンドで装置のロケーション名を設定してください。

snmp-server location コマンドで指定する装置のロケーション名は，

AX-Config-Master-View の［装置情報定義］画面で指定する装置のロケーション名と合

わせてください。snmp-server location コマンドで指定するロケーション名は半角英数

字および特殊文字からなる 40 文字以内の文字列で指定してください。(ロケーション

名の先頭と末尾は特殊文字を除く半角英数字で指定してください。)ロケーション名と

して入力可能な文字については，「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装

置 OAN 機能編)」を参照してください。 

以上の設定を行った後に，装置を AX-Config-Master に接続すると，装置は

AX-Config-Master へ TCP で通知を行い，AX-Config-Master から自装置のコンフィグレ

ーションを配布受付可能な状態にします。 

停止は次のコマンドを入力します。 

!(config)# no auto-config 

!(config)# no netconf 

装置の起動/停止方法について詳しくは「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master

編(装置 OAN 機能編)」を参照してください。なお，一度稼動状態になった装置の設定

を Core から Edge へ，あるいは逆に Edge から Core へ変更する際は，該当装置の削除

を行った後，再設計を行ってください。 
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6.2 AX-Config-Masterとの接続確認 

期待した応答が返ってこない場合，ON-API の処理，装置とのデータのやり取りを確

認するには，AX-ON-API のロギング機能を利用します。AX-ON-API では次の 2 種類

のロギングを提供しています。 

動作ログ（on-api_log.xml） 

通信データログ(data_log.xml) 

AX-ON-API のログは，実行環境配下の logs ディレクトリで収集されます。装置の状態

を知るには NETCONF コマンドを使います。NETCONF コマンドについて詳しくは

「OAN ユーザーズガイド AX-Config-Master 編(装置 OAN 機能編)」を参照してくだ

さい。 



 354 

 

7. トラブルシューティング 

この章では，本システム操作中によく発生する問題への対処方法について説明します。 

7.1 トラブル発生時の対応 

7.2 エラーメッセージ一覧 

7.3 ログ操作方法 
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7.1 トラブル発生時の対応 

本システムの操作中に発生するトラブルへの対応方法を解説します。 

下記に分類した項目ごとに事象と対策を記述しています。下記の対応でも問題が解決

しない場合には，AX-Config-Master を再起動してください。 
 

(1) AXCMの起動・停止 
(2) イベントビューアのエラー 
(3) オペレーションの失敗 
(4) コンフィグレーションファイルの操作 
(5) 障害状態からの回復 
(6) 装置検出 
(7) サーバマネージャの操作 
(8) AXCMの異常終了 
(9) インストール／アンインストール 
(10) バックアップ／リストア 
(11) AXCMの画面表示 
(12) 接続ポートの変更 

(13) 管理VLAN 
 

(1) AXCM の起動・停止 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
AX-Config-Master が正常に起動していることを確認したいが，確認方法がわか

らない 
－ 

1 

次の 2 点を確認してください。 
(1)AX-Config-Master-View の起動確認 
AX-Config-Master-View の画面内に，「ツリービュー」画面と「カレント/［図

面名称］」画面が表示されていることを確認します。次に，Windows の［スタ

ート］メニュー－［コントロールパネル］－［パフォーマンスとメンテナンス］

－［管理ツール］－［サービス］アイコンを選択し，NFMServer の状態が「開

始」になっていることを確認します。 
(2)AX-Config-Master-Manager の起動確認 
Windows の［スタート］メニュー－［コントロールパネル］－［パフォーマン

スとメンテナンス］－［管理ツール］－［サービス］アイコンを選択し，SMService
の状態が「開始」になっていることを確認します。 
Windows をシャットダウンしないで AX-Config-Master-Manager を停止したい

が，停止方法がわからない 
－ 

2 

次の手順によって，Windows が起動した状態で AX-Config-Master-Manager を停

止できます。 
(1)AX-Config-Master-View が起動している場合は，AX-Config-Master-View のメ

ニューから，［ファイル］－［システムの終了］を選択し AX-Config-Master-View
を終了します。 
(2)Windows の［スタート］メニュー－［コントロールパネル］－［パフォー
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マンスとメンテナンス］－［管理ツール］－［サービス］アイコンを選択し，

「SMService」をダブルクリックします。 
(3)「SMService のプロパティ」の画面上で，［停止］ボタンをクリックします。

AX-Config-Master-Manager の停止に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
項番 2 の手順に従い AX-Config-Master-Manager を停止したが「ローカルコンピ

ュータの SMService サービスを停止できません。」の画面が表示された。 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンド終了待ちタイムアウトが発生したため，必要に

応じて手動でコマンドを停止してください。」 
AX-Config-Master-Manager の処理中に停止要求が行われましたが，処理が完了

する前に SMService 側で終了待ちタイムアウトが発生しました。 

3 

SMService 側で AX-Config-Master-Manager の終了待ちタイムアウトが発生した

場合，SMService サービスの状態は 終的に「停止」状態になりますが，

AX-Config-Master-Manager は，その時点で実行中の処理が完了するまで起動を

続けます。次の手順で AX-Config-Master-Manager が起動しているかどうかを確

認し，必要に応じて，起動中の AX-Config-Master-Manager を停止してください。

(1)<TARGETDIR>\Manager\bin\SMService.ini ファイルをメモ帳などのエディ

タで開きます。 
(2)「ProcessId」キーに書かれているプロセス ID(PID)を控え，SMService.ini を
閉じます。 
(3)Ctrl+Alt+Delete キーを押下し，タスクマネージャを開きます。 
(4)［プロセス］タブを選択します。 
(5)［イメージ名］列の右に［PID］列がない場合は，［表示］ － ［列の選択］

を選択します。[列の選択］画面の「PID(プロセス ID)」のチェックボックスを

チェックして〔OK〕ボタンをクリックし［PID］列を表示します。 
(6)(2)で確認した PID と同一 PID のプロセスを［イメージ名］列の中から探し

ます。同一 PID のプロセスが見つかった場合は該当プロセスを選択し，［プロ

セスの終了］ボタンをクリックしプロセスを終了します。(2)で確認した PID
と同一 PID のプロセスが見つからない場合は，AX-Config-Master-Manager は停

止しています。 
停止中の AX-Config-Master-Manager を起動したいが，起動方法がわからない 
－ 

4 

AX-Config-Master の起動は Windows の起動により行われますが，次の手順に

より，停止中の AX-Config-Master-Manager を起動できます。 
(1)Windows の［スタート］メニュー－［コントロールパネル］－［パフォー

マンスとメンテナンス］－［管理ツール］－［サービス］アイコンを選択し，

「SMService」をダブルクリックします。 
(2)［SMService のプロパティ］の画面上で，［開始］ボタンをクリックします。

AX-Config-Master-View が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
・「4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」の手順に従い，

AX-Config-Master-Viewを起動したが，エラーメッセージ「設計ツールプロセス

の起動に失敗しました。プログラムを終了します。」が表示された。 

5 

前提ソフト JRE がインストールされていない(アンインストールされている)
か，インストールされている場合は，nfm.ini ファイルに設定されている java
コマンドへのパスの記述が，実際のパスと異なっており，

AX-Config-Master-View が起動に失敗したことが原因です。 
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前提ソフトJREがインストールされていない場合は，「2.1.3 前提ソフトウェ

アのインストール」に従ってインストールを行ってください。また，インスト

ールされている場合は，次の手順で，javaコマンドへのパスを設定してくださ

い。 
(1)<TARGETDIR>\nfm.ini ファイルをコピーしリネームします(ファイルを退

避)。 
(2) nfm.ini をメモ帳等のエディタで開きます。 
(3)起動コマンド定義「DesignToolProcessStartCmdLine」で，java コマンドファ

イル「java.exe」へのパスの記述を修正し，ファイルを上書き保存します。※1
(4) AX-Config-Master-Manager が停止している場合は，項番 4 の手順で

AX-Config-Master-Manager を起動します。 
(5)「4.1.AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法」に記載の手順で

AX-Config-Master-Viewを起動します。 
AX-Config-Master-View が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
「4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」の手順に従い，

AX-Config- Master -Viewを起動したが，ツリービュー画面のみが表示され，図

面画面が表示されなかった。 
nfm.ini で設定している起動コマンドで，クラスパスの記述が実際のクラスパス

と異なっていることが原因です。 

6 

次の手順で，AX-Config-Master-View を起動してください。 
(1)<TARGETDIR>\nfm.ini ファイルをコピーしリネームします(ファイルを退

避)。 
(2)nfm.ini をメモ帳等のエディタで開きます。 
(3)起動コマンド定義「DesignToolProcessStartCmdLine」のクラスパスの記述を

修正し，ファイルを上書き保存します。※2 
(4)「4.1.AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法」に記載の手順で

AX-Config-Master-Viewを起動します。 
AX-Config-Master-View が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
「4.1AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」の手順に従い，

AX-Config- Master -Viewを起動したが，エラーメッセージ「ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの初期化

に失敗しました」が表示された。 
MSDE 2000 Release A のサービス MSSQLSERVER が停止している 

7 

次の手順で，AX-Config-Master-View を起動してください。 
(1)タスクバーのアイコン通知領域から［SQL Server サービスマネージャ］を表

示し，［開始/再開(S)］ボタンをクリックして MSSQLSERVER サービスを起動

します。 
(2)項番４の手順で AX-Config-Master-Manager を起動します。 
(3)「4.1.AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法」に記載の手順で

AX-Config-Master-Viewを起動します。 
8 AX-Config-Master-View が起動しない 

 
［現象の詳細］ 
・「4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」の手順に従い，

AX-Config- Master -Viewを起動したが，エラーメッセージ「通信エラーが発生

しました。OKボタンを押下して本画面を閉じた後AX-Config-Master-Viewを終

了して，AX-Config-Master-Managerを再起動後，再度実行して下さい。」が表

示された。 
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AX-Config-Master-Manager が起動していないことが原因です。 
次の 3 点を確認し，現象「AX-Config-Master-Manager が起動しない」で該当す

る項目を参照してください。 
(1)SMService のイベントログを確認 
Windows の［スタート］メニュー－［コントロールパネル］－［パフォーマン

スとメンテナンス］－［管理ツール］－［イベント ビューア］－［アプリケ

ーション］を表示し，エラーログが出力されているか確認します。 
(2)AX-Config-Master-View の動作ログを確認 
<TARGETDIR>\View\lib\logs\View_log.xml に，エラーログが出力されている

か確認します。 
(3)AX-Config-Master-Manager の動作ログを確認 
<TARGETDIR>\Manager\lib\trace-logs\Trace_log.xml に，エラーログが出力

されているか確認します。 
なお，本事象は，AX-Config-Master-View 起動前に，手動で直接 DB の内容を

書き換えた場合にも起きる可能性があります。本事象が起きる前に手動で DB
の書き換えを行っており，上記で問題が解決しなかった場合は，変更を一旦元

に戻して AX-Config-Master-View を起動してください。 
AX-Config-Master-View が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
・「4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」の手順に従い，

AX-Config- Master -Viewを起動したが，エラーメッセージ「通信エラーが発生

しました。OKボタンを押下して本画面を閉じた後AX-Config-Master-Viewを終

了して，AX-Config-Master-Managerを再起動後，再度実行して下さい。」が表

示された。 
AX-Config-Master-View のインストール先ディレクトリをデフォルトから変更

した際に，View.properties ファイルの IMPORT_CSVFILE の値を変更後のイン

ストール先ディレクトリに合わせて修正としていないことが原因です。 

9 

「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定 (1) View.propertiesファイルの設

定」のプロパティIMPORT_CSVFILEの説明を参照し，トポロジ情報入力ファ

イル名の値を修正してください。修正ができたら，AX-Config-Master-Viewを再

度起動してください。 
AX-Config-Master-View が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View を起動しようとすると，「ｻｰﾊﾞとの接続に失敗しまし

た。」というメッセージボックスが表示される 
イベントビューアのアプリケーションイベントログに，ソースが NFMServer
で次のどちらかのイベントが出力されている。 
・バージョン情報の取得に失敗しました 
・ポート情報の取得に失敗しました 
次の原因で AX-Config-Master-View サーバ機能サービス(NFMServer)が停止し

ています。 
・「バージョン情報の取得に失敗しました」の場合 
AX-Config-Master-Viewの管理DBファイル svmanage.mdbが破壊されています。

・「ポート情報の取得に失敗しました」の場合 
services ファイルに次の定義がありません。 
nfmserv：12000/tcp 
nfmclnt：12001/tcp 
・手動で停止されたままになっています。 

10 

次のそれぞれの対処を行います。 
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・「バージョン情報の取得に失敗しました」の場合 
バックアップしておいた AX-Config-Master-View 管理 DB ファイル

svmanage.mdb を次の場所に配置します。 
<TARGETDIR>\SVData\managedb\svmanage.mdb 

※<TARGETDIR>：AX-Config-Master-View インストールディレクトリ 
・「ポート情報の取得に失敗しました」の場合 
<windir>\System32\drivers\etc\services ファイルをメモ帳で開き，次の行

を追加します： 
    nfmserv         12000/tcp 
    nfmclnt         12001/tcp 
※<windir>：環境変数 windir の値で示される，Windows ディレクトリ 
例：C:¥WINDOWS 
※ポート番号 12000，12001：このポート番号が他のアプリケーションで使用

されている場合，他のポート番号を指定してください。 
・手動で停止されたままになっている場合 
コントロールパネルから［管理ツール］－［サービス］を開き，NFMServer
サービスを起動します。 
AX-Config-Master-View を起動した直後，「java.exe の通信をブロックします

か？」というメッセージボックスが表示される 
Windows ファイアウォールの設定で，AX-Config-Master-View 内の通信をブロ

ックする設定になっています。 

11 

表示されたメッセージボックスで〔許可する〕ボタンをクリックし，

AX-Config-Master-View 内の通信を許可します。 
AX-Config-Master-View にログインできない 
 
［現象の詳細］ 
設計ツールのログイン画面で，ＯＫボタンを押下したがログイン画面が閉じ

ず，ログインできない。 
前回，AX-Config-Master-View が異状終了していると，次回

AX-Config-Master-View 起動時に AX-Config-Master-Manager にログインできな

い場合があります。 

12 

AX-Config-Master-View，AX-Config-Master-Manager を終了した後に，

AX-Config-Master-Manager と AX-Config-Master-View の再起動を行ってくださ

い。 
AX-Config-Master-View の停止に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View 終了時に次のメッセージが表示される 
「設計ツールプロセスの停止に失敗しました。 
タスクマネージャからプロセス ID = PID のプロセスを強制終了してくださ

い。」 
AX-Config-Master-View(Java)プロセスに終了要求を送信しましたが応答があり

ませんでした。 
さらに AX-Config-Master-View(Java)プロセスを終了しようとして失敗しまし

た。 

13 

次の手順によって，AX-Config-Master-View 停止してください。 
(1)タスクバーをマウスで右クリックし，コンテキストメニューから［タスクマ

ネージャ］を選択します。 
(2)［Windows タスクマネージャ］画面の［プロセス］タブを選択します。 
(3)メニューから［表示］-［列の選択...］を選択します。 
(4)［列の選択］画面の［PID (プロセス ID)］にチェックを付け，〔OK〕ボタ
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ンをクリックします。 
(5)［Windows タスクマネージャ］画面の［プロセス］タブで，PID 列がメッ

セージボックスのプロセス ID と等しいプロセスを選択し，〔プロセスの終了〕

ボタンをクリックします。 
(6)［タスクマネージャの警告］画面で〔はい〕ボタンをクリックし，プロセス

を強制終了します。 
AX-Config-Master-Manager が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
・AX-Config- Master -View を起動したところ項番 8 の事象が発生した。 
・項番１の対応方法に従い AX-Config-Master の起動確認を行ったが，対応方法

(2)で「SMService」が見つからない。 
・項番 4 の手順に従い，AX-Config- Master -Manager を起動しようとしたが

「SMService」が見つからない。 
・SMService のイベントログを確認しようとしたが，SMService が見つからな

い。 
SMService がアンインストールされています。 

14 

次の手順で，SMService をインストールして，AX-Config-Master を起動してく

ださい。 
(1)Windows の［スタート］メニュー［すべてのプログラム］－［アクセサリ］

－［コマンド プロンプト］を開きます。 
(2)次のコマンドを実行します。 
>cd <TARGETDIR>\Manager\bin 
例：>cd C:\ProgramFiles\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\Manager\lib 
(3)次のコマンドを実行し，「SMService サービスのインストールに成功しまし

た」が表示されることを確認します。 
>SMService.exe /install 
(4)項番４の手順で AX-Config-Master-Manager を起動します。 
(5)「4.1.AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法」に記載の手順で

AX-Config-Master-Viewを起動します。 
AX-Config-Master-Manager が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
・AX-Config- Master -View を起動したところ項番 8 の事象が発生した。 
・項番１の対応方法に従い AX-Config-Master の起動確認を行ったが，対応方法

(2)の AX-Config-Master-Manager の起動確認で「SMService」の状態が「停止」

になっている。 
・項番 4 の手順に従い，AX-Config- Master -Manager を起動したが直後に停止

する。 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドが異常終了しました。」 
AX-Config-Master- Manager のログに以下が出力されている。 
・メッセージ ID=E5050999，メッセージ内容=「予期しないエラーが発生しま

した」 
・メッセージ ID=E0101009，メッセージ内容=「マネージャの起動に失敗しま

した」，タグ<argument index="2">の内容=message:［Microsoft］［SQLServer 2000 
Driver for JDBC］ソケットの確立時にエラーが発生しました。，タグ<argument 
index="3">の内容=DB 管理機能の初期化に失敗 
MSDE 2000 Release A のサービス MSSQLSERVER が停止している 

15 

項番 7 の対応方法を参照してください。 
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AX-Config-Master-Manager が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
・項番 15 と同様の現象 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドの起動に失敗しました。」 
AX-Config-Master-Manager の動作ログ Trace_log.xml には何も出力されていな

い。 
前提ソフト JRE がインストールされていない(アンインストールされている)
か，インストールされている場合は，SMService.ini に設定されている java コマ

ンドへのパスの記述が，実際のパスと異なっており，AX-Config-Master-Manager
が起動に失敗したことが原因です。 

16 

前提ソフト JRE がインストールされていない場合は， 
「2.1.3 前提ソフトウェアのインストール」に従ってインストールを行ってく

ださい。また，インストールされている場合は，次の手順でjavaコマンドのパ

スを設定してください。 
(1)<TARGETDIR>\Manager\bin\SMService.ini ファイルをコピーしリネームし

ます(ファイルを退避)。 
(2) SMService.ini をメモ帳等のエディタで開きます。 
(3)起動コマンド定義「CommandLine」で，java コマンドファイル「java.exe」
へのパスの記述を修正し，ファイルを上書き保存します。※1 
(4)項番４の手順で AX-Config-Master-Manager を起動します。 
(5)「4.1.AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法」に記載の手順で

AX-Config-Master-Viewを起動します。 
AX-Config-Master-Manager が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
項番 15 と同様の現象 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドが異常終了しました。」 
AX-Config-Master-Manager の動作ログ Trace_log.xml には何も出力されていな

い。 
SMService.ini で設定している起動コマンドで，クラスパスの記述が実際のクラ

スパスと異なっていることが原因です。 

17 

次の手順で，AX-Config-Master-Manager を起動してください。 
(1)<TARGETDIR>\Manager\bin\SMService.ini ファイルをコピーしリネームし

ます(ファイルを退避)。 
(2)SMService.ini をメモ帳等のエディタで開きます。 
(3)起動コマンド定義「CommandLine」のクラスパスの記述を修正し，ファイル

を上書き保存します。※3 
(4)<TARGETDIR>\nfm.ini ファイルをコピーしリネームします(ファイルを退

避)。 
(5) nfm.ini をメモ帳等のエディタで開きます。 
(6)起動コマンド定義「DesignToolProcessStartCmdLine」のクラスパスの記述を

修正し，ファイルを上書き保存します。※2 
(7)項番 4 の手順に従い AX-Config-Master-Manager を起動します。 

18 AX-Config-Master-Manager が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
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項番 15 と同様の現象 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドの二重起動はできません。(PID=nnn)」 
AX-Config-Master-Manager の動作ログ Trace_log.xml には何も出力されていな

い。 
前回起動した AX-Config-Master-Manager が起動しています。 
次の手順で，起動済みの AX-Config-Master-Manager を停止した後に再度起動し

てください。 
(1)Ctrl+Alt+Delete キーを押下し，タスクマネージャを開きます。 
(2)［プロセス］タブを選択します。 
(3)［イメージ名］列の右に［PID］列がない場合は，［表示］ － ［列の選択］

を選択します。［列の選択］画面の「PID(プロセス ID)」のチェックボックス

をチェックして〔OK〕ボタンをクリックします。 
(4)SMService のイベントログに出力された PID と同一 PID のプロセスを［イメ

ージ名］列の中から探し選択します。 
(5)〔プロセスの終了〕ボタンをクリックしプロセスを終了します。 
(6)項番 4 の手順に従い AX-Config-Master-Manager を起動します。 
AX-Config-Master-Manager が起動しない 
 
［現象の詳細］ 
項番 15 と同様の現象 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドが異常終了しました。」 
AX-Config-Master-Manager の動作ログに以下が出力されている。 
・メッセージ ID=E0101017，メッセージ内容=「予期しないエラーが発生しま

した。」，タグ<argument index="2">の内容=message:Address already in use: 
JVM_Bind，タグ<argument index="3">の内容=メッセージ送受信管理機能の初

期化に失敗 
・メッセージ ID=E0101009，メッセージ内容=「マネージャの起動に失敗しま

した」 
前回起動した AX-Config-Master-Manager が起動しています。 

19 

次の手順で，起動済みの AX-Config-Master-Manager を停止したあとに再度起動

してください。 
(1)起動中の JAVA プログラムがあれば，それらをすべて停止します。 
(2)Ctrl+Alt+Delete キーを押下し，タスクマネージャを開きます。 
(3)［プロセス］タブを選択します。 
(4)プロセス「java.exe」を［イメージ名］列の中から探し選択します。なお，

ここでプロセス「java.exe」が複数存在する場合は，AX-Config-Master-Manager
以外に他の JAVA プログラムが起動していますので，(1)からやり直してくだ

さい。 
(5)〔プロセスの終了〕ボタンをクリックしプロセスを終了します。 
(6)項番 4 の手順に従い AX-Config-Master-Manager を起動します。 
［図面］画面上に配置されているシンボル(装置，PC 群，パス，アクセスパス)
シンボルをダブルクリックしても，各シンボルに対応する画面が表示されない

すでに他の画面(［動作監視］画面を除く)が表示されています。 

20 

現在表示されている画面を閉じてから，再度オペレーションを実施してくださ

い。 
上記対応を実施しても画面が表示されない場合は，お問い合わせ窓口までご連

絡ください。 
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［図面］画面上に配置されているシンボル(装置，PC 群，パス，アクセスパス)
シンボルをダブルクリックをした場合，次のメッセージが表示された 
「設計ツールプロセスが存在していません。プログラムを終了します。」 
エラーが発生したため，AX-Config-Master-View(Java)プロセスがすでに終了し

ています。 

21 

以下の手順を実施してください。 
(1)AX-Confg-Master-Manager が起動しているかどうかを確認してください。確

認方法は，項番 1 を参照してください。 
(2) AX-Confg-Master-Manager が停止している場合，AX-Confg-Master-Manager
を起動してください。起動方法は，項番 4 を参照してください。 
(3) AX-Config-Master-Viewを起動してください。起動方法は「4.1 
AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」を参照してください。

(4) ［図面］画面が表示されたら，再度オペレーションを実施してください。

上記対応を実施しても画面が表示されない場合は，お問い合わせ窓口までご連

絡ください。 
AX-Config-Master-View を再インストールした後，AX-Config-Master-View が起

動しない 
 
［現象の詳細］ 
「4.1 AX-Config-Master-Viewの起動/停止方法 (1) 起動方法」の手順に従い，

AX-Config- Master -Viewを起動したが，エラーメッセージ「ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの初期化

に失敗しました」が表示された。 
AX-Config-Master-View をアンインストールした際，データベースの削除を行

っていません。それに加えて，再インストール前の SQLServer データベース名

と異なる名前を持つデータベースを再インストール後に登録しました。 

22 

次の手順で，データベースを削除してください。 
(1)コマンドプロンプトを開きます。 
(2)以下のコマンドを実行し，osql ユーティリティを起動します。 
 osql  -U sa  -P 
(3)osql ユーティリティのプロンプト（1>）が表示されたら，以下のコマンドを

実行します。 
 drop  database  再インストール前の SQLServer データベース名 
 go 
 exit 
(4)サーバマネージャで，再インストール後に登録したデータベースを削除しま

す。 
(5)サーバマネージャでデータベースを登録し直します。 

 

（凡例） -：該当しません。 

注※1 次の下線部を修正してください。 

CommandLine="C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -cp ".;C:\Program 

Files\Microsoft SQL Server JDBC Driver 

3.0\sqljdbc_3.0\jpn\sqljdbc4.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\on-api.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\commons-discovery-0.2.jar;

C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\commons-logging-1.0.4.jar;

C:\Program 
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Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\log4j-1.2.8.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\wsdl4j-1.5.1.jar;C:\Progra

m Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\Manager\lib\oan-mgr.jar;" 

net.alaxala.oan.manager.statemanagement.initialandfinalprocess.ManagerMa

in 

注※2 次の下線部を修正してください。 

DesignToolProcessStartCmdLine="C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" 

-cp "C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-View\View\lib\designapi.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-View\View\lib\View.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-View\View\lib" 

net.alaxala.oan.view.common.ViewMain 

注※3 次の下線部を修正してください。 

CommandLine="C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -cp ".;C:\Program 

Files\Microsoft SQL Server JDBC Driver 

3.0\sqljdbc_3.0\jpn\sqljdbc4.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\on-api.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\commons-discovery-0.2.jar;

C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\commons-logging-1.0.4.jar;

C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\log4j-1.2.8.jar;C:\Program 

Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\ON-API\wsdl4j-1.5.1.jar;C:\Progra

m Files\Alaxala\AX-Config-Master-Manager\Manager\lib\oan-mgr.jar;" 

net.alaxala.oan.manager.statemanagement.initialandfinalprocess.ManagerMa

in 

(2) イベントビューアのエラー 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 

1 Windows のイベント ビューアのログにエラーログが出力されている 
 
［現象の詳細］ 
Windows の［スタート］メニュー－［コントロールパネル］－［パフォーマン

スとメンテナンス］－［管理ツール］－［イベント ビューア］のアプリケー

ションログで，SMService の出力ログを確認したところ，エラーログが出力さ

れている。 
［出力ログ］ 
・メッセージ内容=「コマンドの起動に失敗しました。」 
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AX-Config-Master-Manager の起動に失敗した場合に出力します。前提ソフト

JRE がインストールされていない(アンインストールされている)か，インスト

ールされている場合は，SMService.ini に設定されている java コマンドへのパス

の記述が，実際のパスと異なっていることが原因です。 
「AX-Config-Master-Manager が起動しない」を参照してください。 
Windows のイベント ビューアのログにエラーログが出力されている 
 
［現象の詳細］ 
項番 1 と同様の現象 
［出力ログ］ 
・メッセージ内容=「コマンドが異常終了しました。」 
AX-Config-Master-Manager 起動時にエラーが発生し，起動に失敗した場合，ま

たは，AX-Config-Master-Manager 起動後の処理中にエラーが発生し，

AX-Config-Master-Manager が異常終了した場合に出力します。 

2 

AX-Config-Master-Manager 起動時に本エラーログが出力した場合は，

「AX-Config-Master-Manager が起動しない」を参照してください。 
AX-Config-Master-Manager 起動後に本エラーログが出力した場合，または，

AX-Config-Master-Manager 起動時に本エラーログが出力したため

「AX-Config-Master-Manager が起動しない」を参照したが，問題が解決しなか

った場合は，「AX-Config-Master-Manager が異常終了した」を参照してくださ

い。 
Windows のイベント ビューアのログにエラーログが出力されている 
 
［現象の詳細］ 
項番 1 と同様の現象 
［出力ログ］ 
・メッセージ内容=「コマンド終了待ちタイムアウトが発生したため，必要に

応じて手動でコマンドを停止してください。」 
AX-Config-Master-Manager の停止を行った際，SMService が終了待ちタイムア

ウトを検出しました。 

3 

「AX-Config-Master-Manager の停止に失敗した」を参照してください。 
Windows のイベントビューアのログにエラーログが出力されている 
 
［現象の詳細］ 
項番 1 と同様の現象 
［出力ログ］ 
・メッセージ内容=「コネクションに失敗しました。」 
・メッセージ内容=「コマンド終了要求送信に失敗したため，必要に応じて手

動でコマンドを停止してください。」 
AX-Config-Master-Manager への停止要求送信に失敗した場合に出力します。 

4 

必要に応じて，起動中の AX-Config-Master-Manager を停止してください。 
(1)［AX-Config-Master-Manager インストール先ディレクトリ］

\Manager\bin\SMService.ini ファイルをメモ帳等のエディタで開きます。 
(2)「ProcessId」キーに書かれているプロセス ID(PID)を控え，SMService.ini を
閉じます。 
(3)Ctrl+Alt+Delete キーを押下し，タスクマネージャを開きます。 
(4)［プロセス］タブを選択します。 
(5)［イメージ名］列の右に［PID］列がない場合は，［表示］ － ［列の選択］

を選択します。［列の選択］画面の「PID(プロセス ID)」のチェックボックス

をチェックして〔OK〕ボタンをクリックします。 
(6)(2)で確認した PID と同一 PID のプロセスを［イメージ名］列の中から探し
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ます。(2)で確認した PID と同一 PID のプロセスが見つからない場合は，

AX-Config-Master-Manager は停止しています。同一 PID のプロセスが見つかっ

た場合は該当プロセスを選択し，〔プロセスの終了〕ボタンをクリックしプロ

セスを終了します。 

(3) オペレーションの失敗 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，

「AX-Config-Master-Manager 内での処理中にタイムアウトが発生しました。オ

ペレーションを再度実行してください。」のメッセージが表示され，オペレー

ションが失敗終了した 
AX-Config-Master-Managerが装置検出等の処理中にオペレーションを実施する

と，オペレーションがすぐに処理されずにタイムアウトする場合があります。

1 

図面上で装置やパスの状態が安定したことを確認してから，オペレーションを

再実行してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施した際，

「AX-Config-Master-Manager 内での処理中にタイムアウトが発生しました。オ

ペレーションを再実行してください。」のメッセージが表示されたため，オペ

レーションを再実行したが，再び「AX-Config-Master-Manager 内での処理中に

タイムアウトが発生しました。オペレーションを再度実行してください。」の

メッセージが表示され，オペレーションを実施できない。

AX-Config-Master-Manager の動作ログを確認したところ，ある時点から動作ロ

グが全く出力されていない。または，10 分以上の間ログが１件も出力されて

いない時間帯がある。また，ディスク容量を確認したところディスク容量に空

きが無い。 
ディスク容量不足が発生すると，ログ出力が行われないことの他に，以降，

AX-Config-Master-Manager が正常に動作できなくなる可能性があります。 

2 

ディスク容量を確保してから，AX-Config-Master を再起動してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，

「AX-Config-Master-Manager からの応答待ちタイムアウトが発生しました。オ

ペレーションを再度実行してください。」のメッセージが表示され，オペレー

ションが失敗終了した。 

3 

AX-Config-Master-Manager からの応答待ちタイムアウトが発生しました。 
（１）コンフィグレーション関連のオペレーションを実施したが，処理に時間

がかかりタイムアウトするケース 
 
VLAN 情報やフィルタ情報，ルート情報を数百件以上登録したコンフィグレー

ションファイルを扱う場合，AX-Config-Master-Manager での処理に時間がかか

り，以下のオペレーションで，タイムアウトが発生する可能性があります。 
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・コンフィグレーションのコピー＆同期 
・コンフィグレーションの反映 
 
（２）AX-Config-Master-Manager の処理中（装置の検出中等）にオペレーショ

ンを実施したため，オペレーションが処理されずにタイムアウトするケース 
 
AX-Config-Master-Manager が処理中にオペレーションを実施すると，オペレー

ションがすぐに処理されずにタイムアウトする場合があります。 
なお，AX-Config-Master-Manager の処理中に，AX-Config-Master と装置間の配

線を抜去する等の理由により，AX-Config-Master と装置間で通信障害が発生す

ると，装置からの応答待ちがタイムアウトするまで 10 分間程度このような状

況が継続する場合があります。 
コンフィグレーション関連のオペレーションを実施した場合（（１）の現象の

場合）： 
扱うコンフィグレーションの容量により，処理に時間がかかる場合があります

ので，オペレーション失敗のメッセージが表示されても処理が完了するまでし

ばらくお待ちください。なお処理が完了したかどうかについては以下で判断で

きます。 
 
メッセージ送受信ログ 
<TARGETDIR>\Manager\lib\message-logs\Message_log.xml 

に，「コンフィグレーション[コピー＆同期/同期/ロード/反映]要求を受信しま

した」に対する「コンフィグレーション[コピー＆同期/同期/ロード/反映]応答

を送信します」が出力されている。 
また，コンフィグレーションのコピー＆同期オペレーションの場合は，装置の

状態がコンフィグ変更（状態色：黄）から稼動中（状態色：緑）に遷移するこ

とからも確認できます。 
 
処理が完了したことを確認したが，オペレーションの結果が全く反映されてい

ない場合は失敗終了していますので，(4)コンフィグレーションファイルの操作

の該当する項目を参照してください。 
 
コンフィグレーション関連以外のオペレーションで本現象が発生した場合

（（２）の現象の場合）： 
AX-Config-Master-Managerの処理中にオペレーションを実施したことが原因と

考えられますので，図面上で装置やパスの状態が安定したことを確認してか

ら，オペレーションを再実行してください。 
 
なお，AX-Config-Master-Manager の処理中に，AX-Config-Master と装置間の配

線を抜去する等の理由により，AX-Config-Master と装置間で通信障害が発生す

ると，10 分程度このような状況が継続する場合がありますので，本トラブル

が発生した場合は 10 分程度時間を置いた後，再度オペレーションを実施して

ください。 
 
なお，再オペレーションを実行する際には装置ステータスを確認してくださ

い。装置ステータスが稼働中（状態色：緑）またはコンフィグ変更（状態色：

黄）の場合には再オペレーションを実行できます。装置ステータスが障害（状

態色：赤）の場合には再オペレーションを実行できませんので，(5) 障害状態

からの回復を参照し，障害の原因を取り除いてから再オペレーションを実行し

てください。 
4 オペレーションを実施したが失敗終了した 
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［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「[入力項目名]の入

力値が不正です。」のメッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した

AX-Config-Master-Manager で非許容な入力値をチェックアウトし，要求を破棄

しました。 
該当の入力値を修正して再操作してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「要求を実行でき

る装置状態ではありません。」のメッセージが表示され，オペレーションが失

敗終了した 
装置の状態には「事前設計可」，「稼動中」，「コンフィグ変更」，「障害中」，

「不明」，「AXCM 未対応」の 6 通りの状態がありますが，各状態によって

実行可能なオペレーションが異なります。 
設定項目の入力可否と装置状態の関係の詳細については付録C 表 C-1を参照

してください。 

5 

装置が「稼動中」状態の場合： 
「稼動中」状態の装置は， AX-Config-Master の管理下にあるため，「事前設

計可」状態で実行可能なオペレーションであっても，「稼動中」状態では実施

できないオペレーションがあります。 
 
装置が「コンフィグ変更」の場合： 
「コピー＆同期」操作を実施して，装置の状態を「稼動中」にしてから再度オ

ペレーションを実施してください。 
 
装置が「障害中」の場合： 
(5) 障害状態からの回復を参照して「障害中」状態になっている要因を解決し，

装置の状態が「稼動中」に遷移した後，再度オペレーションを実施してくださ

い。 
 
装置が「不明」の場合： 
(6)装置検出を参照して「不明」状態になっている要因を解決し，装置の状態が

「稼動中」に遷移した後，再度オペレーションを実施してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「[項目名]が設定さ

れているため削除/変更できません。削除/変更を行う場合は、[項目名]を削除

した後、再度実行してください。」のメッセージが表示され，オペレーション

が失敗終了した 
削除や，変更のオペレーションを行う場合，削除/変更対象に関連する情報が

設定されていると，オペレーションを実施できない場合があります。 

6 

設定されている関連情報を削除してから，オペレーションを実施してくださ

い。 
7 オペレーションを実施したが失敗終了した 

 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「パスが設定され

ている物理ポートを、チャネルグループに追加することはできません。」のメ

ッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した 
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パスが設定されている物理ポートは，チャネルグループに追加することができ

ません。 
一旦，パスの下位側装置と AX-Config-Master 間の通信を切断し，対象のポート

に張られているパスを削除した後に，再操作してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「シーケンス番号

が 大値 4294967294 を超えるため，開始シーケンス番号または増分を設定し

直してください。」のメッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した

フロー検出条件のシーケンス番号再設定を行うことにより，フロー検出条件の

シーケンス番号が 大値 4294967294 を超える場合に本メッセージが出力され

ます。 

8 

開始シーケンス番号または増分を再設定してから，オペレーションを再実施し

てください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「コンフィグレー

ションの取得・設定に失敗しました(要因[装置側から受け取ったメッセー

ジ])。」のメッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した 
AX-Config-Master-Manager が，装置に対して，コンフィグレーションの取得や

設定要求を行い，装置からエラーが返却された場合に本メッセージが表示され

ます。 

9 

要因="ロック取得失敗"： 
装置側にロックがかかっているため要求がエラーとなりました。ロックはおよ

そ３分後に自動で解除されますので，しばらくしてから，オペレーションを再

実施してください。 
 
要因="装置が Config モード"： 
装置側が Config モードになっていることが原因で要求がエラーとなりました。

装置の CLI から Config モードを解除してください。 
 
要因="未サポートの要求"： 
AX-Config-Master 上で，対象装置の機種では未サポートの設定あるいは許容さ

れない組み合わせの設定が行われている可能性があります。装置の設計内容を

再確認してください。 
 
要因="要求内容が許容範囲を超過"： 
操作対象項目の登録件数が，対象装置の許容範囲を超えています。装置の仕様

を確認してください。 
 
要因="接続失敗"： 
要因="接続タイムアウト"： 
要因="コネクション切断" 
AX-Config-Master と装置との間が一時的に通信不可な状態になっていること

が原因として考えられます。しばらくしてから，オペレーションを再実施して

ください。 
 
要因="SSL に関連する操作に失敗" 
AX-Config-Master の SSL の設定が，装置の設定と異なっていることが原因で

す。SSL の有効／無効の設定は，manager.properties に以下の一行を追加するこ
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とで変更することができます。 
 
SSL を有効にする場合： 
SSL=1 
 
SSL を無効にする場合： 
SSL=0 
 
設定を変更した場合は，設定を有効にするために AX-Config-Master-Manager
の再起動を行ってください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「コンフィグレー

ションの取得・設定関連の処理に失敗しました(未サポートの要求

[Unsupported type. Validate the ON-API version that can be communicated.])」のメ

ッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した 
版数の低い装置(10.2，10.3)を使用し，ポート Vlan を設定した場合に，上記メ

ッセージが出て処理に失敗することがあります。 

10 

装置 VLAN へのポート VLAN 追加を，事前設計時に行ってください。装置検

出後に設定する場合は，装置の CLI から設定を行った後，コピー＆同期の操作

を行い，AX-Config-Master に情報を反映してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「コンフィグファ

イルの内容が反映されませんでした。」のメッセージが表示され，オペレーシ

ョンが失敗終了した 
コンフィグレーションファイルが，AX-Config-Master-Manager が持つコンフィ

グレーション情報と矛盾しているか，装置でも解釈することができない内容で

ある可能性があります。 
本メッセージが出力される可能性があるオペレーションは下記です。 
(1)コンフィグレーションのコピー＆同期 
(2)コンフィグレーションの反映 
(3)フィルタ定義一覧画面上左側のペインのツリービューをクリックした際に

表示される「フィルタ情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，

装置の情報取得を行ったとき 
(4)ルート定義一覧画面のツリービューをクリックした際に表示される「ルート

情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，装置の情報取得を行

ったとき 

11 

(1)，(3)，(4)で本メッセージが出力した場合は，装置のコンフィグレーション

を確認・修正してオペレーションを再実施してください。 
 
(2)で本メッセージが出力した場合は，コンフィグレーションファイル内容を確

認して誤っている記述を修正してから，オペレーションを再実施してくださ

い。 
12 オペレーションを実施したが失敗終了した 

 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「コンフィグファ

イルに記述されている snmp-server locationと同一のロケーションの装置が既に

存在するため、コンフィグファイルの反映に失敗しました（snmp-server 
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location=[ロケーション名]）。」のメッセージが表示され，オペレーションが

失敗終了した 
AX-Config-Master-Managerが装置のコンフィグレーションファイルに記述され

ているロケーションを取得する際に，取得したロケーション情報が，他の装置

のロケーション情報と重複する場合に本メッセージを出力します。本メッセー

ジが出力される可能性があるオペレーションは下記です。 
(1)コンフィグレーションのコピー＆同期 
(2)コンフィグレーションの反映 
(3)フィルタ定義一覧画面上左側のペインのツリービューをクリックした際に

表示される「フィルタ情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，

装置の情報取得を行ったとき 
(4)ルート定義一覧画面のツリービューをクリックした際に表示される「ルート

情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，装置の情報取得を行

ったとき 
(2)で本メッセージが出力した場合は，ダイアログに表示されたロケーションが

設定されている装置のロケーションを変更するか，ロケーションが他と重複し

ないコンフィグレーションファイルを用いて，オペレーションを再実施してく

ださい。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「コンフィグファ

イルに記述されている snmp-server location が不正なため、コンフィグファイル

の反映に失敗しました（snmp-server location=[ロケーション名]）。」のメッセ

ージが表示され，オペレーションが失敗終了した 
AX-Config-Master-Managerが装置のコンフィグレーションファイルに記述され

ているロケーションを取得する際に，取得したロケーションのフォーマットが

不正な場合に本メッセージを出力します。本メッセージが出力される可能性が

あるオペレーションは下記です。 
(1)コンフィグレーションのコピー＆同期 
(2)コンフィグレーションの反映 
(3)フィルタ定義一覧画面上左側のペインのツリービューをクリックした際に

表示される「フィルタ情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，

装置の情報取得を行ったとき 
(4)フィルタ定義一覧画面のツリービューをクリックした際に表示される「ルー

ト情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，装置の情報取得を

行ったとき 

13 

(1)，(3)，(4)で本メッセージが出力した場合は，CLI から対象装置のロケーシ

ョンを変更した後，オペレーションを再実施してください。 
(2)で本メッセージが出力した場合は，ロケーション名が正しく記述されたコン

フィグレーションファイルを用いて，オペレーションを再実施してください。

オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「コンフィグファ

イルに snmp-server location が未定義のため、コンフィグファイルの反映に失敗

しました。」のメッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した 

14 

AX-Config-Master-Managerが装置のコンフィグレーションファイルに記述され

ているロケーションを取得する際に，ロケーションが未設定の場合に本メッセ

ージを出力します。本メッセージが出力される可能性があるオペレーションは

下記です。 
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(1)コンフィグレーションのコピー＆同期 
(2)コンフィグレーションの反映 
(3)フィルタ定義一覧画面上左側のペインのツリービューをクリックした際に

表示される「フィルタ情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，

装置の情報取得を行ったとき 
(4)フィルタ定義一覧画面のツリービューをクリックした際に表示される「ルー

ト情報取得先確認」ダイアログで「はい」ボタンを押下し，装置の情報取得を

行ったとき 
(1)，(3)，(4)で本メッセージが出力した場合は，CLI から対象装置にたいして

ロケーションの設定を行った後，オペレーションを再実施してください。 
(2)で本メッセージが出力した場合は，ロケーション名が設定されたコンフィグ

レーションファイルを用いて，オペレーションを再実施してください。 
チャネルグループの追加に失敗した 
 
[現象の詳細] 
装置間の接続ポートを，物理ポートからチャネルグループに変更するため，パ

スを一旦削除してから，チャネルグループの定義を行ったところ，オペレーシ

ョンが失敗終了した。 
対象装置が，一度 AX-Config-Master と接続済みであり，パスに繋がっていたポ

ートに管理 VLAN が設定されていると，チャネルグループの追加操作を実施

することができません。 

15 

下記手順を実施してください。 
①装置の CLI から設定変更を行い，チャネルグループ化する接続ポートの定義

を，すべて以下の状態に初期化してください。 
interface gigabitethernet n/n 
  switchport mode access 
  lldp enable 
! 
②AX-Config-Master からの操作でパスを追加してください。また，このとき，

親側接続ポートと子側接続ポートに，前回設定していた物理ポートを選択して

ください。 
③装置を AX-Config-Master に接続してください。 
④装置が検出されたら，物理ポート→チャネルグループへの設定変更操作を実

施してください。 
登録アプリケーションの起動に失敗した 
 
[現象の詳細] 
アプリケーションランチャへ登録したアプリケーションを起動しようとした

が，失敗終了した。 

16 

アプリケーションランチャへ登録したアプリケーションの情報（コマンドライ

ン文字列，作業ディレクトリ）が間違っている可能性があります。 
コマンドライン文字列，作業ディレクトリの指定誤りで発生し易いエラーは以

下の通りです： 
[コマンドライン文字列の指定誤り] 
・エラー=2、エラーメッセージ=指定されたファイルが見つかりません。 

→アプリケーションの実行ファイルが見つかりません。アプリケーション

の実行ファイル名に空白を含む場合に，実行ファイル名をダブルクォ

ート文字で囲んでいません。 
・エラー=5、エラーメッセージ=アクセスが拒否されました。 

→アクセス権がありません。 
[作業ディレクトリの指定誤り] 
・エラー=267、エラーメッセージ=ディレクトリ名が無効です。 
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→作業ディレクトリにダブルクォート文字が含まれる。 
アプリケーションの実行ファイル名，作業ディレクトリを確認し，アプリケー

ションランチャへの登録内容と対応していることを確認します。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master から「削除」や「編集」の操作を実施したが，「コンフィグ

の取得・設定に失敗しました（未サポートの要求）」のメッセージが表示され，

失敗終了した。 
装置のコンフィグに操作対象の項目が存在しないか,装置のコンフィグの定義

内容が AX-Config-Master 上の設計内容と一致していないか,装置のコンフィグ

の定義内容が不正であることが原因として考えられます。 
コンフィグ同期モードが「装置優先」の装置に対して,装置の定義と異なる事

前設計を行うと,装置が検出されコンフィグ変更状態（状態色：黄）に遷移し

ても,装置に AX-Config-Master 上の設計内容は反映されないため,「コピー＆同

期」の操作を行うまでの間，装置のコンフィグと，AX-Config-Master の画面上

の表示は不一致となります。 
この状態で AX-Config-Master から「削除」や「編集」の操作を行うと，上記の

現象となる場合があります。 

17 

「コピー＆同期」の操作を行ってから，操作を再度実行してください。 
オペレーションを実施したが失敗終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からオペレーションを実施したが，「装置からの応答

がありません。処理中に AX-Config-Master と対象装置間の通信が切断した可能

性があります。」のメッセージが表示され，オペレーションが失敗終了した 
以下の原因が考えられます。 
[AX-Config-Master-Manager と装置の通信が切断された] 
AX-Config-Master-Managerとオペレーション対象の装置間での通信ができない

状態になっている可能性があります。 
[処理に時間がかかり，AX-Config-Master が処理を終了した] 
多くの VLAN 数を定義したチャネルグループへのポートの追加や削除等，処

理に時間がかかる場合に本メッセージが出力されることがあります。 

18 

以下の対処を行ってください。 
[AX-Config-Master-Manager と装置の通信が切断された場合] 
ネットワーク環境を確認の上，操作を再度実行してください。装置が障害状態

になっている場合は再度検出させてから，操作を再度実行してください。 
[処理に時間がかかり，AX-Config-Master が処理を終了した場合] 
AX-Config-Masterの設定を変更することで上記現象を回避することが可能で

す。AX-Config-Master-Viewを終了させて，AX-Config-Master-Managerを終了さ

せた後，manager.propertiesにDEMAND_WAIT_TIMEの値を追加してください。

(「2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定の (1) manager.propertiesファイル

の設定」を参照)。なお，本値を設定する場合は，designapi.propertiesの値も合

わせて変更してください。(「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定の (3) 
designapi.propertiesファイルの設定」を参照)。 

(4) コンフィグレーションファイルの操作 
 

現象 項 目

番号 原因 
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対応方法 
AX-Config-Master-View 終了時またはコンフィグレーションファイル操作時に

次のメッセージが表示される 
「シンボル位置情報の保存に失敗しました。 
表示位置が保存されなかったシンボルは，次回起動時，［カレント図面 1］の

図面に表示されます。」 
AX-Config-Master-View（Java)プロセスに異常が発生し，終了処理中です。 

1 

・AX-Config-Master-View 終了時にこのメッセージが表示された場合 
メッセージボックスを閉じ，AX-Config-Master-View を終了してください 
・コンフィグレーションファイル操作時にこのメッセージが表示された場合 
メッセージボックスを閉じ，AX-Config-Master-View を再起動してください。

コンフィグレーションファイルの同期またはコピー＆同期に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
コンフィグレーションファイルのコピー＆同期を行ったが，「コンフィグファ

イルが不正です。(VLAN ID =[VLAN ID])」のメッセージが表示され，オペレ

ーションに失敗した。 
コンフィグレーションファイルの同期処理で，フィルタ情報の VLAN 定義に

数値以外の値が設定されていたために，装置から取得したコンフィグレーショ

ンの内容を，AX-Config-Master-Manager の管理情報へ反映できませんでした。

フィルタの VLAN パラメータは数値情報しかサポートしておらず，vlan-list で
グループ化された vlan 情報をフィルタに使用されると同期が行えなくなりま

す。 
vlan のグループ化は AX-Config-Master-Manager ではサポートしていません。 

2 

対象の装置から対象のフィルタを削除してから，再操作してください。 
コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]を行ったが，「データベ

ースのアクセスに失敗しました。」のメッセージが表示され，オペレーション

に失敗した。 
下記の場合に「データベースのアクセスに失敗しました。」のメッセージが表

示されコピー＆同期が失敗終了します。 
 
・対象装置のコンフィグレーションに，存在しない VLAN ID が設定されたフ

ロー検出条件が存在する 
・対象装置のコンフィグレーションに，存在しない VLAN ID が設定されたル

ート定義が存在する 

3 

コンフィグレーションファイルの[反映](StartupConfig → ManagerConfig)およ

び[コピー＆同期]は，対象装置の CLI からフロー検出条件もしくはルート定義

の設定変更を行った後に，コンフィグレーションファイルの[反映](LocalConfig 
→ ManagerConfig(および RunningConfig))は，コンフィグレーションファイル

内のフロー検出条件もしくはルート定義の修正を行った後に，オペレーション

を再実施してください。 
4 コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]に失敗した 

 
［現象の詳細］ 
AX-Config-Master-View からコンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/
反映]を実施したが，「AX-Config-Master-Manager からの応答待ちタイムアウト

が発生しました。オペレーションを再度実行してください。」のメッセージが

表示され，オペレーションが失敗終了した。 
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AX-Config-Master-Manager からの応答待ちタイムアウトが発生しました。 
コンフィグレーション関連のオペレーションで，VLAN 情報やフィルタ情報，

ルート情報を数百件以上登録した大きなコンフィグレーションファイルを扱

う場合，オペレーションがタイムアウトする可能性があります。 
(3)オペレーションの失敗 項目番号 3を参照してください。 
コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]を行ったが，「パスが設

定されているチャネルグループの削除が発生したため、コンフィグの反映に失

敗しました（チャネルグループ番号=[チャネルグループ番号]）。」のメッセ

ージが表示され，オペレーションに失敗した。 
コンフィグレーションファイルの同期処理で，パス設定済みのチャネルグルー

プを削除する操作が発生したため，コンフィグレーションファイルの内容を，

AX-Config-Master-Manager の管理情報へ反映できませんでした。 

5 

AX-Config-Master と対象装置間の通信を一旦切断し，対象装置を図面上から削

除してから，装置のコンフィグレーションに合わせて再設計を行い，装置を再

接続してください。 
コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
コンフィグレーションファイルの[コピー＆同期/反映]を行ったが，「パスが設

定されている物理ポートを、チャネルグループに追加することはできませ

ん。」のメッセージが表示され，オペレーションに失敗した。 
コンフィグレーションファイルの反映処理で，パス設定済みのポートをチャネ

ルグループへ追加する操作が発生したため，コンフィグレーションファイルの

内容を，AX-Config-Master-Manager の管理情報へ反映できませんでした。 

6 

AX-Config-Master と対象装置間の通信を一旦切断し，対象装置を図面上から削

除してから，装置のコンフィグレーションに合わせて再設計を行い，装置を再

接続してください。 
コンフィグレーションファイルの反映に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
コンフィグレーションファイルの[反映]を行ったが，「パスが設定されている

ポートの削除が発生したため、コンフィグの反映に失敗しました（ポート=[port 
n/n]）。」のメッセージが表示され，オペレーションに失敗した。 
設計されているポートが，反映対象のコンフィグレーションファイルに存在し

ていないことが原因です。 

7 

反映対象のコンフィグレーションファイルが不正な場合は，コンフィグレーシ

ョンファイルを修正してください。設計が誤っている場合は，パスを削除して

から，再度オペレーションを実行してください。 
コンフィグレーションファイルの比較に失敗した 
 
［現象の詳細］ 
コンフィグレーションファイルの比較を行ったが，「差分表示用アプリケーシ

ョンの起動に失敗しました。」のメッセージが表示され，オペレーションに失

敗した。 

8 

コンフィグレーションファイルの比較処理で差分表示用アプリケーションを

起動しようとしましたが，View.properties ファイルのプロパティ

DIFF_COMMAND のコマンドライン文字列で指定された差分表示用アプリケ

ーションを起動できませんでした。コマンドライン文字列の間違い，差分表示
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用アプリケーションがインストールされていないことが考えられます。 
「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定 (1) View.propertiesファイルの設

定」のDIFF_COMMANDの説明を参照し，プロパティDIFF_COMMANDの値を

修正，および差分表示用アプリケーションのインストールを行います。インス

トールした差分表示用アプリケーションがプロパティDIFF_COMMANDによ

って指定されたコマンドライン文字列で起動できることを確認します。 

(5) 障害状態からの回復 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
Core 装置を接続したところ，装置の状態が障害(状態色：赤)となった 
・AX-Config-Master-Manager と Core 装置との間に HUB 等のレイヤ２機器を介

さずに，Core 装置を AX-Config-Master-Manager に直接接続した場合，一旦装

置の状態が障害(状態色：赤)となった後に稼動中(状態色：緑)になる場合あが

あります。 
・AX-Config-Master-Manager と装置間，および装置間の TCP コネクションが切

断すると，接続が回復するまで装置の状態が障害(状態色：赤)になります。 

1 

10 分以上経過しても，装置の状態が稼動中（状態色：緑）またはコンフィグ

変更（状態色：黄) になら無い場合は項番 2，3 を参照してください。 
装置の状態が障害(状態色：赤)となり，障害状態から回復しない 
該当装置の接続が物理的に切断したか，該当装置とその上位装置間の回線がリ

ンクダウンしたか，該当装置に障害が発生し，正常に通信が行えない状態にな

っていることが原因として考えられます。 

2 

該当装置にケーブルが接続され，リンクアップしているか確認します。リンク

アップの確認は接続ポート上にあるランプが緑色に点滅していることで確認

できます。 
(1)ケーブルが接続されていない場合 
→ケーブルを接続してください 
(2)ケーブルが接続されているが，リンクアップしていない場合 
→AX-Config-Master からの操作，または，CLI からのコマンド投入によりポー

トがリンクダウンした可能性があります。 
・AX-Config-Master からの操作で，ポートの稼動状態を「停止」にした場合は，

CLI から該当ポートに対して no shutdown コマンドを投入してください。 
・CLI で，該当ポートに inactivate，shutdown 等のコマンドを投入した場合は，

CLI で，状態を元に戻してください。 
装置を AX-Config-Master に接続したが，装置の状態が障害(状態色：赤)とな

り，障害状態から回復しない。なお，対象装置は「マネージャ優先」モードで

ある。 
対象装置がマネージャ優先の場合，装置を接続した際に，AX-Config-Master が
保持しているコンフィグレーションファイルと装置のコンフィグレーション

ファイルに差分があると，AX-Config-Master は保持しているコンフィグレーシ

ョンファイルを装置に配布します。このとき，コンフィグレーションファイル

の容量が大きいとファイルの配布に時間がかかるため，装置との接続が一旦切

れ，処理がエラー終了したように見えます(*1)。その後，装置でコンフィグレ

ーションファイルが反映されるまでの間，接続に失敗した状態が続きます(*2)。

3 

AX-Config-Master-Manager の動作ログでは，下記のように見えます。 
# (*1) の見え方 
<message-id>E0301017</message-id> 



 377

<date>(日時)</date> 
<argument index="1">stackTrace:net.alaxala.oan.onapi.basic.exception. … 
<argument index="2">message:null</argument> 
<return-value>セッション関連の処理に失敗しました。IP アドレス＝(IP アドレ

ス)</return-value> 
 
<message-id>I0102013</message-id> 
<date>(日時)</date> 
     ： 
<argument index="6">-1</argument> ← ※ 
<return-value>CopyConfig:file→running，CopyConfig:running→startup 応答を受

信しました</return-value> 
 
注※argument index="6"の情報は，成功なら 0，失敗なら-1 の値が設定されます。
 
# (*2) の見え方 
下記のメッセージが連続して続きます。 
 
<function-block>net.alaxala.oan.manager.messagecommunicatemanager. … 
<log-type>ERROR</log-type> 
<message-id>E0301011</message-id> 
<date>(日時)</date> 
<argument index="1">stackTrace:net.alaxala.oan.onapi.basic.exception … 
<argument index="2">message:(500)Internal Server Error</argument> 
<return-value>ロケータ設定処理に失敗しました。IP アドレス＝(IP アドレ

ス)</return-value> 
<additional-info></additional-info> 
 
<function-block>net.alaxala.oan.manager.statemanagement.eventdistribute. … 
<log-type>INFO</log-type> 
<message-id>I0102007</message-id> 
<date>(日時)</date> 
  ： 
<argument index="6">-1</argument>         ← 失敗(-1) 
<return-value>OpenSession 応答を受信しました</return-value> 
<additional-info></additional-info> 
 
容量の大きいコンフィグレーションファイルを装置に反映する場合，

「CopyConfig」処理に時間がかかるため一旦エラーとなりますが，装置でコン

フィグレーションファイルの反映が終わると CopyConfig の処理に成功し，正

常にサービスを継続できる状態になりますので，このまましばらくお待ちくだ

さい。 
装置の状態が障害(状態色：赤)となり，障害状態から回復しない。なお，対象

装置は「マネージャ優先」モードである。 
類似の項目：項目番号 5 

4 

対象装置がマネージャ優先の場合，下記の理由等により AX-Config-Master が
不正なコンフィグレーションファイルを保持すると，その後装置を検出した時

に，不正なコンフィグレーションファイルを配布してエラーが発生し，装置の

状態が障害（状態色：赤）のままとなります。 
 
①Core装置の接続ポートと，Core装置に対して 6.1 装置の起動_停止方法に記

載の手順で管理VLANの設定を行なった接続ポートが異なっている。 
②事前設計時に，管理VLANもしくは装置との接続ポートに，AX-Config-Master
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との通信がブロックされるフィルタを適用した 
③事前設計時に，コンフィグレーション反映操作により，親側装置に接続され

る子側装置のポートに管理VLANの設定がされていないコンフィグレーショ

ンファイルをAX-Config-Masterに反映した（「1.8.1 AX-Config-Masterに関する

注意事項 (7) コンフィグレーションファイルの操作」の項目番号 2 を参照） 
④事前設計時に，コンフィグレーション反映操作により，機種が異なる装置の

コンフィグレーションファイルを AX-Config-Master に反映した 
⑤事前設計時に，AX-Config-Master－Core装置間のパス（アクセスパス）に

VLANを割り当てた（AX-Config-Master－Core装置間のパスには管理VLANが割

り当てられるため，他のVLANを割り当てることは出来ません。「1.8.1 
AX-Config-Masterに関する注意事項 (8) 管理VLAN」の項目番号 1 を参照）。

⑥コンフィグレーション反映操作により，管理 VLAN もしくは上位装置との

接続ポートに，AX-Config-Master との通信がブロックされるフィルタが適用さ

れたコンフィグレーションファイルを AX-Config-Master および装置に反映し

た 
⑦AX-Config-Master が管理する装置のコンフィグレーションファイルを直接

エディタ等で編集した 
以下を実施することでリカバすることができます。 

①対象装置と AX-Config-Master 間の通信を切断（または接続を切断）してく

ださい。 

 

②対象装置のコンフィグ同期モードを「装置優先」にしてください。 
 

③AX-Config-Master 上で行った事前設計に誤りがある場合は，設計内容を修正

してください。 

 

④CLI から下記を行ってください。 
・装置の事前設定内容（6.1 装置の起動_停止方法に記載の手順で実施した装

置の事前設定内容）を再確認し，設定誤りがある場合は，設定を修正してくだ

さい。 
 
・原因欄②，⑥を実施したことが原因で装置が障害になっている場合は，原因

となったフィルタ設定を解除してください。 
 
・原因欄④，⑦を実施したことが原因で装置が障害になっている場合は，問題

箇所を修正してください。 
 
⑤装置と AX-Config-Master を再接続してください。 
 
⑥[動作監視]画面を開き，対象装置の検出がリトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されていないか確認してください。リトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されている場合は，[装置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下し

てください。（この操作により装置検出が再開されます。） 
 
⑦装置が正常に検出されたら，コピー＆同期操作を行ってください。 

AX-Config-Master から，装置にフィルタの設定を行なったところ，装置の状態

が障害(状態色：赤)となり，障害状態から回復しない 
類似の項目：項目番号 4 

5 

稼働中状態（状態色：緑）の装置，またはコンフィグ変更状態（状態色：黄）

の装置に対して，管理VLANもしくは装置との接続ポートに，AX-Config-Master
との通信がブロックされるフィルタの設定を行なってしまった。 
※事前設計可能状態（状態色：薄緑）の装置に対して行った場合は，項目番号
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4 を参照してください。 
①装置の CLI から該当のフィルタ設定を解除し，Config モードを終了してくだ

さい。なお，装置が AX-Config-Master から正常に検出されるまで，装置状態が

一度障害中（状態色：赤）に遷移する場合があります。 
②[動作監視]画面を開き，対象装置の検出がリトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されていないか確認してください。リトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されている場合は，[装置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下し

てください。（この操作により装置検出が再開されます。） 
③装置が正常に検出されたら，コピー＆同期操作を行ってください。 
子側接続ポートの変更（張替え）を行なったところ，装置の状態が障害中(状
態色：赤)となり，障害状態から回復しない。（この現象は，対象装置が Core
装置の場合に発生します。） 
以下が原因として考えられます。 
・子側装置が「マネージャ優先」モードかつ子側装置の状態が事前設計可以外

の状態で，「5.5.2 子側接続ポート定義」に記載の操作にて，子側接続ポート

定義の変更（子側接続ポートの張替えや，物理ポート→チャネルグループへの

変更，及びチャネルグループ→物理ポートへの変更の設定）を行い，子側装置

を変更後のポートに再接続したため，子側装置に，AX-Config-Masterが保持す

る旧コンフィグレーションファイル（子側接続ポート定義の変更内容が反映さ

れていないコンフィグレーションファイル）が配布され，子側装置と

AX-Config-Masterとの間の通信が切断された。 
注 物理ポート→チャネルグループへの変更は，「5.5.2 子側接続ポート定義」

に記載の手順ではなく，5.4.1 (2)(d) 物理ポート→チャネルグループへの変更設

定に記載の手順で行ってください。 

6 

以下の手順で，子側接続ポート変更前の状態に復旧することができます。 
 
①対象装置と AX-Config-Master 間の通信を切断（または接続を切断）してく

ださい。 

 

②配線の張替えを行っている場合は，配線を張替え前の状態に戻してくださ

い。 

 

③「5.5.2 子側接続ポート定義」に記載の操作で，子側接続ポート変更前の設

定に戻してください。 
 
④装置と AX-Config-Master を再接続してください。 
 
⑤[動作監視]画面を開き，対象装置の検出がリトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されていないか確認してください。リトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されている場合は，[装置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下し

てください。（この操作により装置検出が再開されます。） 
 
⑥装置が正常に検出されたら，コピー＆同期操作を行ってください。 

 

なお，子側接続ポート変更後の状態にリカバしたい場合は，上記手順で一旦子

側接続ポート変更前の状態にリカバした後，「7.1 トラブル発生時の対応 (12) 
接続ポートの変更」の手順で変更を行ってください。 

装置を AX-Config-Master に接続したが，装置が稼働中状態（状態色：緑）への

遷移，障害状態(状態色：赤)への遷移を繰り返し，稼働中状態（状態色：緑），

または，コンフィグ変更状態（状態色：黄）で安定しない。 

7 

対象装置と，対象装置の下位装置の接続ポートに既にチャネルグループ設定が
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行われており，その設定が，AX-Config-Master のチャネルグループ設計と不一

致である場合に上記の現象になります。 
・チャネルグループ番号が不一致 
・チャネルグループを構成するポート数が不一致 
・switchport mode access でチャネルグループが定義されている 
・ポートに定義されている VLAN が不一致 
①対象装置，対象装置の下位装置と AX-Config-Master 間の通信を切断（また

は接続を切断）してください。 
②対象装置と，対象装置の下位装置を再設計し，チャネルグループ定義を装置

の定義に合致させてください。 
③対象装置と，対象装置の下位装置を，AX-Config-Master に再接続してくださ

い。 
④対象装置と，対象装置の下位装置が正常に検出されたら，コピー＆同期操作

を行ってください。 

(6) 装置検出 

装置が障害状態（状態色：赤）になった場合のトラブルシュートについては，(5)障害

状態からの回復を参照してください。 

 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
・事前設計を行わずに装置を接続したが，装置が全く検出されない（接続した

装置が図面上に描画されない）。 
・事前設計を行ってから装置を接続したが，装置の状態が事前設計可(状態

色：薄緑)から変化しない 
原因として次のことが考えられます。 
・対象装置の接続が物理的に切断状態にある 
・対象装置に対する事前設定（「6.1. 装置の起動/停止方法」の手順）が実施

されていない 

1 

対象装置にケーブルが接続されているか確認してください。接続に問題ない場

合は，「6.1. 装置の起動/停止方法」の手順に従い，装置の設定を行ってくだ

さい。 
装置が稼働中（状態色：緑）またはコンフィグ変更中（状態色：黄）に遷移せ

ず，不明状態（状態色：青）の装置が新規に図面上に描画された。 
設計に誤りがあるため，装置が正しく検出されなかったことが考えられます。

もしくは，設計と異なる装置を接続したか，装置を設計と異なるポートに接続

したことが考えられます。意図した通りに装置が検出されない場合は，動作監

視画面の詳細情報にメッセージが表示されている場合がありますので，以降の

項目番号に記載の表示メッセージに関する説明も併せてご確認ください。 

2 

誤接続が原因である場合： 
(1)接続した装置を一旦外し，正しいポートに接続し直してください。 
 
設計と異なる装置を接続した場合： 
(1)接続した装置を一旦外してください。 
(2)AX-Config-Master-Manager が接続した装置を検出した際に，不明状態の装置

と，不明状態の装置から上位の装置に繋がるパスが図面上に描画される場合が

あります（パスは描画されず不明状態の装置のみが描画されるケースもありま

す）。この場合，描画されたパスと装置は削除してください。 
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(3)正しい装置を正しいポートに接続してください。 
 
接続した装置，ポートは正しいが設計が誤っている場合： 
(1) AX-Config-Master-Manager が接続した装置を検出した際に，不明状態の装置

と，不明状態の装置から上位の装置に繋がるパスが図面上に描画されます（た

だし，パスは描画されず不明状態の装置のみが描画されるケースもありま

す）。この装置とパスに対して設計内容の修正を行ってください。 
(2)[動作監視]画面を開き，対象装置の検出がリトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されていないか確認してください。リトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されている場合は，[装置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下し

てください。（この操作により装置検出が再開されます。） 
 
なお，不明状態の装置に対しては，装置を検出するために必要な 低限の設計

しか実施できず，チャネルグループ定義，VLAN 定義，フィルタ定義等の設計

を行うことができません。これらの設計を事前に行いたい場合は，以下の手順

で装置の再設計と再検出を行ってください。 
(1) 接続した装置を一旦外すか，接続した装置と AX-Config-Master 間の通信を

切断してください。 
(2) AX-Config-Master-Manager が接続した装置を検出した際に，不明状態の装置

と，不明状態の装置から上位の装置に繋がるパスが図面上に描画されます（た

だし，パスは描画されず不明状態の装置のみが描画されるケースもありま

す）。この装置とパスを削除してから，再設計してください。 
(3)装置を再接続してください。 
(4)[動作監視]画面を開き，対象装置の検出がリトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されていないか確認してください。リトライオーバした旨のメッセー

ジが表示されている場合は，[装置情報定義]画面を開き，[OK]ボタンを押下し

てください。（この操作により装置検出が再開されます。） 
事前設計を行わずに装置を接続したが，装置が不明状態（状態色：青）で検出

された。ここから稼動中（状態色：緑）に遷移させたいが方法が分からない。

事前設計を行わずに接続した装置は，不明状態（状態色：青）で検出されます

が,この後追加設計を行うことで，装置を稼動中（状態色：緑）に遷移させる

ことができます。 

3 

Edge 装置の場合は手順１または手順３を，Core 装置の場合は手順２または手

順３を実施します。 
 
手順１（Edge 装置の場合）： 
(1)[装置情報定義画面から]以下の項目を設計してください。 
・名前 
・ロケーション 
・装置の MAC アドレス 
・管理 VLAN IPv4 アドレス 
・管理 VLAN IPv4 アドレスマスク 
・コンフィグ同期モード 
(2)必要に応じて，[パス定義画面]から，AX-Config-Master が自動設定した以下

の項目を変更してください。（必須ではないため省略可能です。） 
・親側接続ポート 
・子側接続ポート 
・切替方法 
(3)装置が稼動中（状態色：緑）に遷移するまでしばらくお待ちください。稼動

中（状態色：緑）ではなく，コンフィグ変更中（状態色：黄）に遷移した場合

は，「コピー＆同期」の操作を実施して稼動中（状態色：緑）に遷移させてく
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ださい。 
 
手順２（Core 装置の場合）： 
(1)Core 装置が不明状態（状態色：青）で検出される際は，Edge 装置と異なり，

Core 装置の上位装置との接続ポートが自動生成されません。[物理ポート一覧

画面]から，上位装置との接続ポートを設計してください。 
(2)Core 装置が不明状態（状態色：青）で検出される際は，Edge 装置と異なり，

Core装置と上位装置間のパスが自動生成されません。[パス定義画面]から，Core
装置と上位装置間のパスを設計してください。 
(3)[装置情報定義画面から]以下の項目を設計してください。 
・名前 
・ロケーション 
・装置の MAC アドレス 
・管理 VLAN IPv4 アドレス 
・管理 VLAN IPv4 アドレスマスク 
・コンフィグ同期モード 
(4)装置が稼動中（状態色：緑）に遷移するまでしばらくお待ちください。稼動

中（状態色：緑）ではなく，コンフィグ変更中（状態色：黄）に遷移した場合

は，「コピー＆同期」の操作を実施して稼動中（状態色：緑）に遷移させてく

ださい。 
 
手順３（Core 装置，Edgte 装置共通）： 
不明状態の装置に対しては，装置を検出するために必要な 低限の設計しか実

施できず，チャネルグループ定義，VLAN 定義，フィルタ定義等の設計を行う

ことができません。これらの項目は装置検出後に設定できますが，装置検出前

に事前設計を行い，装置検出時に，AX－Config-Master-Manager が設計情報か

ら自動生成するコンフィグレーションファイルを装置に配布することで装置

の設定を行いたい場合は，以下の手順で装置の再設計を行ってください。 
(1) 接続した装置を一旦外すか，接続した装置と AX-Config-Master 間の通信を

切断してください。 
(2)（パスが自動生成されている場合は）パスを削除してください。 
(3)装置の削除/追加を行い，装置を再設計してください。またこの際，装置の

「コンフィグ同期モード」を「マネージャ優先」に設定してください。 
(4)チャネルグループ定義，VLAN 定義，フィルタ定義等，必要な設計を行って

ください。 
(5)パスを追加し，設計してください。 
(6)装置を再接続してください。 
 
注意事項１： 
「チャネルグループ定義，VLAN 定義，フィルタ定義等を事前に設計したい場

合」の手順は，装置のコンフィグ同期モードを「マネージャ優先」に設定する

手順です。「マネージャ優先」の場合，AX-Config-Master は，設計内容から自

動生成したコンフィグレーションファイルを装置に配布するため，装置上に定

義されているコンフィグレーションは，AX-Config-Master-Manager が配布した

コンフィグレーションファイルで上書きされます。AX-Config-Master がサポー

トしていないコンフィグレーション項目は，一部を除いて，装置のコンフィグ

レーション上から削除されますので，これを回避したい場合は，コンフィグ同

期モードを必ず「装置優先モード」にし，チャネルグループ定義，VLAN 定義，

フィルタ定義等の設定は，装置検出後に実施するようにしてください。 
 
注意事項２： 
予め装置に定義済みのチャネルグループで装置間を接続する場合は，チャネル
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グループの事前設計を，装置側の設定に合わせて行っておく必要があるため，

上記(1)～(6)の手順でチャネルグループの事前設計を行ってください。コンフ

ィグ同期モードは，注意事項１の内容に従い決定してください。 
装置が不明状態（状態色：青）で検出された。動作監視画面を確認したところ，

隣接発見破棄通知の詳細メッセージに「装置間にパスを作成しました」が表示

されている。 
パスが未設計のポートに装置を接続した場合に，動作監視画面の詳細情報に本

メッセージが出力されます。 

4 

この状態から，項目番号 3 に記載の手順で，装置を運用状態にすることができ

ます。 
装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発

見破棄通知の詳細メッセージに「誤接続の可能性があります」が表示されてい

る。 
誤接続か，接続した装置が正しいく設計されていないことが原因として考えら

れます。 

5 

項目番号 2 を参照してください。 
装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発

見破棄通知の詳細メッセージに「検出された装置は子側接続ポート外に接続さ

れています。」もしくは「検出された装置は上位装置の子側接続ポート外に接

続されています。」が表示されている。 
装置を，パスの事前設計で選択した子側接続ポートと異なるポートに接続した

場合に，動作監視画面の詳細情報に本メッセージが出力されます。 

6 

項目番号 2 を参照してください。 
装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発

見破棄通知の詳細メッセージに「検出された装置はポートレンジ外に接続され

ています。」もしくは「検出された装置は上位装置のポートレンジ外に接続さ

れています。」が表示されている。 
パスの切り替え方法に「ポート」または「ID＋ポート」を設定しているが，パ

スの親側装置のポートレンジ外のポートに装置を接続した場合に，動作監視画

面の詳細情報に本メッセージが出力されます。 

7 

項目番号 2 を参照してください。 
装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発

見破棄通知の詳細メッセージに「AX-Config-Master-Manager と検出した装置間

にパスがありません。」が表示されている。 
パスが未設計の状況で，AX-Config-Master-Manager が Core 装置を検出した場

合に，動作監視画面の詳細情報に本メッセージが出力されます。 

8 

項目番号 2 を参照してください。 
装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発

見破棄通知の詳細メッセージに「AX-Config-Master-Manager と検出した装置間

のパスが不正です。」が表示されている。 
AX-Config-Master-Manager が Core 装置を検出しましたが，図面上で，

AX-Config-Master-Manager と Core 装置間に正常な経路が一つもない状況

（AX-Config-Master-Manager と Core 装置間に，パスと正常運用状態の装置を

経由して AX-Config-Master-Manager から Core 装置まで到達可能な経路が一つ

も無い状況）で，AX-Config-Master-Manager が Core 装置を検出した場合に，

動作監視画面の詳細情報に本メッセージを出力します。 

9 

他の装置がすべて正常に検出されているにもかかわらず，対象装置が依然とし

て正常に検出されない場合は，誤接続または誤設計の可能性がありますので，

項目番号 2 を参照してください。 
10 装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発
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見破棄通知の詳細メッセージに「検出された装置は上位装置のアクセスパス群

に属するポートに接続されています。」が表示されている。 
アクセスパス群で設計されているポートに装置を誤接続した場合に，動作監視

画面の詳細情報に本メッセージが出力されます。 
項目番号 2 を参照してください。 
装置が意図した通りに検出されない。動作監視画面を確認したところ，隣接発

見破棄通知の詳細メッセージに「同一装置内のポート間が接続されています」

が表示されている。 
同一装置内のポート間を接続した場合に，動作監視画面に本メッセージが出力

されます。 

11 

同一装置内のポート間を接続している配線を取り除いてください。 
装置が検出されない。 
［現象の詳細］ 
装置が検出されないため，AX-Config-Master-Manager の動作ログを確認した

が，ある時点からログが全く出力されていない。または，10 分以上の間ログ

が１件も出力されていない時間帯がある。ディスク容量を確認したところディ

スク容量に空きが無い。 
ディスク容量不足が発生すると，ログ出力が行われないことの他に，以降，

AX-Config-Master-Manager が正常に動作できなくなる可能性があります。 

12 

ディスク容量を確保してから，AX-Config-Master を再起動してください。 
装置が検出されない。 
［現象の詳細］ 
稼動中状態（状態色：緑）またはコンフィグ変更状態（状態色：黄）の装置と

のケーブルを抜き，図面上からもパスの削除を行った。この後，取り外した装

置上の前回接続していたポートと異なるポートでパスを再設計し，装置を再接

続したが，装置が検出されず不明状態（状態色：青）のままとなった。 
子側装置（パスを削除した際に不明状態に遷移した側の装置）の接続ポートを

変更する場合は，一度装置を削除する必要があります。 

13 

一度装置を削除してから再設計を行い，装置を接続してください。または，ト

ラブル発生時の対応 7.1 (12) 接続ポートの変更の手順に従い，子側装置の接続

ポートの変更を行ってください。 
物理ポートをチャネルグループに変更後，コピー＆同期を実施する前に，装置

が障害状態に遷移した。その後，上位装置が稼働状態（状態色：緑）－障害状

態（状態色：赤）を繰り返し，下位装置は障害状態（状態色：赤）のままであ

る。 
物理→チャネルグループへの変更操作を行ったが，その後コピー＆同期操作を

行っていなかったため，その後装置が障害状態に遷移し，さらにその後，再検

出した際に，マネージャが保持する設定変更前のコンフィグレーションファイ

ルを装置に配布し，AXCM－装置間で，接続ポートの定義がアンマッチになっ

てしまったことが原因です。 

14 

本現象が発生した場合は，下記手順でリカバを行ってください。 
①AXCM-下位装置間の通信を切断する（回線抜去） 
②上位装置が稼働中状態，または，コンフィグ変更状態で安定するまで待つ（既

に安定している場合は③を実施） 
③AXCM から上位装置，下位装置間のパス削除を行う 
④AXCM から上位装置，下位装置のチャネルグループ削除を行う 
⑤AXCM からパスの追加を行い，親側接続ポート，子側接続ポートに（前回

の）物理ポートを選択する 
⑥物理ポート一覧から，チャネルグループを解除したポートの稼動状態を「停

止」から「稼動」に変更する 
⑦下位装置の CLI から，AX-Config-Master が設定したチャネルグループ定義を
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外し，設定前の状態に戻す 
⑧下位装置を「装置優先」モードにする。 
⑨AXCM-下位装置間を接続する（回線再接続） 
⑩物理→チャネルグループへの変更を再実施する 
⑪上位装置，下位装置に対して，コンフィグレーションのコピー＆同期を実施

する 
パス未設計の状態で，装置を AX-Config-Master に接続したが，パスが自動で生

成されない。 
対象装置が Core装置である（対象装置に対して，Edge 装置の設定ではなく Core
装置の設定を行っている）ことが原因として考えられます。 
AX-Config-Master は，パスが未設計の Edge 装置を検出すると，パスを自動生

成して図面上に描画しますが，パスが未設計の Core 装置を検出した場合は，

パスを自動生成しません。 
なお「装置の設定」については，「6.1 装置の起動/停止方法」を参照してくだ

さい。 

15 

上記の状態から，対象装置に対して，ポートとパスを設計してください。また，

名前，ロケーション，管理 VLANIPv4 アドレス，および，同マスクが未設計の

場合は，これらの設計も行ってください。（対象装置が検出され，稼働中状態

（状態色：緑），または，コンフィグ変更状態（状態色：黄）に遷移します。）

ただし，特別な理由がない限り，AXCM 対応装置は，Core 装置ではなく，Edge
装置にする（Edge 装置の設定をする）ことを推奨します。 
図面上の設計と実配線が異なっている状況（パスを誤設計しているか，また

は，装置を誤接続している状況）であるが，装置が正常に検出された。（図面

上で装置が稼働中状態（状態色：緑），または，コンフィグ変更状態（状態色：

黄）に遷移した。） 
対象装置が Core装置である（対象装置に対して，Edge 装置の設定ではなく Core
装置の設定を行っている）ことが原因として考えられます。 
Core 装置は，Edge 装置と異なり，接続ポートやパスの設計と実配線が異なっ

ている場合であっても，実配線が AX-Config-Master と通信可能な状態になって

いると，正常に検出される場合があります。 
なお「装置の設定」については，「6.1 装置の起動/停止方法」を参照してくだ

さい。 

16 

①一度対象装置と AX-Config-Master 間の通信を切断し，パスの再設計，また

は，実配線の修正を行ってください※1。 
②対象装置のコンフィグ同期モードを「装置優先」モードにしてください。 
③対象装置と AX-Config-Master 間を再接続してください。 
④必要に応じて，対象装置のコンフィグ同期モードを変更してください。 
なお，特別な理由がない限り，AXCM 対応装置は，Core 装置ではなく，Edge
装置にする（Edge 装置の設定をする）ことを推奨します。 
 
注※1 Core装置の場合，実配線の修正を行う際には必ずCore装置の設定（「6.1 
装置の起動/停止方法」を参照）を再度実施してください。（接続ポートに対

する管理VLANの設定を変更する必要があります。） 

(7) サーバマネージャの操作 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 

1 サーバマネージャでデータベースの追加または削除を行おうとした際，
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「SQLServer への接続に失敗しました。」というメッセージボックスが表示さ

れる 
MSDE 2000 Release A のサービス MSSQLSERVER が停止しています。 
タスクバーのアイコン通知領域から［SQL Server サービス マネージャ］を表

示し，〔開始/再開〕ボタンをクリックして MSSQLSERVER サービスを起動し

ます。 
サーバマネージャでデータベースの追加を行おうとした際，「指定されたﾃﾞｰ

ﾀﾍﾞｰｽは、既に存在します。」というメッセージボックスが表示される 
他のアプリケーションから利用している同名のデータベースが既に存在して

います。または，AX-Config-Master の再インストール時に現象のメッセージが

表示された場合，アンインストール時にデータベース削除を行わなかった可能

性があります。 

2 

追加しようとしている名称のデータベースが他のアプリケーションから使用

されていないことを確認します。追加しようとしている名前のデータベースが

他のアプリケーションから使用されていないことが確認できたら，次の手順で

データベースを削除してください。 
(1)コマンドプロンプトを開きます。 
(2)以下のコマンドを実行し，osql ユーティリティを起動します。 
 osql  -U sa  -P 
(3)osql ユーティリティのプロンプト（1>）が表示されたら，以下のコマンドを

実行します。 
 drop  database  サーバマネージャから指定した SQLServer データベース名 
 go 
 exit 
(4)サーバマネージャでデータベースを登録し直します。 
サーバマネージャでデータベースの編集または削除を行おうとした際，「指定

されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽは現在使用中です。変更または削除できません。」というメッ

セージボックスが表示される 
AX-Config-Master-View を強制終了させた，または AX-Config-Master-View が異

常終了した直後に上記操作を行っている可能性があります。 

3 

以下の手順を実施します。 
(1)NFMServer サービスが起動されている状態で AX-Config-Master-View を起動

します。 
(2)AX-Config-Master-View を終了します。 
(3)AX-Config-Master-View と同じマシンに AX-Config-Master-Manager をインス

トールしている場合，SMService サービスを停止します。 
(4)NFMServer サービスを停止します。 
(5)再度サーバマネージャを起動し，データベースの操作を行います。 

(8) AXCM の異常終了 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
AX-Config-Master-View を起動させたが，［図面］画面が表示されない 
または，カレント図面が新規に追加できない 
AX-Config-Master-View の起動に失敗しました。 

1 

7.1 トラブル発生時の対応 (1) AXCMの起動・停止を参照してください。 
2 AX-Config-Master-View が異常終了した 
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［現象の詳細］ 
次のメッセージが表示され，AX-Config-Master-View が異常終了した 
「内部処理エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後

AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」 
AX-Config-Master-View と AX-Config-Master-Manager を同一マシン上にインス

トールしている環境で， 
AX-Config-Master-Manager の設定ファイル 
<TARGETDIR>\Manager\lib\manager.properties に設定されている

「AX-Config-Master-View の IP アドレス」の値｢127.0.0.1｣を変更したことが原

因として考えられます。 
AX-Config-Master-View と AX-Config-Master-Manager を同一マシン上にインス

トールしている環境では，AX-Config-Master-View の IP アドレスには，ローカ

ルホストアドレス｢127.0.0.1｣を設定する必要があるため，設定値を｢127.0.0.1｣
にしてください。またこの場合，設定を有効にするために，

AX-Config-Master-Manager を再起動してください。 
AX-Config-Master-View が異常終了した 
 
［現象の詳細］ 
次のメッセージが表示され，AX-Config-Master-View が異常終了した 
「内部処理エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後

AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」 
AX-Config-Master-View と AX-Config-Master-Manager との間で通信障害が発生

していることが原因として考えられます。 

3 

AX-Config-Master-View と AX-Config-Master-Manager 間の回線を確認し，回線

が物理的に切断されている場合は接続してください。またこの場合，

AX-Config-Master-Manager と，AX-Config-Master-View の再起動を行ってくださ

い 
AX-Config-Master-View が異常終了した 
 
［現象の詳細］ 
次のメッセージが表示され，AX-Config-Master-View が異常終了した 
「内部処理エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後

AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」 
AX-Config-Master-Manager が停止していることが原因として考えられます。 

4 

AX-Config-Master-View を終了し，AX-Config-Master-Manager を起動した後

AX-Config-Master-View を再起動してください。 
5 AX-Config-Master-View にログインしたところ，AX-Config-Master-View が異常

終了した。あるいは，装置を接続したところ AX-Config-Master-View が異常終

了した。 
 
［現象の詳細］ 
次のメッセージが表示され，AX-Config-Master-View が異常終了した 
「通信エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後

AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドが異常終了しました。」 
AX-Config-Master-Manager の動作ログに以下が出力されている。 
・メッセージ ID=E0101019，メッセージ内容=「IP アドレスの取得に失敗しま

した」 
・メッセージ ID=E5050999，メッセージ内容=「予期しないエラーが発生しま
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した」 
AX-Config-Master-Manager用の IPアドレスの取得はAX-Config-Master-Manager
に装置が接続された時に行いますが，このとき，AX-Config-Master-Manager 用
の IP アドレスの取得に失敗しています。AX-Config-Master-Manager をインスト

ールしたマシンに複数の IP アドレスが設定されている※1 ことが原因です。 
 
注※1  AX-Config-Master-Manager をインストールしたマシンにネットワーク

インタフェースカードが実装されており，ネットワークインタフェースに対し

て割り当てられた IP アドレスの個数の合計が 2 個以上の場合。IP アドレスの

個数は IPv4 アドレス 127.0.0.1 を除いた，以下の IP アドレスが個数の対象にな

ります。 
 ・IPv4 アドレス 
 ・IPv6 アドレス(IPv6 プロトコルをインストール済みの場合)  
AX-Config-Master-Manager のプロパティファイル「manager.properties」に， 
次の記述を追記し使用する IP アドレスを明示的に定義してください。 
MANAGER_IP_ADDRESS=nnn.nnn.nnn.nnn 
(nnn.nnn.nnn.nnn に実際に使用する IPv4 アドレスを記述します。なお，local host 
アドレス 127.0.0.1 は指定できません。) 
設定を行った後，AX-Config-Master-Manager，AX-Config-Master-View を再起動

してください。 
AX-Config-Master-Manager が異常終了した 
 
［現象の詳細］ 
AX-Config- Master を起動後，Windows の［スタート］メニュー－［設定］－

［コントロールパネル］－［パフォーマンスとメンテナンス］－［管理ツール］

－［サービス］の［アイコン一覧表示］画面で「SMService」の［状態］を確

認したところ，「停止」状態になっている。 
［出力ログ］ 
SMService のイベントログに以下が出力されている。 
・メッセージ内容=「コマンドが異常終了しました。」 
AX-Config-Master-Manager の動作ログに以下が出力されている。 
・メッセージ ID=E5050999，メッセージ内容=予期しないエラーが発生しまし

た 
AX-Config-Master-Manager で予期しないエラーが発生し，正常にサービスを継

続できない状態になったため異常終了した。 

6 

AX-Config-Master-Manager，AX-Config-Master-View を再起動後，お問い合わせ

窓口までご連絡ください。 
AX-Config-Master-View が異常終了した 
 
［現象の詳細］ 
次のメッセージが表示され，AX-Config-Master-View が異常終了した 
「通信エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後

AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」 
AX-Config-Master-View と AX-Config-Master-Manager との間で通信障害が発生

していることが原因として考えられます。 

7 

AX-Config-Master-View と AX-Config-Master-Manager 間の回線を確認し，回線

が物理的に切断されている場合は接続してください。またこの場合， 
AX-Config-Master-View の再起動を行ってください 

8 AX-Config-Master-View が異常終了した 
 
［現象の詳細］ 
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次のメッセージが表示され，AX-Config-Master-View が異常終了した 
「通信エラーが発生しました。OK ボタンを押下して本画面を閉じた後

AX-Config-Master-View を終了して，再起動を行って下さい。」 
AX-Config-Master-View の稼働中に AX-Config-Master-Manager が停止したこと

が原因として考えられます。 
AX-Config-Master-Manager が起動しているか確認し，停止している場合には

AX-Config-Master-Manager の起動を行ってください 

(9) インストール／アンインストール 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
AX-Config-Master-Manager をインストールしようとしたところ，以下のエラー

メッセージが表示され，インストーラが終了してしまう。 
「既に AX-Config-Master-View がインストールされている為，セットアップを

中止します。 
AX-Config-Master-View をアンインストールするか，別のマシンへインストー

ルしてください。」 
AX-Config-Master-View がインストールされているマシンに対し，後から

AX-Config-Master-Manager をインストールすることはできません。 

1 

AX-Config-Master-View をアンインストールした後，AX-Config-Master-Manager
をインストールするか，別のマシンに AX-Config-Master-Manager をインストー

ルしてください。 
AX-Config-Master-View の削除を実行したところ「アンインストーラの起動に

失敗しました」とダイアログが表示された。 
AX-Config-Master-View を AX-Config-Master-Manager と同一マシンにインスト

ールしている場合，アンインストールで利用するランタイムファイルが削除さ

れてしまうことがまれにあります。 

2 

AX-Config-Master-View を上書きインストールし，OS を再起動した後，再度

AX-Config-Master-View の削除を実行してください。 

 



 390 

 

(10) バックアップ／リストア 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
データベースのリストアを行ったところ，「リストア処理中にエラーが発生し

ました。」というメッセージが出力され，リストアに失敗した。 
データベースのリストアを行うために SMService の停止を行ったが，

AX-Config-Master-Manager のプロセスが停止しておらず，DB をアクセスして

いたことが原因として考えられます。 

1 

AX-Config-Master-Managerが処理中にSMServiceの停止を行った場合，

AX-Config-Master-Managerが規定時間内に停止しないと，SMServiceは終了待ち

タイムアウトして先に停止します。ただし，SMServiceが先に停止した場合で

も，AX-Config-Master-Managerは実行中の処理が終了した時点で停止しますの

で，しばらく待ってからリストアを行ってください。それでも問題が解決しな

い場合は，(1) AXCMの起動・停止 項目番号 3 に記載の手順に従い，

AX-Config-Master-Managerを強制終了してから，データベースのリストアを実

施してください。 
データベースのリストアを行ない，装置を接続したが，装置が正常に検出され

ない。（装置ステータスが，障害状態（状態色：赤）もしくは不明状態（状態

色：青）に遷移した。） 
データベースをバックアップした時点の装置の構成（トポロジ）や，装置のコ

ンフィグレーションの情報と，データベースをリストアしたときの装置の構成

（トポロジ）や，装置のコンフィグレーションの情報とが不一致であることが

原因で，装置を AX-Config-Master に接続した際，装置が正常に検出されなかっ

たと考えられます。 

2 

（１）データベースをバックアップした時点の装置の構成（トポロジ）と，デ

ータベースをリストアしたときの装置の構成（トポロジ）とが不一致の場合 
 
・実際に接続されていない装置が図面画面上に存在する場合は，当該装置を削

除してください。 
・図面画面上に存在しない装置が AX-Config-Master に接続されると，装置は不

明状態（状態色：青）の装置として検出されます。この場合は，[装置情報定

義]画面を開き，管理 VLAN IPv4 アドレスおよびマスクを入力して，OK ボタ

ンを押下してください。これにより，装置は，コンフィグ変更状態（状態色：

黄）に遷移しますので，この後，必要に応じて「コピー＆同期」を実施して稼

働中状態（状態色：緑）に遷移させてください。 
 
（２）データベースをバックアップした時点の装置のコンフィグレーションの

情報と，データベースをリストアしたときの装置のコンフィグレーションの情

報とが不一致の場合 
 
下記項目のいずれかが不一致であることが，原因と考えられます。 
・装置間の接続ポート 
・管理 VLAN ID 
・装置の管理 VLAN IPv4 アドレスおよびマスク 
・AX-Config-Master-Manager の IP アドレス 
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下記手順で復旧を行なってください。 
①一旦 AX-Config-Master と装置間の回線を抜去します。 

③ 装置を再設計します。 
③AX-Config-Master-Manager が保持している，下記コンフィグレーションファ

イルをすべて削除してください。 
<TARGETDIR>¥Manager¥lib¥configuration-files¥*.cfg 
注※<TARGETDIR>… 
    AX-Config-Master-Manager インストールディレクトリ 
   （例）C:¥Program Files¥Alaxala¥AX-Config-Master-Manager 
④装置を AX-Config-Master に接続してください。 

(11) AXCM の画面表示 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
AX-Config-Master-View の画面にて設定操作を行い，応答が戻ってくるまでに

マウスやキーボード操作にて AX-Config-Master-View の［メイン］画面にフォ

ーカスを設定した場合，しばらく待っても応答が返ってこない。または，しば

らく待っても画面が固まったように見える。 
設定処理を行った後，応答が返るまでに時間のかかるものもありますが，応答

が返るまでに AX-Config-Master-View の［メイン］画面にフォーカスを設定す

る操作を行うと，応答の結果を表示する画面が画面奥に配置されてしまい，前

面に存在する画面に隠されて表示されていないように見えることがあります。

1 

本現象が発生した場合には，以下のいずれかの方法で回避してください。画面

奥に配置されてしまった画面を 前面へ持ってくることが可能です。 
・ [Alt]＋[Tab]キーを押下し，（コーヒーカップの絵の）Java アイコンへア

プリケーション切替を行う 
・ AX-Config-Master-View の[メイン]画面を 小化し，その後，タスクバー

から元の大きさに戻す 
・ 固まったように見える画面をマウスで移動できる場合は移動する，移動

した画面の後ろに［完了メッセージ］画面，［警告メッセージ］画面，

［エラーメッセージ］画面などが隠れていた場合，それらの画面を閉じ

ることで固まったように見える画面が操作できるようになる 
上記の対応で現象を回避できない場合には，以下の方法で回避してください。

・ AX-Config-Master-View の[メイン]画面の右上にある[×]ボタン(クローズ

ボタン)を押して AX-Config-Master-View を終了し，その後，

AX-Config-Master-View を再起動する 
［実行確認］画面を表示する設定にしている場合，AX-Config-Master-View の

画面にて設定操作または削除操作を行った際，しばらく待っても［実行確認］

画面または［削除確認］画面が表示されない。または，画面が固まったように

見える。 

2 

［実行確認］画面または［削除確認］画面が 前面に表示されず，画面奥に配

置されてしまい，前面に存在する画面に隠されて表示されていないように見え

ることがあるためです。本現象が発生する場合がある操作の例として，以下が

あります： 
・ ［フィルタ定義一覧］画面で複数のインタフェースに適用されているア

クセスリストを編集しようとした場合 
・ ［フィルタ定義一覧］画面で複数のインタフェースに適用されているア

クセスリストに対して［シーケンス番号再設定］画面でシーケンス番号
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の再設定を行おうとした場合 
本現象が発生した場合には，以下のいずれかの方法で回避してください。画面

奥に配置されてしまった画面を 前面へ持ってくることが可能です。 
・ [Alt]＋[Tab]キーを押下し，（コーヒーカップの絵の）Java アイコンへア

プリケーション切替を行う 
・ AX-Config-Master-View の[メイン]画面を 小化し，その後，タスクバー

から元の大きさに戻す 
［実行確認］画面を表示する設定にしている場合，AX-Config-Master-View の

画面にて設定操作または削除操作を行った際，入力項目の表示されない画面が

残留し，画面が固まったように見える。 
［実行確認］画面または［削除確認］画面が閉じた後，ごくまれに［実行確認］

画面または［削除確認］画面の奥に配置されていた画面の入力項目が表示され

なくなる場合があります。本現象が発生する場合がある操作の例として，以下

があります： 
・ ［装置情報定義］画面で装置を削除しようとした場合 
・ ［物理ポート削除］画面で物理ポートを削除しようとした場合 

3 

本現象が発生した場合には，以下の方法で回避してください。 
・ AX-Config-Master-View の[メイン]画面の右上にある[×]ボタン(クローズ

ボタン)を押して AX-Config-Master-View を終了し，その後，

AX-Config-Master-View を再起動する 
メインメニューまたは［図面］画面上の装置シンボルのコンテキストメニュー

から［コピー＆同期］を実行し，［実行中］画面が表示されている状態で，［図

面］画面上の装置シンボルを操作しても，何も起こらない。 
［実行中］画面表示時に［図面］画面上のシンボル操作を行っても，操作は無

効になります。 

4 

［実行中］画面が表示されている場合に［図面］画面上のシンボル操作を行わ

ないようにします。 
［装置一覧］，［パス一覧］，[トランクポート VLAN] ，[アクセスポート

VLAN] ，[アクセスパス群定義]画面上に表示されるテーブルのヘッダー部分

をクリックしてもソートが行われない。 
クリックが認識されませんでした。クリックが稀に認識されない場合がありま

す。 

5 

再度クリックしてください。 

 

(12) 接続ポートの変更 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
事前設計を完了し装置を検出した後で，子側装置の接続ポートの変更を行いた

いが，5.5.2 子側接続ポート定義で非推奨とされている。 
単に子側装置の接続ポートの張替えを行っただけでは子側装置が正常に検出

されない場合があり，下記に示すコンフィグレーションファイルの削除または

差し替え手順が必要なため非推奨の扱いにしています。 

1 

子側装置が「装置優先モード」の場合，（１），（３）の方法により，子側装

置の接続ポートの変更を行うことができます。 
 
子側装置が「マネージャ優先モード」の場合，（１），（２），（３）いずれ

かの方法により，子側装置の接続ポートの変更を行うことができます。 
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（１）AX-Config-Master が管理するコンフィグレーションファイルを削除する

方法 

①対象装置と AX-Config-Master 間の通信を切断（または接続を切断）してく

ださい。 

 

②子側装置が「マネージャ優先モード」の場合は，AX-Config-Master が管理す

る対象装置のコンフィグレーションファイルを手動で削除してください。（※

1, ※3を参照） 
子側装置が「装置優先モード」の場合は，本手順は不要です。（手順③に進ん

でください。） 

 

③親側装置－子側装置間のパスを削除してください。必要であれば，パスの設

定内容をメモ帳等に控えてください。（手順④で再度同様の設定を行います）

 

④親側装置－子側装置間のパスを再設計してください。このとき，子側接続ポ

ート定義で変更後のポートを設定してください。子側接続ポート定義以外の設

定は，③で削除したパスの設定と同じ設定を行ってください。 

 

⑤子側装置の CLI から，下記のコマンドを投入して，旧接続ポートに設定され

ている管理 VLAN（デフォルトは VLAN ID 1000）と，ユーザ VLAN（下記の

例では，VLAN 1,100,200,2000）の削除を行ってください（子側装置が

AX-Config-Master 直下の Core 装置の場合は，ユーザ VLAN は未定義のため，

削除は不要です）。 
子側装置が AX-Config-Master 直下の Core 装置の場合： 
config 
interface {fastethernet/gigabitethernet/tengigabitethernet } n/n   (n/n は旧接続ポー

トの Slot 番号/Port 番号) 
no switchport access vlan 1000 
top 
子側装置がその他の AXCM 対応装置の場合： 
config 
interface {fastethernet/gigabitethernet/tengigabitethernet } n/n   (n/n は旧接続ポー

トの Slot 番号/Port 番号) 
no switchport trunk allowed vlan 1,100,200,1000,2000 
top 
 
⑥続けて，子側装置の CLI から，下記のコマンドを投入して，変更後のポート

に管理 VLAN（デフォルトは VLAN ID 1000）の設定を行ってください（ユー

ザ VLAN の設定は不要です）。 
子側装置が AX-Config-Master 直下の Core 装置の場合： 
interface {fastethernet/gigabitethernet/tengigabitethernet } n/n   (n/n は変更後のポ

ートの Slot 番号/Port 番号) 
lldp enable 
switchport mode access 
switchport access vlan 1000 
top 
save 
exit 
子側装置がその他の Core 装置の場合： 
interface {fastethernet/gigabitethernet/tengigabitethernet } n/n   (n/n は変更後のポ

ートの Slot 番号/Port 番号) 
lldp enable 
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switchport mode trunk 
switchport trunk allowed vlan 1000 
top 
save 
exit 
子側装置が Edge 装置の場合： 

管理 VLAN の設定は不要ですので，以下のコマンドのみ投入してください。 
lldp enable 
save 
top 
exit 
 
 
⑦装置と AX-Config-Master を再接続してください。 
 
⑧装置が正常に検出されたら，コピー＆同期操作を行ってください。 
 
※子側装置が「マネージャ優先」モードの場合，本リカバ方法を実施すると，

対象装置を検出した際に AX-Config-Master が新規に生成するコンフィグレー

ションファイルが配布されるため，AX-Config-Master が未サポートの定義はす

べて装置のコンフィグレーション上から失われます。これを回避したい場合は

（２）のリカバを行なってください。 

 

（２）AX-Config-Master が管理するコンフィグレーションファイルをコンフィ

グレーションバックアップファイルに差し替える方法（本手順は，子側装置が

「マネージャ優先」モードの場合の手順です） 

①対象装置と AX-Config-Master 間の通信を切断（または接続を切断）してく

ださい。 

 

②AX-Config-Masterが管理する対象装置のコンフィグレーションファイルを，

新のコンフィグレーションバックアップファイルで上書きしてください。た

だし，この方法は 1.7.3 コンフィグレーションバックアップ機能の停止が行な

われていないことが前提になります。 
（もし，装置に反映させたいコンフィグレーションファイルをお持ちの場合は

そのファイルを上書きしてください。）（※1～※3を参照） 

 

③手順②で上書きしたコンフィグレーションファイルをエディタで開き，親側

装置との旧接続ポート（物理インタフェース）に設定されている管理 VLAN（デ

フォルトは VLAN ID 1000）と，ユーザ VLAN（子側装置が AX-Config-Master
直下の Core 装置以外の，AXCM 対応装置の場合のみ。下記の例では，VLAN 
1,100,200,2000）を削除してください。 
子側装置が AX-Config-Master 直下の Core 装置の場合： 
switchport access vlan1000 
子側装置がその他の AXCM 対応装置の場合： 
switchport trunk allowed vlan 1,100,200,1000,2000 
 

④また，親側装置との張替え後の接続ポート（物理インタフェース）に管理

VLAN の定義（以下の下線部の定義）を追加し上書き保存てください。 

子側装置が AX-Config-Master 直下の Core 装置の場合： 
switchport mode access 
switchport access vlan 1000 
lldp enable 
子側装置がその他の AXCM 対応装置の場合： 
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switchport mode trunk 
switchport trunk allowed vlan 1,100,200,1000,2000 
lldp enable 
 

⑤（１）の③④⑦⑧を順に実施してください。 

 

（３）装置を再設計する方法 

①対象装置と AX-Config-Master 間の通信を切断（または接続を切断）してく

ださい。 
 

②装置の削除・再設計を行なった後，装置を再接続してください。 

 

③装置が正常に検出されたら，コピー＆同期操作を行ってください。 
 
注※1 コンフィグレーションファイル格納フォルダ： 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-files 

コンフィグレーションバックアップファイル格納フォルダ： 

<TARGETDIR>\Manager\lib\configuration-backup-files 

 

注※2上書きするコンフィグレーションファイルのファイル名は，コンフィグ

レーション格納フォルダ内のコンフィグレーションファイル名と異なります

ので，上書きの際に，ファイル名をコンフィグレーション格納フォルダ内のコ

ンフィグレーションファイル名と同一のファイル名に変更する必要がありま

す。 

 

注※3コンフィグレーションファイル格納フォルダにある，対象装置のコンフ

ィグレーションファイルが不明の場合は，下記手順でファイル名を調べること

ができます。 

i)Windows のスタートメニューからコマンドプロンプトを開きます 

ii)下記のコマンドを投入します。（「WFMDB」は SQL データベース名です。

AX-Config-Master インストール時に特に変更していなければ，「WFMDB」です。）

osql -Usa -P -d WFMDB 

iii)続けて下記コマンドを投入することで，装置のロケーション名とコンフィ

グレーションファイル名の対応を調べることができます。 

select location,configfile_name from oan_node 

go 

iv)下記コマンドで終了します。 

exit 
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(13) 管理 VLAN 
 

現象 
原因 

項 目

番号 
対応方法 
2.2.1 (1) manager.propertiesファイルの設定に記載に手順で管理VLANの変更を

行ったが，変更が反映されていない（VLAN一覧画面で確認したところ，管理

VLANが変更されていない）。 
 AX-Config-Master-Manager のインストールを完了し OS の再起動を行った

後，または AX-Config-Master-Manager 起動後に，管理 VLAN の変更を，実施

したことが原因として考えられます。 
 管理 VLAN の変更は，AX-Config-Master-Manager インストール完了後，OS
の再起動を行う前で，かつ，AX-Config-Master-Manager 初回起動前にしか行う

ことができません。以降，管理 VLAN の変更手順を行ったとしても変更は反

映されません。 

1 

①AX-Config-Master-View，AX-Config-Master-Manager を停止してください。

②サーバマネージャからデータベースの削除/新規追加を行ってください。 

③プロパティファイル manager.properties に以下の１行を追加してくださ

い。 

MANAGE_VLAN_NO=nnnn 

(nnnn に変更後の管理 VLAN の VLAN ID を指定します) 

④AX-Config-Master-Manager，AX-Config-Master-Viewを再起動してください。
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7.2 エラーメッセージ一覧 

(1) エラーログに出力されるメッセージ 

エラーログに出力されるエラーメッセージを次の表に示します。 

表 7-1 エラーログに出力されるエラーメッセージ一覧 

 
項番 エラーID エラーメッセージ 内容 
1 E0101001 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager-default.properties 
が 見 つ か ら な い 為
AX-Config-Master-Manager
を終了します 

oan-mgr.jar 内にデフォルトプロ

パ テ ィ フ ァ イ ル

「manager-default.properties」が

存 在 し な い た め

AX-Config-Master-Manager の起

動を異常終了します 
2 E0101002 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager-messages.properties 
が 見 つ か ら な い 為
AX-Config-Master-Manager
を終了します 

oan-mgr.jar 内にメッセージ定義

プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル

「 manager-messages.properties」
が 存 在 し な い た め

AX-Config-Master-Manager の起

動を異常終了します 
3 E0101004 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager-default.properties 
の読み込みに失敗した為
AX-Config-Master-Manager
を終了します 

oan-mgr.jar 内のデフォルトプロ

パ テ ィ フ ァ イ ル

「manager-default.properties」の

読 み 込 み に 失 敗 し た た め

AX-Config-Master-Manager の起

動を異常終了します 
4 E0101005 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager-messages.properties 
の読み込みに失敗した為
AX-Config-Master-Manager
を終了します 

oan-mgr.jar 内のデフォルトプロ

パ テ ィ フ ァ イ ル

「 manager-messages.properties」
の読み込みに失敗したため

AX-Config-Master-Manager の起

動を異常終了します 
5 E0101009 AX-Config-Master-Manager

の起動に失敗しました 
AX-Config-Master-Manager 起動

中にエラーが発生したため

AX-Config-Master-Manager の起

動に失敗しました 
6 E0101017 AX-Config-Master-Manager

の装置情報取得に失敗しま

した 

DB に 定 義 さ れ て い る

AX-Config-Master-Manager の装

置情報取得に失敗しました 
7 E0101018 装置情報取得に失敗しまし

た 
AX-Config-Master-Manager 起動

中に DB からの装置情報取得に

失敗しました 
8 E0101019 IPアドレスの取得に失敗し

ました 
AX-Config-Master-Manager から

の IPアドレス取得に失敗しまし

た 
9 E0102002 生存監視の登録に失敗しま

した 
AX-Config-Master-Manager が装

置に対して実施する生存監視

が，正常に行われませんでした
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10 E0102003 生存監視の登録解除に失敗

しました 
AX-Config-Master-Manager が装

置に対して実施する生存監視が

正常に終了できませんでした 
11 E0102760 処理 ID が登録されていま

せん。 
AX-Config-Master-Manager 内

で，内部処理エラーが発生して

いる可能性があります 
12 E0103999 DB のアクセスに失敗しま

した 
AX-Config-Master-Manager が

DB に ア ク セ ス し た 際 ，

SQLException が発行され SQL
文の発行に失敗しました 

13 E0201901 DB の内容に不正があるた

め処理を中断します 
DB の内容が破損しています。

AX-Config-Master を終了して，

図面上の装置すべてを一度「装

置優先」モードに切り替え，

新のバックアップファイルを

AX-Config-Master にリストアし

た後，AX-Config-Master を再起

動してください。 
14 E0202001 入力パラメタ（引数）が不

正です 
AX-Config-Master-Manager での

処理中に不正な引数が検出され

エラーが発生しました 
15 E0202002 AX-Config-Master-Manager

での処理中にエラーが発生

しました（DB 不一致） 

DB 内で情報の不一致が発生し

ました 

16 E0202003 AX-Config-Master-Manager
での処理中に予期せぬエラ

ーが発生しました 

AX-Config-Master-Manager での

処理中に予期しないエラーが発

生しました 
17 E0202004 AX-Config-Master-Manager

での処理中にエラーが発生

しました（DB 障害） 

AX-Config-Master-Manager が

DB に ア ク セ ス し た 際 ，

SQLException が発行され SQL
文の発行に失敗しました 

18 E0202005 ネットワークモデルでエラ

ーが発生しました 
ネットワークモデルへの処理中

に予期しないエラーが発生しま

した 
19 E0202018 DB の内容に不正があるた

め処理を中断します 
DB の内容が破損しています。

AX-Config-Master を終了して，

図面上の装置すべてを一度「装

置優先」モードに切り替え，

新のバックアップファイルを

AX-Config-Master にリストアし

た後，AX-Config-Master を再起

動してください。 
20 E0203004 不正なデータを確認したた

め、コンフィグレーション

ファイルを生成できませ

ん。([項目名]=[値]) 

コンフィグ生成で，レイヤ２の

フィルタ情報を処理中に不正な

データを確認しました 

21 E0203011 L2 装置に設定するルート

情報が不正です。登録され

ている情報を確認してくだ

さい。 

レイヤ 2 の装置（AX2400S）に

対してスタティックルート定義

を行う場合は，デフォルトルー

ト定義のみが可能です。デフォ

ルトルート定義以外の定義は削
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除してください。 
22 E0205101 ネットワークモデル操作で

異常が発生しました 
AX-Config-Master-Manager がネ

ットワークモデル操作を行った

際に，予期しないエラーが発生

しました 
23 E0205102 削除対象がネットワークモ

デル上に存在しません 
削除対象がネットワークモデル

上に存在しないため削除オペレ

ーションに失敗しました 
24 E0205103 パス設定済みのチャネルグ

ループの削除操作が発生し

たため反映に失敗しました

対象のポート(チャネルグルー

プ)にパスが定義されているた

めポート(チャネルグループ)の
削除に失敗しました 

25 E0205104 パス設定済みのポートをチ

ャネルグループへ追加する

操作が発生したため反映に

失敗しました 

対象のポート(チャネルグルー

プ)にパスが定義されているた

めポート(チャネルグループ)の
更新に失敗しました 

26 E0205106 Manager 設定可能範囲外の

VLAN_ID を検出しました 
AX-Config-Master-Manager で設

定可能範囲外の VLAN ID が指

定されました 
27 E0205107 指定された装置モデルが存

在しません 
対象の装置が存在しないため，

要求を処理できませんでした 
28 E0205109 チャネルグループ追加対象

のポートモデルが存在しま

せん 

対象のポートが存在しないた

め，チャネルグループ追加要求

を処理できませんでした 
29 E0205112 コンフィグレーションファ

イルの反映に失敗しました

コンフィグレーションファイル

情 報 を

AX-Config-Master-Manager の管

理情報に反映できませんでした

30 E0205113 パス設定済みのポートの削

除処理が発生したため反映

に失敗しました 

本メッセージは，装置にチャネ

ルグループによるパスが設計済

みの状況で出力する可能性があ

ります 
31 E0205114 vlan id が不正です (vlan 

id=[VLAN ID])。 
AX-Config-Master-View からコ

ンフィグレーション関連の操作

を行った際，パス設定済みのポ

ートの削除処理が発生したた

め，コンフィグレーション内容

の反映に失敗しました 
32 E0205115 該当ポートオブジェクトが

発見できませんでした(ポ
ート ID=port n/n)。 

操作対象のポートが見つかりま

せん 

33 E0205116 該当VLANオブジェクトが

発見できませんでした

(VLAN ID=[VLAN ID])。 

指定された VLAN ID が不正で

す 

34 E0205117 フィルタのない vlan に対

し、MAC モードが設定され

ているため、コンフィグレ

ーションの反映に失敗しま

し た (VLAN ID=[VLAN 
ID])。 

コンフィグレーション上で，

VLAN インタフェースに MAC
モードのみが設定され，フィル

タの適用が１件も無い場合，

AX-Config-Master から，当該コ

ンフィグレーションに対する操

作を行うことができません 
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35 E0205118 フィルタの bound 指定が不

正なため、コンフィグレー

ションの反映に失敗しまし

た。flow id=[Flow ID] 

AX-Config-Master がコンフィグ

レーションの読み込みを行った

際，不正な bound 指定を含むフ

ィルタ定義を検出しました 
36 E0301001 セレクタの起動に失敗しま

した 
AX-Config-Master-Manager 内で

メッセージ送受信処理中に例外

が発生しました 
37 E0301002 ソケットの登録時にエラー

が発生しました 
AX-Config-Master-Manager 内で

メッセージ送受信処理中に例外

が発生しました 
38 E0301003 ソケットのクローズ時にエ

ラーが発生しました 
AX-Config-Master-Manager 内で

メッセージ送受信処理中に例外

が発生しました 
39 E0301006 未知のホストです 不正な宛先 IPアドレスを検出し

たため，装置へのメッセージ送

信処理に失敗しました 
40 E0301008 データ送信時にエラーが発

生しました 
装置へのデータ送信処理で例外

が発生しました 
41 E0301009 データ受信時にエラーが発

生しました 
装置からのデータ受信処理で例

外が発生しました 
42 E0301011 ロケータ設定処理に失敗し

ました。 IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に例外が発生

し，アクセス先装置のロケータ

情報設定処理に失敗しました 
該当する API： 
ISession#setLocator または， 
ISession#open 

43 E0301012 ロック取得処理に失敗しま

し た 。 IP ア ド レ ス ＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に例外が発生

し，アクセス先装置のロック取

得に失敗しました 
該当する API： 
ISession#lock 

44 E0301013 セッションクローズ処理に

失敗しました。IP アドレス
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に例外が発生

し，アクセス先装置のセッショ

ンクローズ処理に失敗しました

該当する API： 
ISession#close 

45 E0301014 コンフィグレーションファ

イル取得処理に失敗しまし

た 。 IP ア ド レ ス ＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に例外が発生

し，アクセス先装置のコンフィ

グレーションファイル取得処理

に失敗しました 
該当する API： 
ISession#getConfig 

46 E0301015 ファイルオブジェクトが

null です 
ON-API 使用時に，アクセス先装

置のコンフィグレーションファ

イル取得処理に失敗しました 
該当する API： 
ISession#getConfig 

47 E0301016 アンロック取得処理に失敗

しました 
ON-API 使用時に例外が発生

し，アクセス先装置のアンロッ

ク処理に失敗しました 
該当する API： 
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ISession#unlock または， 
ISession#setLocator 

48 E0301017 セッション関連の処理に失

敗しました。IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に例外が発生

し，セッション関連の API 実行

に失敗しました 
該当する API： 
ISession#copyConfig または， 
ISession#getConfig 

49 E0301018 チャネルグループ関連の処

理に失敗しました。IP アド

レス＝nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に例外が発生

し ， チ ャ ネ ル グ ル ー プ

(AbstractionPort)関連の API 実行

に失敗しました 
該当する API： 
IAbstractionPort#setLocator また

は， 
IAbstractionPort#editConfigDelete
または， 
IAbstractionPort#editConfigMerge

50 E0301019 NODE 関連の処理に失敗し

ました。 IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に，Node 関連の

API 実行に失敗しました 
該当する API： 
INode#setLocator または， 
INode#editConfigDelete または，
INode#editConfigMerge 

51 E0301020 VLAN 関連の処理に失敗し

ました。 IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に，Vlan 関連の

API 実行に失敗しました 
該当する API： 
IVlan#setLocator または， 
IVlan#editConfigDelete または，
IVlan#editConfigMerge 

52 E0301021 LINE 関連の処理に失敗し

ました。 IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API 使用時に，Line 関連の

API 実行に失敗しました 
該当する API： 
ILine#setLocator または， 
ILine#editConfigDelete または， 
ILine#editConfigMerge 

53 E0301022 既に生存確認が行われてい

ます 
既に生存確認が行われています

54 E0301045 セレクタの選択操作中にエ

ラーが発生しました 
装置からのデータ受信処理で例

外が発生しました 
55 E0301046 セレクタのクローズ中にエ

ラーが発生しました 
装置からのデータ受信処理で例

外が発生しました 
56 E0301049 AccessList 関連の処理に失

敗しました。IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

IP アドレス＝ nnn.nnn.nnn.nnn 
の装置に対する AccessList 関連

の処理に失敗しました 
57 E0301050 IFAccessList 関連の処理に

失敗しました。IP アドレス

＝nnn.nnn.nnn.nnn 

IP アドレス＝ nnn.nnn.nnn.nnn 
の装置に対する IFAccessList 関

連の処理に失敗しました 
58 E0301051 IpRoute 関連の処理に失敗

しました。IP アドレス＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

IpRoute 関連の処理に失敗しま

した 

59 E0301052 CommandLine 関連の処理 IP アドレス＝ nnn.nnn.nnn.nnn 
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に失敗しました。IP アドレ

ス＝nnn.nnn.nnn.nnn 
の装置に対する CommandLine
関連の処理に失敗しました 

60 E0301053 既に cancel されている

SelectionKey に対して操作

が行われました 

既 に cancel さ れ て い る

SelectionKey に対して操作が行

われました 
61 E0301054 ストリームまたはオブジェ

クトストリームの生成に失

敗しました。 

ストリームまたはオブジェクト

ストリームの生成に失敗しまし

た。 
62 E0303030 データの送信で異常が発生

しました 
AX-Config-Master-View へのデ

ータ送信処理で例外が発生しま

した 
63 E0303400 ストリームデータ送信時に

エラーが発生しました 
AX-Config-Master-View へのデ

ータ送信処理で例外が発生しま

した 
64 E0304100 入出力エラーが発生しまし

た 
AX-Config-Master-View へのデ

ータ送信処理で例外が発生しま

した 
65 E0304200 ソケット情報生成時にエラ

ーが発生しました 
AX-Config-Master-View へのデ

ータ送信処理で例外が発生しま

した 
66 E0304999 予期せぬエラーが発生しま

した 
AX-Config-Master-Manager での

メッセージ送受信処理中に予期

しないエラーが発生しました 
67 E0305010 証明書が見つかりません 認証処理で証明書が見つかりま

せんでした 
68 E0305100 入出力エラーが発生しまし

た 
AX-Config-Master-View からの

要求応答送信処理で例外が発生

しました 
69 E0305200 ソケット情報生成時にエラ

ーが発生しました 
AX-Config-Master-Manager 起動

時に，AX-Config-Master-View か

らの接続要求を待ち受けるサー

バソケットを生成した際に例外

が発生しました 
70 E0305999 予期せぬエラーが発生しま

した 

コンフィグレーション生成また

は設計ツール用 API で予期せぬ

エラーが発生しました 
71 E0306030 データの送信で異常が発生

しました 

AX-Config-Master-View へのデ

ータ送信処理で例外が発生しま

した 
72 E0306400 ストリームデータ送信時に

エラーが発生しました 

AX-Config-Master-View へのデ

ータ送信処理で例外が発生しま

した 
73 E0402009 ネットワークモデルクラス

先でエラーが発生しまし

た。[exception 情報] 

AX-Config-Master-Manager での

処理中に，ネットワークモデル

操作を行った際にエラーが発生

しました 
74 E0402019 コンフィグレーションファ

イルデータが不正です。""
で正確にくくられていませ

ん。データ=[項目名] 

コンフィグレーションファイル

の内容に，""で括られていない

箇所があります 
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75 E0402028 location 情報が不正なた

め、netconf を生成できませ

ん 

ロケーション名が不正なため，

コンフィグレーションへ反映す

るための情報を生成できません

76 E0402029 すでに存在する location 名

です 

指定されたロケーション名はす

でに存在しています 
77 E0402033 ルーティング情報のソート

処理で不正なデータを確認

しました 

コンフィグレーション生成で，

ーティング情報のソート時に不

正なデータを確認しました 
78 E0402037 パラメータが不正です。該

当パスに対する、下位側装

置情報がありません。(パス

ID=[パス ID]) 

該当パスに対応する下位側の装

置情報がありませんでした 

79 E0402038 該当VLANは更新対象が何

も無いので設定できませ

ん。(VLAN ID=[VLAN ID])

該当 VLAN の情報を更新するの

に必要な情報が確定していない

ため，設定できません 
80 E0402039 location 名が未設定のた

め、同期処理を行うことが

出来ません。 

パスが確定した後，再度設定し

てください 

81 E0402041 該当フィルタが AccessList
上に存在しません。（フロ

ーID=[Flow ID]） 

コンフィグレーション上で，

VLAN インタフェースに MAC
モードのみが設定され，フィル

タの適用が１件も無い場合，

AX-Config-Master から，当該コ

ンフィグレーションに対する操

作を行うことができません 
82 E0402042 データが不正な位置で終了

しているためコンフィグレ

ーションの反映が出来ませ

ん。(データ=[該当データ内

容]) 

コンフィグレーションファイル

の記述内容が不正です。 

83 E0402043 デフォルト vlanにmac情報

は登録できません。 
デフォルト VLAN はポート

VLAN のみ設定可能です 
84 E0402044 デフォルト vlan に protocol

情報は登録できません。 
デフォルト VLAN はポート

VLAN のみ設定可能です 
85 E0501001 コネクションの生成に失敗

しました 
manager-default.properties ファイ

ルで定める 大コネクション数

を上回るコネクション取得要求

が発生し，DB へのコネクション

生成に失敗しました 
86 E0501002 DB アクセスに失敗しまし

た 
DB へのアクセスに失敗しまし

た 
87 E0502000 コミットに失敗しました DB へのコネクション生成処理

でコネクションのコミットを行

った際に例外が発生しました 
88 E0502005 コネクションが不足してい

るため取得に失敗しました

コネクションのリソースが不足

して取得に失敗しました 
89 E0503001 コネクションの生成でエラ

ーが発生しました 
DB へのコネクション取得に失

敗しました 
90 E0503002 コミットに失敗しました DB のコミット処理に失敗しま

した 
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91 E0503003 ロールバックに失敗しまし

た 
DB のロールバック処理に失敗

しました 
92 E0504001 DB の接続に失敗しました データベースへの接続に失敗し

ました DB の設定とプロパティ

ファイルの設定がアンマッチで

あると考えられます 
93 E0504002 検索系クエリでエラーが発

生しました 
検索系クエリ実行中に例外が発

生しました 
94 E0504003 更新系クエリでエラーが発

生しました 
更新系クエリ実行中に例外が発

生しました 
95 E5050001 ファイル入出力エラーが発

生しました（[エラーメッセ

ージ]） 

ファイルの入出力に失敗しまし

た。[エラーメッセージ]の内容を

確認し,該当ファイルの状態を

確認してください。 
96 E5050999 予期しないエラーが発生し

ました 
AX-Config-Master-Manager の処

理中に予期しないエラーが発生

しました 
97 W0101003 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager.properties が 見 つ

からない為全てのプロパテ

ィにデフォルト値を適用し

ます 

プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 
manager.properties が見つからな

いためすべてのプロパティにデ

フ ォ ル ト 値 を 適 用 し て

AX-Config-Master-Manager を起

動します 
98 W0101006 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager.properties の 読 み

込みに失敗した為全てのプ

ロパティにデフォルト値を

適用します 

manager.properties の読み込みに

失敗したためすべてのプロパテ

ィにデフォルト値を適用して

AX-Config-Master-Manager を起

動します 
99 W0101010 AX-Config-Master-Manager

の終了中にエラーが発生し

ました 

AX-Config-Master-Manager の終

了処理中にエラーが発生しまし

た 
100 W0101013 プ ロ パ テ ィ フ ァ イ ル 

manager.properties に 無 効

な設定値が見つかった為デ

フォルト値を適用します 

manager.properties の設定値に無

効な値が存在するため，該当の

項目にデフォルト値を適用しま

す 
101 W0101020 プロパティ定義の管理

VLAN ID と DB 定義の管理

VLAN ID が不一致のため

DB 定義の管理 VLAN IDを

採用します 

manager.properties の設定値と

DB に定義された値が不一致の

ため，DB の定義値を適用します

102 W0102001 電文の内容が不正です AX-Config-Master-View または

装置から受信した電文の内容が

不正です 
受信したイベントは<argument 
index="1">タグに，不正なパラメ

タは<argument index="2">タグ

に表示されます 
103 W0102002 VIEW 共通情報取得に失敗

しました 
VIEW 共通情報の取得に失敗し

ました 
104 W0102003 VIEW 共通情報更新に失敗

しました 
VIEW 共通情報の更新に失敗し

ました 
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105 W0102004 マスク指定無しは非許容で

す 
マスクの指定が必須であるとこ

ろに設定されていませんでした

106 W0102005 全フロー条件数に対して許

容できない開始シーケンス

番号，増分です 

フロー条件で許容できない開始

シーケンス番号，増分が指定さ

れました 
107 W0102006 フロー検出条件を複数指定

する場合 Flow Type は同一

である必要があります 

フロー検出条件を複数指定する

場合レイヤ種別は同一である必

要がありますが不一致のものが

設定されていました 
108 W0102007 Access List に指定された

Flow Type と異なる Flow 
Type のフロー検出条件が

存在します 

Access List に指定されたレイヤ

種別と異なるレイヤ種別のフロ

ー検出条件が設定されていまし

た 
109 W0102008 コンフィグレーションファ

イルの出力に失敗しました

（[出力先のパス名]） 

コンフィグレーションファイル

のデータからファイルを作成す

る際にエラーが発生しました 
110 W0102009 ON API エラー応答を受信

しました 
ON API からエラーの応答を受

信しました 
111 W0102010 生存監視でタイムアウトを

検出しました 
生存監視でタイムアウトを検出

しました 
112 W0102011 生存確認時刻の更新に失敗

しました 
生存確認時刻の更新に失敗しま

した 
113 W0102012 物理ポートの登録件数が不

正です 
チャネルグループに対する物理

ポートの登録件数が不正です 
114 W0102013 MAC アドレスは[登録可能

大数]件までしか登録で

きません 

MAC VLAN にエントリされて

いる MAC アドレス数が上限を

超えています。 
115 W0102014 対象装置には指定したパス

ID と同一のパス ID の

VLAN 設定状態情報が既に

存在します。VLAN 設定状

態情報追加前に当該情報を

削除します。 

AX-Config-Master-Manager 内

で，内部処理エラーが発生して

いる可能性があります 

116 W0102015 存在しないVLAN設定状態

情報への更新要求です 
AX-Config-Master-Manager 内

で，内部処理エラーが発生して

いる可能性があります 
117 W0102016 存在しない装置情報への処

理要求です 
AX-Config-Master-Manager 内

で，内部処理エラーが発生して

いる可能性があります 
118 W0102017 サーバに対して操作を行う

ことは出来ません 
シンボル種別が「Server」の装置

に対して，編集操作が行われま

した 
119 W0102200 AX-Config-Master-View か

らの要求が長時間保留され

たため要求を破棄しました

AX-Config-Master-View からの

要求が処理待ち状態で長時間保

留されたため，要求を破棄しま

した 
120 W0103001 既に存在する[装置/ポート/

パス/Vlan]への追加要求で

す 

すでに存在する［装置/ポート/
パス/Vlan］への追加要求を受信

したため要求を破棄しました 
121 W0103002 存在しない[装置/ポート/パ 存在しない［装置/ポート/パス
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ス/Vlan]への更新要求です /Vlan］への更新要求を受信した

ため要求を破棄しました 
122 W0103003 存在しない[装置/ポート/パ

ス/Vlan]への削除要求です 
存在しない［装置/ポート/パス

/Vlan］への削除要求を受信した

ため要求を破棄しました 
123 W0103004 存在しない[装置/ポート/パ

ス/Vlan]への参照要求です 
存在しない［装置/ポート/パス

/Vlan］への参照要求を受信した

ため要求を破棄しました 
124 W0103005 処理を実行できる装置状態

ではないため要求を破棄し

ました 

対象装置の状態が，要求したオ

ペレーションを処理出来る状態

ではないため要求を破棄しまし

た 
125 W0103006 設定済みの情報に紐づく装

置は削除できません 
対象の装置に［パス/VLAN］が

定義されているため装置の削除

要求を破棄しました 
126 W0103007 指定したパスが定義されて

いません 
VLAN インタフェース追加の処

理で，対象のパス情報が不在の

ため要求を破棄しました 
127 W0103008 指定した VLAN ID が定義

されていません 
VLAN インタフェース追加の処

理で，指定の VLAN ID が未定義

のため要求を破棄しました 
128 W0103009 VLAN インタフェイスが紐

付いているパス情報は削除

できません 

対象のパスに VLAN インタフェ

ースが定義されているためパス

の削除要求を破棄しました 
129 W0103010 設定済みのパスに紐づくポ

ートはチャネルグループに

できません 

対象のポートにパスが定義され

ているため物理ポートからチャ

ネルグループへの変更要求を破

棄しました 
130 W0103011 設定済みのパスに紐づくポ

ートは削除できません 
対象のポートにパスが定義され

ているためポートの削除要求を

破棄しました 
131 W0103012 指定されたポートレンジに

変更することはできません

非許容の操作です 

132 W0103013 パス種別が[パス種別]の場

合、ポートレンジに[ID/ポ
ート /ID+ポート]は設定で

きません 

ポートレンジに対する非許容操

作が行われました 

133 W0103014 該当ポートは既にチャネル

グループに属しています 
チャネルグループの追加要求を

受信しましたが，指定のポート

はすでに他のチャネルグループ

に属しているため，要求を破棄

しました 
134 W0103015 VLAN 情報が紐付いている

VLAN 情報は更新できませ

ん 

対象の VLAN は装置またはパス

に設定済みのため VLAN の更新

要求を破棄しました 
135 W0103016 VLAN 情報が紐付いている

VLAN 情報は削除できませ

ん 

対象の VLAN は装置またはパス

に設定済みのため VLAN の削除

要求を破棄しました 
136 W0103017 迂回経路の隣接発見通知で

す 
迂回経路による隣接装置の発見

通知であるため，通知を破棄し
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ました 
137 W0103018 メッセージ送受信への要求

がエラーになりました 
AX-Config-Master-Manager 内

で，メッセージ送受信処理中に

エラーが発生しました 
138 W0103019 OpenAPI の応答がエラーに

なりました 
ON_API 実行時にエラーが発生

したため，該当装置の状態を「障

害」に，下流装置の状態を「不

明」に更新し処理を中止しまし

た 
139 W0103020 AX-Config-Master-View か

らの入力パラメータが不正

です 

AX-Config-Master-View から受

け取ったパラメータ値が非許容

のため要求を破棄しました 
140 W0103021 装置側からの電文内容が不

正です 
装置から受信した電文の設定内

容が不正です 
141 W0103022 初期状態要求の応答がエラ

ーとなりました 
装置からエラー応答を受信した

ため，該当装置の状態を「障害」

に，下流装置の状態を「不明」

に更新し処理を中止しました 
142 W0103023 AX-Config-Master-Manager

管理対象外の装置のため、

装置状態を UnKnown にし

ました 

接続した装置は事前設計未実施

のため，装置の状態を「不明」

としました 

143 W0103024 処理を実行できる装置状態

ではないため通知を破棄し

ました 

処理を実行できる装置状態では

ないため装置からの通知を破棄

しました 
144 W0103025 終了処理中にエラーが発生

しました 
AX-Config-Master-View からの

要求処理終了時にエラーが発生

しました 
145 W0103026 コンフィグレーションファ

イルが存在しません 
コピー元ファイルが存在しない

ため，コンフィグレーションフ

ァイルのコピー処理に失敗しま

した 
146 W0103027 コンフィグレーションファ

イルの読み込みに失敗しま

した 

コンフィグレーションファイル

の読み込み時に例外が発生しま

した 
147 W0103028 コンフィグレーションファ

イルの書き込みに失敗しま

した 

コンフィグレーションファイル

の書き込み時に例外が発生しま

した 
148 W0103029 コンフィグレーションファ

イルのコピーに失敗しまし

た 

コンフィグレーションファイル

のコピー処理実施時に例外が発

生しました 
149 W0103030 コンフィグレーションファ

イルの削除に失敗しました

コンフィグレーションファイル

の削除実施時に例外が発生しま

した 
150 W0103031 コンフィグレーションファ

イルのクローズに失敗しま

した 

コンフィグレーションファイル

のクローズ処理で例外が発生し

ました 
151 W0103032 指定された IP アドレスを

もつ装置は存在しません 
装置からの通知に設定されてい

る IPアドレスから装置を特定し

ようとしましたが，該当装置が

存在しないため，通知を破棄し
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ました 
152 W0103033 同一のチャネルグループ番

号が既に登録されています

同一のチャネルグループ番号が

既に登録されているので，別の

チャネルグループ番号を指定し

てください 
153 W0103034 受信した電文を破棄します 装置から受信した電文を破棄し

ました 
154 W0103035 テンポラリファイルが作成

できません 
コンフィグレーションテンポラ

リファイルの作成に失敗しまし

た 
155 W0103036 同一 Session でロックエラ

ーになったため SessionKill
コマンドを発行します 

ON API を実行した際にロック

中エラーが発生したため，

Session Kill コマンドを発行して

ロック中状態を解除しました 
156 W0103037 既に同一設定の StaticRoute

が存在するため更新できま

せん 

既に同一設定の StaticRoute が存

在するため更新できませんでし

た 
157 W0103038 PortDesig が紐付いている

ポートは削除できません 
PortDesigが紐付いているポート

は削除できません 
158 W0103039 パスの親側装置に VLAN 

ID=[VLAN ID] の 装 置

VLAN が未設定です 

パスに VLAN を設定しようとし

ましたが，パスの親側装置に装

置内 VLAN が未設定です 
159 W0103040 パスの子側装置に VLAN 

ID=[VLAN ID] の 装 置

VLAN が未設定です 

パスに VLAN を設定しようとし

ましたが，パスの子側装置に装

置内 VLAN が未設定です 
160 W0103041 既にパスが定義されていま

す 
装置間に，パスを複数定義する

ことはできません（チャネルグ

ループ同士を結ぶパスも一つで

す） 
161 W0103042 AX-Config-Master の管理情

報と装置のコンフィグレー

ションとが非同期のため、

操作を行うことができませ

ん。コピー＆同期を実施し

た後、再度実行してくださ

い。 

装置の CLI からコンフィグレー

ションの設定変更を行った後，

AX-Config-Master から「同期」

や「コピー＆同期」の操作を行

わずに，AX-Config-Master から

装置への設定操作を実施する

と，このメッセージが出力され

ます 
162 W0103043 装置ステータスが不明のた

め、操作を行うことができ

ません。装置が検出され、

装置ステータスがコンフィ

グ変更または稼動中に遷移

した後、再度実行してくだ

さい。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

163 W0103044 装置ステータスが障害のた

め、操作を行うことができ

ません。装置が検出され、

装置ステータスがコンフィ

グ変更または稼動中に遷移

した後、再度実行してくだ

さい。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 
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164 W0103045 AXCM 未対応装置に対し

ては、この操作を行うこと

はできません。 

AXCM未対応装置に対して実施

できない操作が行われました 

165 W0103046 装置ステータスが稼動中、

コンフィグ変更、障害の場

合は、[項目名]を変更する

ことは出来ません。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 
166 W0103047 装置ステータスが不明のた

め、[項目名]を変更できま

せん。装置が検出され、装

置ステータスがコンフィグ

変更または稼動中に遷移し

た後、再度実行してくださ

い。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

167 W0103048 装置ステータスが障害のた

め、[項目名]を変更できま

せん。装置が検出され、装

置ステータスがコンフィグ

変更または稼動中に遷移し

た後、再度実行してくださ

い。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

168 W0103049 AXCM 未対応装置に対し

ては、[項目名]を変更する

ことはできません。 

AXCM未対応装置に対して実施

できない操作が行われました 

169 W0103050 装置ステータスが稼動中ま

たはコンフィグ変更の場合

は、チャネルグループ番号

を変更することは出来ませ

ん。チャネルグループ番号

を変更する場合は、チャネ

ルグループを削除した後再

定義する必要があります。

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

170 W0103051 AX-Config-Master の管理情

報と親側装置のコンフィグ

レーションとが非同期のた

め、操作を行うことができ

ません。コピー＆同期を実

施した後、再度実行してく

ださい。 

装置の CLI からコンフィグレー

ションの設定変更を行った後，

AX-Config-Master から「同期」

や「コピー＆同期」の操作を行

わずに，AX-Config-Master から

装置への設定操作を実施する

と，このメッセージが出力され

ます 
171 W0103052 親側装置の装置ステータス

が不明のため、操作を行う

ことができません。親側装

置が検出され、装置ステー

タスがコンフィグ変更また

は稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

172 W0103053 親側装置の装置ステータス

が障害のため、操作を行う

ことができません。親側装

置が検出され、装置ステー

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 
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タスがコンフィグ変更また

は稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 
173 W0103054 AX-Config-Master の管理情

報と子側装置のコンフィグ

レーションとが非同期のた

め、操作を行うことができ

ません。コピー＆同期を実

施した後、再度実行してく

ださい。 

装置の CLI からコンフィグレー

ションの設定変更を行った後，

AX-Config-Master から「同期」

や「コピー＆同期」の操作を行

わずに，AX-Config-Master から

装置への設定操作を実施する

と，このメッセージが出力され

ます 
174 W0103055 子側装置の装置ステータス

が不明のため、操作を行う

ことができません。子側装

置が検出され、装置ステー

タスがコンフィグ変更また

は稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

175 W0103056 子側装置の装置ステータス

が障害のため、操作を行う

ことができません。子側装

置が検出され、装置ステー

タスがコンフィグ変更また

は稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

176 W0103057 子側装置の装置ステータス

が稼動中またはコンフィグ

変更の場合は、切替方法を

変更することが出来ませ

ん。切替方法を変更する場

合は、子側装置の装置ステ

ータスが不明または障害に

遷移した後、再度実行して

ください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

177 W0103058 子側装置の装置ステータス

が稼動中またはコンフィグ

変更の場合は、切替方法を

変更することが出来ませ

ん。切替方法を変更する場

合は、子側装置の装置ステ

ータスが不明または障害に

遷移した後、再度実行して

ください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

178 W0103059 子側装置の装置ステータス

が稼動中またはコンフィグ

変更の場合は、子側接続ポ

ート定義を変更することは

出来ません。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

179 W0103060 子側装置の装置ステータス

が稼動中またはコンフィグ

変更の場合は、子側接続ポ

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要
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ート定義を変更することは

出来ません。 
求を破棄しました 

180 W0103061 子側装置の装置ステータス

が稼動中またはコンフィグ

変更の場合は、ポートレン

ジを変更することは出来ま

せん。ポートレンジを変更

する場合は、子側装置の装

置ステータスが不明または

障害に遷移した後、再度実

行してください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

181 W0103062 子側装置の装置ステータス

が稼動中またはコンフィグ

変更の場合は、ポートレン

ジを変更することは出来ま

せん。ポートレンジを変更

する場合は、子側装置の装

置ステータスが不明または

障害に遷移した後、再度実

行してください。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

182 W0103063 装置ステータスがコンフィ

グ変更の場合は、同期モー

ドを装置優先からマネージ

ャ優先に変更できません。

コピー＆同期を実施して装

置ステータスが稼動中に遷

移した後、再度実行してく

ださい。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

183 W0103064 装置ステータスが不明のた

め、同期モードを装置優先

からマネージャ優先に変更

できません。装置優先モー

ドで装置が検出され、コピ

ー＆同期を実施して装置ス

テータスが稼動中に遷移し

た後、再度実行してくださ

い。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

184 W0103065 装置ステータスが障害のた

め、同期モードを装置優先

からマネージャ優先に変更

できません。装置優先モー

ドで装置が検出され、コピ

ー＆同期を実施して装置ス

テータスが稼動中に遷移し

た後、再度実行してくださ

い。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 

185 W0103066 コンフィグレーションファ

イルのロードは、装置ステ

ータスが事前設計可の場合

のみ実施可能です。 

要求を処理できる装置状態では

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 
186 W0103067 装置ステータスが稼動中ま 要求を処理できる装置状態では
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たはコンフィグ変更の場合

は、[項目名]を変更するこ

とは出来ません。 

な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で要

求を破棄しました 
187 W0103068 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、フ

ィルタの操作を行うことが

できません。一旦[フィルタ

定義一覧]画面を閉じ、コピ

ー＆同期の操作を行ってく

ださい。（コピー＆同期に

より、AX-Config-Master 上

から、フィルタの情報は削

除されます。） 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，フィル

タ関連の操作を行うことはでき

ません。本メッセージは，フィ

ルタの削除操作を行った際に出

力されますが，AX-Config-Master
上から，フィルタ定義を削除し

たい場合には，削除操作ではな

く，「同期」や「コピー＆同期

の操作」を行ってください。（コ

ピ ー ＆ 同 期 に よ り ，

AX-Config-Master 上から，フィ

ルタの情報は削除されます。）

188 W0103069 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、ス

タティックルートの操作を

行うことができません。一

旦[ルート定義一覧]画面を

閉じ、コピー＆同期の操作

を行ってください。（コピ

ー ＆ 同 期 に よ り 、

AX-Config-Master 上から、

スタティックルートの情報

は削除されます。） 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，スタテ

ィックルート関連の操作を行う

ことはできません。本メッセー

ジは，スタティックルートの削

除操作を行った際に出力されま

すが， AX-Config-Master 上か

ら，スタティックルート定義を

削除したい場合には，削除操作

ではなく，「同期」や「コピー

＆同期の操作」を行ってくださ

い。（コピー＆同期により，

AX-Config-Master 上から，フィ

ルタの情報は削除されます。）

189 W0103070 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、フ

ィルタの操作を行うことが

できません。 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，フィル

タを設定することはできませ

ん。装置の CLI から設定を行っ

てください。また CLI から設定

を行った後，「同期」や「コピ

ー＆同期の操作」を行ったとし

ても，AX-Config-Master には，

フィルタの情報は反映されませ

ん。 
190 W0103071 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、ス

タティックルートの操作を

行うことができません。 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，スタテ

ィックルートを設定することは

できません。装置の CLI から設

定を行ってください。また CLI
から設定を行った後，「同期」

や「コピー＆同期の操作」を行

ったとしても，AX-Config-Master
には，スタティックルートの情

報は反映されません。 
191 W0103072 AX-Config-Master が保持す AX-Config-Master が管理する，
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るコンフィグレーションフ

ァイルが不正なため、検出

した装置へのコンフィグレ

ーションファイル配布をス

キップしました。 

装置のコンフィグレーションフ

ァイルが不正（コンフィグレー

シ ョ ン フ ァ イ ル に ，

AX-Config-Master と装置間の接

続ポートに管理 VLAN が未設

定）のため，装置へのコンフィ

グレーションファイル配布をス

キップしました。本メッセージ

が出力された場合には，装置が

検出された後，「コピー＆同期」

の操作を行ってください 
192 W0103073 隣接発見実施判定がエラー

を返却したため、パスの更

新処理のみを実施します 

装置検出処理でエラーが発生し

ました。 

193 W0103074 AX-Config-Master に隣接す

る装置を、複数定義するこ

とは出来ません 

AX-Config-Master に隣接する装

置は，複数定義することは出来

ません。 
194 W0103075 装置ステータスが稼動中ま

たはコンフィグ変更の場合

は、インタフェースタイプ

を変更することは出来ませ

ん 

装置ステータスが稼動中または

コンフィグ変更の装置に対し

て，物理ポートのインタフェー

スタイプの変更を行うことはで

きません。 
195 W0103076 VLAN[VLAN ID]は、パスの

親側装置では [VLAN 種

別]、パスの子側装置では

[VLAN 種別]であり、VLAN
種別が異なるため、パス内

VLAN に設定することがで

きません。 

本メッセージが出力されること

はありません。 

196 W0103077 対象装置は、L3 中継 VLAN
に IPv4 セカンダリアドレ

ス を 設 定 で き ま せ ん

（VLAN ID=[VLAN ID]）。

対象装置は，L3 中継 VLAN に

IPv4 セカンダリアドレスを設定

することはできません。 

197 W0103078 対象装置は、IPv4 デフォル

トルートを複数設定できま

せん。 

対象装置は，IPv4 デフォルトル

ートを複数設定できません。 

198 W0103079 対象装置は、IPv6 デフォル

トルートを複数設定できま

せん。 

対象装置は，IPv6 デフォルトル

ートを複数設定できません。 

199 W0103080 AX-Config-Master が保持す

るコンフィグファイルと装

置のコンフィグとが同期し

ていないため、検出した装

置へのコンフィグファイル

配布をスキップしました。

AX-Config-Master が保持するコ

ンフィグレーションファイル

（ManagerConfig）の装置への配

布をスキップしました。 

200 W0103081 装置ステータスが事前設計

可のため、操作を行うこと

ができません。装置が検出

され、装置ステータスがコ

ンフィグ変更または稼動中

に遷移した後、再度実行し

装置ステータスが「事前設計

可」の装置に対して実施できな

い操作が行われました。 
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てください。 
201 W0103082 検出した装置は、管理

VLAN(VLAN ID=[VLAN 
ID])が設定されていませ

ん。装置の事前設定、また

は、AX-Config-Master の管

理VLANの変更設定が正し

く行われていない可能性が

あります。 

検出した装置は，装置の事前設

定，または，AX-Config-Master
の管理 VLAN の変更設定が正し

く行われていない可能性があり

ます。 

202 W0201250 既に登録されているため追

加できません 
追加対象はすでに存在するた

め，追加の処理に失敗しました

追 加 対 象 の 情 報 は ロ グ の

<argument index="1">タグに出

力されます 
203 W0201251 削除対象が見つかりません 削除対象が存在しないため，削

除の処理に失敗しました削除対

象の情報はログの <argument 
index="1">タグに出力されます 

204 W0201252 仮想モードでは使用できま

せん 
管理情報の DB 反映が抑止され

ている状況(仮想モード)で DB
への反映要求が行われました 

205 W0201253 仮想モードでのみ実行可能

です 
管理情報の DB 反映が抑止され

ている状況(仮想モード)でのみ

実行可能な処理が，非仮想モー

ドで行われようとしました 
206 W0201254 非サポート情報を含む条件

は変更できません 
非サポート情報を含む条件は変

更できません 
207 W0201255 Flow Type が一致しないた

め追加できません 
フィルタ条件を追加する際には

レイヤ種別が一致している必要

があります 
208 W0201256 ポート番号は TCP か UDP

以外では設定できません 
フィルタ条件のポート番号は

TCP および UDP 以外では設定

できません 
209 W0201257 ACK フラグは TCP 以外で

は設定できません 
フィルタ条件の ACK フラグは

TCP 以外では設定できません 
210 W0201258 SYN フラグは TCP 以外で

は設定できません 
フィルタ条件の SYN フラグは

TCP 以外では設定できません 
211 W0201259 ルートの種別指定が不正の

ため設定できません 
ルートの種別が不正であるため

設定できません 
212 W0201260 スタティック経路の VLAN

指定は IPv6 リンクローカ

ルアドレスのみ設定可能で

す 

スタティック経路で VLAN を指

定する場合，IPv6 リンクローカ

ルアドレスのみ設定可能です 

213 W0201261 スタティック経路の VLAN
指定は IPv6 リンクローカ

ルアドレスでは必須です 

スタティック経路で VLAN を指

定する場合，IPv6 リンクローカ

ルアドレスでは必須です 
214 W0201262 更新内容と重複する項目が

あるため、更新に失敗しま

した 

スタティックルートの更新する

際，内容が一致するルートを設

定することはできません 
215 W0203005 該当フィルタは許容されな

い条件であるため、設定で

対象の装置では非許容のフィル

タ定義が行われました。対象の
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きません。詳細はマニュア

ルを参照してください。(フ
ロー ID=[Flow ID] 。 Flow 
Type=[Flow Type]。レイヤ

中継種別=[中継種別]) 

装置に対して設定可能なパラメ

タについては，装置のマニュア

ルを参照してください 

216 W0203006 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（対

象装置はプロトコルに ipv6
以外を指定した Layer3v6
フィルタを設定できません

[ フ ロ ー 検 出 モ ー ド

=layern-n、フローID=[Flow 
ID]、シーケンス番号=[シー

ケンス番号]、プロトコル

=[プロトコル名称]]）。 

不正な設計項目が存在するた

め，コンフィグレーションファ

イル生成を NG 終了します 

217 W0203007 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（対

象装置はアドレスレンジ指

定またはポートレンジ指定

のあるフィルタを設定でき

ません [ フロー ID=[Flow 
ID]。[シーケンス番号]）。

同上 

218 W0203008 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します

（VLAN インタフェースへ

のフィルタ適用[vlan 番号

=[VLAN ID]。バウンド情報

=[in/out]]）。 

同上 

219 W0203009 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（物

理インタフェースへのフィ

ル タ 適 用 [portID=[port 
n/n] 。 バ ウ ン ド 情 報

=[in/out]]）。 

同上 

220 W0203010 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します

（VLAN インタフェースへ

のフィルタ適用に中継種別

が指定されていません[フ
ローID=[Flow ID]。バウン

ド種別=[in/out]]）。 

同上 

221 W0203011 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（レ

イヤ 2 装置に設定するルー

ト情報が不正です）。 

同上 
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W0203012 対象装置に対して未サポー

トの項目が設計されている

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（イ

ンタフェースへの outbound
フィルタ適用）。 

同上 

223 W0203013 対象装置に対して未サポー

トの項目が設計されている

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（フ

ロー検出モード）。 

同上 

224 W0203014 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（対

象装置は[項目名]を設定で

きません）。 

同上 

225 W0203015 対象装置に対して未サポー

トの項目が設計されている

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（フ

ィルタ関連定義、および、

ルート関連定義）。 

同上 

226 W0203016 不正な設計項目が存在する

ため、コンフィグファイル

生成を NG 終了します（対

象装置はフロー検出モード

に layern-n を設定できませ

ん）。 

同上 

227 W0205005 ファイルが存在しません コンフィグレーションファイル

が見つからないため，コンフィ

グレーションファイルの読み込

みに失敗しました 
228 W0205006 ファイルが読み込めません コンフィグレーションファイル

の読み込みに失敗しました 
229 W0205007 ファイルのクローズに失敗

しました 
コンフィグレーションファイル

のクローズ時に例外が発生しま

し た が ，

AX-Config-Master-Manager の処

理は継続します 
230 W0205008 ファイルのクローズに失敗

しました 
コンフィグレーションファイル

のクローズ時に例外が発生しま

し た が ，

AX-Config-Master-Manager の処

理は継続します 
231 W0205009 ファイルのクローズに失敗

しました 
コンフィグレーションファイル

のクローズ時に例外が発生しま

し た が ，

AX-Config-Master-Manager の処

理は継続します 
232 W0205010 コンフィグレーションファ

イルの読み込みに失敗しま

AX-Config-Master-Manager が管

理する，コンフィグレーション
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した ファイルの読み込みに失敗しま

した 
※本メッセージは，装置との初

回接続時や，コンフィグ同期モ

ードを「装置優先」モードで装

置 と 接 続 し た 時 な ど ，

AX-Config-Master-Manager が対

象装置のコンフィグレーション

ファイルを保持していない場合

に出力されますが，特に問題あ

りません。 
233 W0205105 対応していない形式の[項

目名]が指定されました:[コ
ンフィグ内容] 

コンフィグレーションファイル

中に未対応形式の記述がるた

め，コンフィグレーション情報

の取得に失敗しました 
234 W0205108 パスが存在しないため

VLAN ID[VLAN ID]をポー

ト ID[ポート ID]へ設定でき

ませんでした 

VLAN インタフェース追加対象

のパスが存在しないため，

VLAN インタフェース追加に失

敗しました 
235 W0301005 ソケット接続待ち受け中に

エラーが発生しました 
装置からの接続要求待ち受け処

理中に例外が発生しました 
236 W0301010 該当データがありません。 

IP ア ド レ ス ＝
nnn.nnn.nnn.nnn 

運用時に出力される場合があり

ますが，特に問題はありません。

237 W0301021 既にログインしている設計

ツールのユーザ名（[ユーザ

名]）と強制終了対象設計ツ

ールのユーザ名（[ユーザ

名]）が異なります。 

AX-Config-Master-View から，強

制 ロ グ イ ン （ 既 に

AX-Config-Master-Manager と接

続 し て い る

AX-Config-Master-View を強制

終了してログイン）を行った

が ， 強 制 終 了 対 象 の

AX-Config-Master-View が，既に

他のユーザによって強制終了さ

れ，他のユーザがログイン済み

の場合に，本メッセージが表示

されます。 
238 W0301043 予期せぬ処理内部コードを

取得しました。IP アドレス

= nnn.nnn.nnn.nnn,処理内部

コード=[値] 

ON-API 実行処理で，予期しない

要求種別が指定されたため要求

を破棄しました 

239 W0301044 MSGID が未知な値です。

MSGID=[値] 
装置へ要求メッセージに不正な

MSGID が設定されています 
240 W0301048 unlock 処理に失敗しまし

た。セッションをクローズ

します。あて先 IP アドレス
= nnn.nnn.nnn.nnn 

ON-API の unlock 要求に失敗し

ました 
セッションのクローズを行いま

す 
241 W0301200 AX-Config-Master-Manager

内にて ON API 応答待ちタ

イムアウトが発生しました

AX-Config-Master-Manager 内で

ON API 応答待ちタイムアウト

が発生したため，実行中の ON 
API を強制終了しました 

242 W0303700 割り込み要求がなされまし 待機中の処理に対して外部から
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た 割り込みが発生しました 
AX-Config-Master-Manager 終了

時にこのメッセージが出力され

ますが，特に問題ありません 
243 W0304300 ソケットのクローズに失敗

しました 
ソケットのクローズ処理で例外

が発生しました 
244 W0305300 応答の送信契機でエラーが

発生しました 
データの送信処理で例外が発生

しました 
245 W0306700 割り込み要求がなされまし

た 
待機中の処理に対して外部から

割り込みが発生しました 
AX-Config-Master-Manager 終了

時にこのメッセージが出力され

ますが，特に問題ありません 
246 W0402002 指定したファイルが見つか

りません。ファイルパス

=[パス] 

ファイルが見つからないため処

理を中止しました 
メッセージに出力されているパ

スが実際に存在するか確認して

ください 
247 W0402003 ファイル読み込み時に例外

が発生しました。ファイル

パス＝[パス] 

コンフィグレーションファイル

読み込み時に例外が発生しまし

た 
248 W0402004 ファイルクローズ時に例外

が発生しました。ファイル

パス＝[パス] 

コンフィグレーションファイル

クローズ時に例外が発生しまし

た 
249 W0402006 コンフィグレーションファ

イル内に、装置の IP を示す

キーが存在しません 

コンフィグレーションファイル

内に，装置の IP アドレスを示す

キーが存在しません 
250 W0402007 切り出しファイル([ファイ

ル名])が存在しません 
ファイルが見つからないため処

理を中止しました 
メッセージに出力されているパ

スが実際に存在するか確認して

ください 
251 W0402010 期待する値が数値ではあり

ません。[value＝[値]] 
AX-Config-Master-Manager での

処理中に型のアンマッチが発生

しました 
252 W0402020 指定 nodeID に該当する情

報 が あ り ま せ ん 。

nodeID=[値] 

AX-Config-Master-Manager での

処理中に装置情報の取得に失敗

しました 
253 W0402021 指定 VLANID に該当する

情報がファイルにありませ

ん。vlanID=[VLAN ID] 

AX-Config-Master-Manager での

処理中に VLAN 情報の取得に失

敗しました 
254 W0402022 指定 NODEID に該当する

情報は登録されていませ

ん。nodeID=[値] 

AX-Config-Master-Manager での

処理中に装置情報の取得に失敗

しました 
255 W0402023 パラメータが不正です。デ

ータ=[パラメタ内容] 
コンフィグレーションファイル

関連の処理で，不正なパラメタ

が見つかったため処理をスキッ

プします 
256 W0402026 データが不正な位置で終了

しています。データ=[デー

タ内容] 

コンフィグレーションファイル

関連の処理で，不正なデータが

見つかったため処理をスキップ
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します 
257 W0402027 パラメータに必要な情報

(ポート IDなど)がありませ

ん。[項目名]= [パラメタ内

容] 

コンフィグレーションファイル

関連の処理で，必要情報の欠落

が見つかったため処理をスキッ

プします 
258 W0402030 データが不正な位置で終了

しています。¥n フィルタ情

報=[フィルタ情報]対象デ

ータ=[対象データ] 

コンフィグレーションファイル

のフィルタ情報が不正な構文で

記述されています 

259 W0402032 該当データが不正な値で

す。([項目名]= [値]) 
コンフィグレーションファイル

内に不正な値が記述されていま

す 
260 W0402034 データが不正な位置で終了

しています。¥n ルーティン

グ情報=[ルーティング情

報]対象データ=[対象デー

タ] 

コンフィグレーションファイル

のルーティング情報が不正な構

文で記述されています 

261 W0402035 不明な情報です。該当箇

所 :[該当情報 ]。不明デー

タ:[データ内容] 

コンフィグレーションファイル

内に不正な情報が記述されてい

ます 
262 W0402040 フロー検出モードに不正な

値が設定されているため、

イーサネットインターフェ

ース・VLAN インターフェ

ースにフィルタ情報が設定

できません。(フロー検出モ

ード=layern-n) 

フロー検出モードに不正な値で

設定されているため，イーサネ

ットインタフェース・VLAN イ

ンタフェースにフィルタ情報が

設定できません 

263 W0402045 対象装置の[項目名]は管理

対象外のため、情報の取得

をスキップしました。この

項目は AX-Config-Master か
ら操作することができない

ため、CLI から操作を行な

ってください。 

対象の装置では非許容の定義が

行われているため，装置への設

定が行われませんでした。装置

が検出された後，CLI で適切な

設定を行ってから「コピー＆同

期 」 操 作 を 行 な い ，

AX-Config-Master に情報を反映

してください 
264 W0402046 検出した装置は、機種によ

って out bound フィルタの

設定可否が異なるため、out 
bound フィルタの設定を行

うことができません。必要

に応じて CLI から設定を行

ってください。 

AX2400S，AX3600S に対して

は，装置のインタフェースに，

AX-Config-Master か ら ， out 
bound フィルタを適用すること

ができません 

265 W0402047 対象装置のフィルタ定義、

および、スタティックルー

ト定義は、未サポートのた

め、フィルタ情報、および、

スタティックルート情報の

取得をスキップしました。

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，フィル

タを扱うことができないため，

「同期」や「コピー＆同期の操

作 」 を 行 っ て も ，

AX-Config-Master には，フィル

タおよびスタティックルートの

情報は反映されません。 
266 W0402048 フロー検出条件が未定義の フロー検出条件のエントリのな
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アクセスリストを検出した

ため、情報の取得をスキッ

プしました（flow id= [Flow 
ID]）。 

いアクセスリストは，AXCM か

ら扱うことはできないため，「同

期」や「コピー＆同期の操作」

を行っても，AX-Config-Master
には，フィルタおよびスタティ

ックルートの情報は反映されま

せん。 
267 W0402049 プロトコル名称が"IPV4"、

"IPV6"、"IPX"、"appletalk"
のプロトコルが未定義のプ

ロトコルVLANは未サポー

トのため、情報の取得をス

キップしました。 

プロ トコル名 称が "IPV4" ，
"IPV6"，"IPX"，"appletalk"のプ

ロトコルが未定義のプロトコル

VLAN は未サポートのため，情

報の取得をスキップしました。

268 W0402051 コ ン フ ィ グ 上 の 定 義

「 interface vlan [VLAN 
ID]」に不正な属性情報が設

定されているため、コンフ

ィグの反映に失敗しました

（対象装置は L3 中継

VLANに IPv4セカンダリア

ドレスを設定できません

[VLAN ID=[VLAN ID]]）。

対象のコンフィグレーションフ

ァイルに不正な属性情報が設定

されているため，コンフィグの

反映に失敗しました。 

269 W0504004 コミットに失敗しました トランザクションのコミット処

理中に例外が発生しました 
270 W0504005 ロールバックに失敗しまし

た 
トランザクションのロールバッ

ク処理中に例外が発生しました

271 ERROR-1001 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
プロパティファイルからの値取

得に失敗しました 
272 ERROR-1002 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
AX-Config-Master-Manager API
からの例外を受信しました 

273 ERROR-1003 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
［図面］画面操作に失敗しまし

た 
274 ERROR-1004 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
［図面］画面からの要求受信で

電文に誤りがあった為，失敗し

ました 
275 ERROR-1005 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
その他の処理エラーが発生しま

した 
276 ERROR-1006 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
処理エラーが発生しました 

277 ERROR-105 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
その他の処理エラーが発生しま

した 
278 ERROR- 数 値

(1001～1005以
外の 4 桁) 

（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
AX-Config-Master-Manager API
からの例外を受信しました 

279 WARN-1002 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
AX-Config-Master-Manager API
からの例外を受信しました 

280 WARNING-10
04 

（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
終了時の座標情報登録に失敗し

ました 
281 WARNING-10

05 
（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
その他の処理エラーが発生しま

した 
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282 WARNING-20
01 

（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
通知受信処理で不正な通知を受

信しました 
283 WARNING-20

05 
（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
その他の処理エラーが発生しま

した 
284 WARNING-20

06 
（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
画面の二重起動が発生しまし

た。 
285 WARNING-40

02 
（メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
［図面］画面からの要求受信で

電文に誤りがあったため，失敗

しました 
286 INFO-0001 処理を開始します(<処理名

>) 
<処理名>の処理を開始します 

287 INFO-0002 処理を終了しました(<処理

名>) 
<処理名>の処理を終了しました

288 INFO-0003 図面操作を開始します(<処
理名>) 

<処理名>の図面操作を開始しま

す 
289 INFO-0004 図面操作を終了しました(<

処理名>) 
<処理名>の図面操作を終了しま

した 
290 INFO-0005 通知を受信しました(<イベ

ント名>) 
<イベント名>の通知を受信しま

した 
291 INFO-0006 処理をスキップします 実行不要と判断した為，処理を

スキップしました 
292 INFO-3004 Show Other Dialog 図面上でシンボルをダブルクリ

ックしたところ，すでに他の画

面が表示中であったため，画面

の表示を行いませんでした 
293 1005 （メッセージ内容は処理内

容により異なります。） 
その他の処理エラーが発生しま

した 
294 ERROR_FLOO

R_DIAGRAM 
図面画面操作に失敗しまし

た。 
［各種定義］画面からの操作を

［図面］画面上に反映する際に

エラーとなりました。 

(2) AX-Config-Master-View 上に出力されるエラーメッセージ 

AX-Config-Master-View 上に出力されるエラーメッセージを次の表に示します。 

表 7-2 エラーメッセージ一覧（AX-Config-Master-View） 

項番 エラーID エラーメッセージ 内容 
1 MG_ERROR_E01 内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

2 MG_ERROR_E02 選択されたファイルは

他で使用中です。別のフ

ァイルを選択してくだ

さい。 

選択したファイルが使用中な

ため，エラーとなりました。

3 MG_ERROR_E03 内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

内部処理矛盾が発生しまし

た。 
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押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 
4 MG_ERROR_E04 装置情報の取得時に、内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置情報取得時にエラーが発

生しました。 

5 MG_ERROR_E05 パス情報の取得時に、内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス情報取得時にエラーが発

生しました。 

6 MG_ERROR_E06 次画面起動時に内部処

理エラーが発生しまし

た。本画面を閉じ、再度

実行してください。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

7 MG_ERROR_E07 通信エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、
AX-Config-Master-Manag
er を再起動後、再度実行

して下さい。 

AX-Config-Master-Manager と
の通信確立に失敗しました。

8 MG_ERROR_E09 テンポラリディレクト

リの作成に失敗しまし

た。
AX-Config-Master-View
終了後、プロパティファ

イルの

"TEMP_DIRECTORY"の
記述を確認・修正し、再

起動を行ってください。

View.properties ファイルにテ

ンポラリディレクトリの記述

がないため，エラーとなりま

した。 

9 MG_ERROR_E10 ポート情報の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート情報取得時にエラーが

発生しました。 

10 MG_ERROR_E11 ロケーションに該当す

る装置情報が取得でき

AX-Config-Master-Manager の
管理情報と
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ませんでした。
AX-Config-Master-Manag
er の管理情報が、
AX-Config-Master-View
に正しく反映されてい

ない可能性がありま

す。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後、
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

AX-Config-Master-Viewの管理

情報が不一致となっており，

ロケーションから装置情報を

特定できなくなったため，エ

ラーが発生しました。 

11 MG_J0102E01 装置が選択されていま

せん。装置を 1 つ選択し

てください。 

装置未選択で〔装置情報〕ボ

タンをクリックしたため，エ

ラーが発生しました。 
12 MG_J0103E01 ロケーションが正しく

ありません。ロケーショ

ンには 40 文字以内の半

角英数字(特殊文字含む)
で入力してください。 

ロケーションに利用不可の文

字を含む値，41 文字以上の値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

13 MG_J0104E01 装置が選択されていま

せん。編集する装置を選

択してください。 

装置未選択で〔編集〕ボタン

をクリックしたため，エラー

が発生しました。 
14 MG_J0104E02 装置が選択されていま

せん。削除する装置を選

択してください。 

装置未選択で〔削除〕ボタン

をクリックしたため，エラー

が発生しました。 
15 MG_J0104E03 装置の削除時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置の削除に失敗したため，

エラーとなりました。 

16 MG_J0104E04 図面画面上の装置削除

に失敗しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上の装置シンボ

ルの削除に失敗したため，エ

ラーとなりました。 

17 MG_J0104E05 装置が存在しないた

め、ファイルへの出力は

行いませんでした。 

装置一覧にデータが 0 件の場

合に〔一覧をファイルへ出

力〕ボタンをクリックしたた

め，エラーが発生しました。

18 MG_J0104E08 装置一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置一覧の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 
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19 MG_J0105E01 ファイル出力に失敗し

ました。キーボード、デ

ィスプレイ、またはマウ

スの接続を確認してく

ださい。 

ファイル出力時にエラーとな

りました。 

20 MG_J0106E01 パスが選択されていま

せん。編集するパスを選

択してください。 

パス未選択で〔編集〕ボタン

をクリックしたため，エラー

が発生しました。 
21 MG_J0106E02 パスが選択されていま

せん。削除するパスを選

択してください。 

パス未選択で〔削除〕ボタン

をクリックしたため，エラー

が発生しました。 
22 MG_J0106E03 パスの削除時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パスの削除に失敗したため，

エラーとなりました。 

23 MG_J0106E04 図面画面上のパス削除

に失敗しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上のパス削除に

失敗したため，エラーとなり

ました。 

24 MG_J0106E05 パスが存在しないた

め、ファイルへの出力は

行いませんでした。 

パス一覧にデータが 0 件の場

合に〔一覧をファイルへ出

力〕ボタンをクリックしたた

め，エラーが発生しました。

25 MG_J0106E07 図面画面上のポート削

除に失敗しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上のポート削除

に失敗したため，エラーとな

りました。 

26 MG_J0106E09 パス一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス一覧の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

27 MG_J0107E01 VLANが選択されていま

せん。編集する VLAN を

選択してください。 

VLAN 未選択で〔編集〕ボタ

ンをクリックしたため，エラ

ーが発生しました。 
28 MG_J0107E02 VLANが選択されていま

せん。削除する VLAN を

選択してください。 

VLAN 未選択で〔削除〕ボタ

ンをクリックしたため，エラ

ーが発生しました。 
29 MG_J0107E03 VLANの削除時に内部処 VLAN の削除に失敗したた
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理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

め，エラーとなりました。 

30 MG_J0107E06 VLAN一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN 一覧取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

31 MG_J0107E08 編集時に VLAN の複数

選択はできません。編集

する VLAN を 1 つ選択

し、編集ボタンを押下し

てください。 

VLAN 未選択で〔編集〕ボタ

ンをクリックしたため，エラ

ーが発生しました。 

32 MG_J0107E09 VLANが選択されていま

せん。VLAN 表示設定を

行う VLAN を選択して

ください。 

VLAN 未選択で〔VLAN 表示

設定〕ボタンをクリックした

ため，エラーとなりました。

33 MG_J0107E10 VLAN 表示設定時に

VLANの複数選択はでき

ません。VLAN 表示設定

を行うVLANを 1つ選択

し、VLAN 表示設定ボタ

ンを押下してください。

VLAN を複数選択した状態で

〔VLAN 表示設定〕ボタンを

クリックしたため，エラーと

なりました。 

34 MG_J0107E11 VLANが選択されていま

せん。参照する VLAN を

選択してください。 

VLAN 未選択で〔対象 I/F 確

認〕ボタンをクリックしたた

め，エラーとなりました。 
35 MG_J0107E12 参照時に VLAN の複数

選択はできません。参照

する VLAN を 1 つ選択

し、対象 I/F 確認ボタン

を押下してください。 

VLAN を複数選択した状態で

〔対象 I/F 確認〕ボタンをクリ

ックしたため，エラーとなり

ました。 

36 MG_J0107E14 VLAN ID[<VLAN ID>]
の削除に失敗しまし

た。VLAN ID[<VLAN 
ID>]以降の削除は実行さ

れませんでした。 

VLAN の複数削除に失敗した

ため，エラーとなりました。

37 MG_J0107E15 VLAN ID [<VLAN ID>]
は管理 VLAN の為、[編
集]は行えません。他の

VLANを選択してくださ

い。 

管理 VLAN を選択して，〔編

集〕ボタンをクリックしたた

め，エラーとなりました。 

38 MG_J0107E16 VLAN ID [<VLAN ID>]
は管理 VLAN の為、[削
除]は行えません。他の

VLANを選択してくださ

管理 VLAN を選択して，〔削

除〕ボタンをクリックしたた

め，エラーとなりました。 
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い。 
39 MG_J0107E19 VLAN ID[1]はデフォル

ト VLAN の為、[削除]は
行えません。他の VLAN
を選択してください。 

デフォルト VLAN を選択し

て，〔削除〕ボタンをクリッ

クしたため，エラーとなりま

した。 
40 MG_J0108E01 VLAN ID が正しくあり

ません。VLAN ID は、

2-4095 の整数で入力し

てください。 

VLAN ID に 2～4095 以外の値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

41 MG_J0108E02 指定された VLAN ID は

存在しています。VLAN
一覧に存在する VLAN 
ID 以外を指定してくだ

さい。 

登録済みのVLAN IDを入力し

たため，エラーが発生しまし

た。 

42 MG_J0108E03 VLAN名称が正しくあり

ません。VLAN 名称には

32 文字以内の半角英数

字(特殊文字含む)で入力

してください。 

VLAN 名称に利用不可の文字

を含む値や 33文字以上の値を

入力したため，エラーが発生

しました。 

43 MG_J0108E06 VLAN情報の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN 情報の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

44 MG_J0108E08 VLANの更新時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN の更新失敗したため，

エラーとなりました。 

45 MG_J0108E09 VLAN ID[<VLAN ID>]
の VLAN 追加時に内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN の追加に失敗したた

め，エラーが発生しました。

46 MG_J0108E10 VLAN ID が入力されて

いません。VLAN 名称を

入力する際は、VLAN ID
を入力してください。 

VLAN ID 未入力で，VLAN 名

称のみを入力して〔OK〕ボタ

ンをクリックしたため，エラ

ーとなりました。 
47 MG_J0108E11 VLAN ID が一件も入力

されていません。VLAN
を追加する際は、一件以

上入力してください。 

VLAN ID が 1 件も入力されて

いない状態で〔OK〕ボタンを

クリックしたため，エラーと

なりました。 
48 MG_J0108E12 同一の VLAN ID が入力 同一のVLAN IDが入力されて
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されています。VLAN を

複数追加する際は、異な

る値を入力してくださ

い。 

いたため，エラーとなりまし

た。 

49 MG_J0111E01 対象インタフェース一

覧の取得時に内部処理

エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

対象インタフェース一覧の取

得に失敗したため，エラーと

なりました。 

50 MG_J0201E01 名前が正しくありませ

ん。名前には 60 文字以

内の半角英数字(特殊文

字含む)で入力してくだ

さい。 

名前に利用不可の文字を含む

値，61 文字以上の値を入力し

たため，エラーが発生しまし

た。 

51 MG_J0201E02 ロケーションが正しく

ありません。ロケーショ

ンには 40 文字以内の半

角英数字(特殊文字含む)
で入力してください。 

ロケーションに利用不可の文

字を含む値，41 文字以上の値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

52 MG_J0201E03 MAC アドレスが正しく

ありません。MAC アド

レスを正しいフォーマ

ットで入力してくださ

い。 

MAC アドレスとして異常な

値を入力したため，エラーが

発生しました。 

53 MG_J0201E04 IPv4 アドレスが正しく

ありません。IPv4 アドレ

スを正しいフォーマッ

トで入力してください。

IPv4 アドレスとして異常な値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

54 MG_J0201E05 IPv6 アドレスが正しく

ありません。IPv6 アドレ

スを正しいフォーマッ

トで入力してください。

IPv6 アドレスとして異常な値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

55 MG_J0201E06 管理VLANIPv4アドレス

が正しくありません。管

理VLANIPv4アドレスを

正しいフォーマットで

入力してください。 

管理 IPv4 アドレスとして異常

な値を入力したため，エラー

が発生しました。 

56 MG_J0201E07 管理VLANIPv4マスクが

正しくありません。管理

VLANIPv4 マスクを正し

いフォーマットで入力

してください。 

管理 IPv4 アドレスマスクとし

て異常な値を入力したため，

エラーが発生しました。 

57 MG_J0201E08 装置の登録時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

装置の登録に失敗したため，

エラーとなりました。 
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ってください。 
58 MG_J0201E10 装置の削除時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置の削除に失敗したため，

エラーとなりました。 

59 MG_J0201E11 図面画面上の装置削除

に失敗しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上の装置削除に

失敗したため，エラーとなり

ました。 

60 MG_J0201E13 新規追加の場合は、この

機能は使用できません。

新規追加時，〔コンフィグレ

ーション〕ボタン，〔削除〕

ボタン，〔物理ポート定義〕

ボタン，〔チャネルグループ

定義〕ボタン，〔物理ポート

→チャネルグループ変更〕ボ

タン，〔VLAN-L3 中継〕ボタ

ン，〔装置 VLAN 定義〕ボタ

ンをクリックしたため，エラ

ーが発生しました。 
61 MG_J0201E16 図面画面の装置追加に

失敗しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上の装置追加に

失敗したため，エラーとなり

ました。 

62 MG_J0201E17 装置の更新時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置の更新に失敗したため，

エラーとなりました。 

63 MG_J0201E18 図面画面のシンボル名

称変更に失敗しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上のシンボル名

称変更に失敗したため，エラ

ーとなりました。 

64 MG_J0201E20 他に同一のロケーショ

ンが登録されていま

す。異なるロケーション

を入力してください。 

登録済みのロケーションを入

力したため，エラーが発生し

ました。 

65 MG_J0201E21 装置一覧上に、他に同一 他の装置に登録済みの IPv4 ア
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の IPv4 アドレスが登録

されています。異なる

IPv4 アドレスを入力し

てください。 

ドレス(管理 IPv4 アドレス)を
入力したため，エラーが発生

しました。 

66 MG_J0201E22 シンボル種別が PC 群

(Others)である装置に対

しては、MAC アドレス

を入力することができ

ません。 

新規追加時，シンボル種別が

"Others"の場合に MAC アドレ

スの入力をしていたため，エ

ラーが発生しました。 

67 MG_J0201E23 シンボル種別が PC 群

(Others)である装置に対

しては、IPv4 アドレスを

入力することができま

せん。 

新規追加時，シンボル種別が

"Others"の場合に IPv4 アドレ

スの入力をしていたため，エ

ラーが発生しました。 

68 MG_J0201E24 シンボル種別が PC 群

(Others)である装置に対

しては、IPv6 アドレスを

入力することができま

せん。 

新規追加時，シンボル種別が

"Others"の場合に IPv6 アドレ

スの入力をしていたため，エ

ラーが発生しました。 

69 MG_J0201E25 シンボル種別が PC 群

(Others)である装置に対

しては、管理 VLANIPv4
アドレスを入力するこ

とができません。 

新規追加時，シンボル種別が

"Others"の場合に管理

VLANIPv4 アドレスの入力を

していたため，エラーが発生

しました。 
70 MG_J0201E26 シンボル種別が PC 群

(Others)である装置に対

しては、管理 VLANIPv4
マスクを入力すること

ができません。 

新規追加時，シンボル種別が

"Others"の場合に管理

VLANIPv4 アドレスマスクの

入力をしていたため，エラー

が発生しました。 
71 MG_J0201E27 装置一覧上に、他に同一

の MAC アドレスが登録

されています。異なる

MAC アドレスを入力し

てください。 

既に他の装置に登録済みの

MAC アドレスを入力したた

め，エラーが発生しました。

72 MG_J0201E28 IPv4 アドレスと管理

VLANIPv4 アドレスに同

じアドレスを登録する

ことはできません。異な

るアドレスを入力して

ください。 

IPv4 アドレスと管理

VLANIPv4 アドレスに同一の

IPv4 アドレスを入力したた

め，エラーが発生しました。

73 MG_J0201E29 L3 中継一覧上に、他に同

一の IPv4 アドレスが登

録されています。異なる

IPv4 アドレスを入力し

てください。 

L3中継一覧に登録済みの IPv4
アドレスを入力したため，エ

ラーが発生しました。 

74 MG_J0201E30 装置一覧上に、他に同一

の IPv6 アドレスが登録

されています。異なる

IPv6 アドレスを入力し

てください。 

他の装置に登録済みの IPv6 ア

ドレスを入力したため，エラ

ーが発生しました。 

75 MG_J0201E31 L3 中継一覧上に、他に同 L3中継一覧に登録済みの IPv6
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一の IPv6 アドレスが登

録されています。異なる

IPv6 アドレスを入力し

てください。 

アドレスを入力したため，エ

ラーが発生しました。 

76 MG_J0201E32 装置ステータスが稼動

中、または、コンフィグ

変更の場合は、MAC ア

ドレスの変更はできま

せん。装置ステータスが

他の状態の時に再実行

してください。 

装置ステータスが稼動中，ま

たはコンフィグ変更の場合に

MAC アドレスを変更したた

め，エラーが発生しました。

77 MG_J0201E33 関連するパス定義が存

在するため削除できま

せん。関連するパス定義

を削除してください。 

パス定義されている装置を削

除しようとしたため，エラー

が発生しました。 

78 MG_J0201E34 シンボル種別が PC 群

(Others)である装置に対

しては、この機能は使用

できません。 

装置情報定義画面の装置シン

ボルが"Others"の場合に，〔物

理ポート定義〕ボタン，〔チ

ャネルグループ定義〕ボタ

ン，〔物理ポート→チャネル

グループ変更〕ボタン，

〔VLAN-L3 中継〕ボタン，〔装

置 VLAN 定義〕ボタン，〔コ

ンフィグ〕ボタンをクリック

したため，エラーが発生しま

した。 
79 MG_J0201E37 装置ステータスが稼動

中、または、コンフィグ

変更の場合は、管理

VLANIPv4 アドレスの変

更はできません。装置ス

テータスが他の状態の

時に再実行してくださ

い。 

装置ステータスが稼動中，ま

たはコンフィグ変更の場合に

管理 VLANIPv4 アドレスを変

更したため，エラーが発生し

ました。 

80 MG_J0201E38 装置ステータスが稼動

中、または、コンフィグ

変更の場合は、管理

VLANIPv4 マスクの変更

はできません。装置ステ

ータスが他の状態の時

に再実行してください。

装置ステータスが稼動中，ま

たはコンフィグ変更の場合に

管理 VLANIPv4 アドレスマス

クを変更したため，エラーが

発生しました。 

81 MG_J0201E39 図面画面の装置状態色

変更に失敗しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上への装置状態

色反映時にエラーが発生しま

した。 

82 MG_J0201E40 ロケーションに該当す

る装置情報が取得でき

ませんでした。選択した

該当するロケーションを持つ

装置情報が見つからない為，

エラーとなりました。 
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ロケーションの装置は

ロケーションが変更さ

れている可能性があり

ます。変更後のロケーシ

ョンを選択して再度実

行してください。 
83 MG_J0201E41 シンボル種別がサーバ

(Server)である装置に対

しては、この機能は使用

できません。 

シンボル種別が”Server”の場

合に，〔フィルタ定義〕ボタ

ン，〔ルート定義〕ボタンを

クリックしたため，エラーと

なりました。 
84 MG_J0201E42 AXCM 未対応装置に対

しては、この機能は使用

できません。 

AXCM 未対応装置の場合に，

〔フィルタ定義〕ボタン，〔ル

ート定義〕ボタンをクリック

したため，エラーとなりまし

た。 
85 MG_J0201E43 パス（切替方法がポート

以外）の子側装置として

定義されているため、

MAC アドレスは削除で

きません。MAC アドレ

スを設定後、再度実行し

てください。 

編集時，子側装置としてパス

定義されている装置の MAC
アドレスを削除後，〔OK〕ボ

タン，〔適用〕ボタンをクリ

ックしたため，エラーとなり

ました。 

86 MG_J0202E01 ポートが選択されてい

ません。編集するポート

を選択してください。 

［物理ポート一覧］画面上で

編集するポートを選択してい

ないため，エラーとなりまし

た。 
87 MG_J0202E02 ポート一覧が存在しな

いため、物理ポートの削

除は行えません。ポート

を追加してください。 

ポート一覧が存在しない状態

で，〔削除〕ボタンをクリッ

クしたため，エラーとなりま

した。 
88 MG_J0202E03 ポート一覧が存在しな

いため、ファイルへの出

力が行えません。ポート

を追加してください。 

ポート一覧が存在しない状態

で，〔ファイル出力〕ボタン

をクリックしたため，エラー

となりました。 
89 MG_J0202E04 物理ポート一覧画面起

動時にエラーが発生し

ました。本画面を閉じ、

再度実行してください。

内部処理エラーが発生しまし

た。 

90 MG_J0202E05 ポート一覧の取得時

に、内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

91 MG_J0203E01 ポート番号［<ポート番

号>］の物理ポート追加

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ポート追加時にエラーが発生

しました。 
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ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
92 MG_J0203E02 物理ポートの編集時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート更新時にエラーが発生

しました。 

93 MG_J0203E04 Slot 番号が入力されてい

ません。追加する Slot 番
号を入力してください。

追加するスロット番号が未入

力なため，エラーとなりまし

た。 
94 MG_J0203E05 開始Port番号が入力され

ていません。追加する開

始Port番号を入力してく

ださい。 

追加する開始 Port 番号が未入

力のため，エラーとなりまし

た。 

95 MG_J0203E08 Slot 番号が正しくありま

せん。Slot 番号には 0-99
の値を入力してくださ

い。 

Slot 番号に 0-99 以外の値を入

力しているため，エラーとな

りました。 

96 MG_J0203E09 Port 番号が正しくありま

せん。Port 番号には 1-128
の値を入力してくださ

い。 

Port 番号に 1-128 以外の値を

入力しているため，エラーと

なりました。 

97 MG_J0203E10 Line 名称が正しくあり

ません。Line 名称には 64
文字以内の半角英数字

(特殊文字含む)で入力し

てください。 

Line 名称に利用不可の文字を

含む値や 65文字以上の値を入

力したため，エラーとなりま

した。 

98 MG_J0203E11 速度は必須選択項目で

す。速度を選択してくだ

さい。 

速度が未選択のため，エラー

となりました。 

99 MG_J0203E12 メディアタイプは必須

選択項目です。メディア

タイプを選択してくだ

さい。 

メディアタイプが未選択のた

め，エラーとなりました。 

100 MG_J0203E13 終了Port番号が入力され

ていません。終了 Port 番
号を指定してください。

終了 Port 番号が入力されてい

ないため，エラーとなりまし

た。 
101 MG_J0203E15 ポート一覧の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。
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102 MG_J0203E17 ポート番号［<ポート番

号>］の物理ポート追加

時にエラーが発生しま

した。ポート番号［<ポ
ート番号>-<ポート番号

>］の物理ポート追加は

実施することができま

せんでした。 

ポート追加時にエラーが発生

しました。 

103 MG_J0203E18 ポート番号［<ポート番

号>］の物理ポート追加

時にエラーが発生しま

した。ポート番号［<ポ
ート番号>］の物理ポー

ト追加は実施すること

ができませんでした。 

ポート追加時にエラーが発生

しました。 

104 MG_J0203_E19 PoE 電源供給優先度は必

須選択項目です。PoE 電

源供給優先度を選択し

てください。 

PoE 電源供給優先度が未選択

のため，エラーとなりました。

105 MG_J0203E21 稼動状態を「停止」にす

ると接続が切れ、回復不

能な為設定できません。

稼動状態「停止」を設定し，

〔OK〕ボタンをクリックした

際に，上位装置への接続ポー

トで，物理ポートが「稼動中」

またはチャネルグループの

後の一件だったため，エラー

となりました。 
また，装置ステータスが「事

前設計以外」で，対象ポート

の上位装置が Manager または

AXCM 未対応装置であったた

め，エラーとなりました。 
106 MG_J0203E24 AXCM 未対応装置の

為、稼動状態の設定は行

えません。 

AXCM 未対応装置に対して，

稼動状態の変更操作は実施で

きないため，エラーとなりま

した。 
107 MG_J0204E01 Slot 番号が入力されてい

ません。削除する Slot 番
号を入力してください。

削除対象の Slot 番号を入力し

ていないため，エラーとなり

ました。 
108 MG_J0204E02 開始Port番号が入力され

ていません。削除を開始

するPort番号を入力して

ください。 

削除対象の開始 Port 番号を入

力していないため，エラーと

なりました。 

109 MG_J0204E03 開始 Port 番号と終了 Port
番号の値が正しくあり

ません。開始 Port 番号が

終了Port番号より小さく

なるように入力してく

ださい。 

開始 Port 番号が終了 Port 番号

より大きな数字を指定してい

るため，エラーが発生しまし

た。 

110 MG_J0204E06 ポート番号［<ポート番

号>］の物理ポート削除

時にエラーが発生しま

ポート削除時にエラーが発生

しました。 



 434 

した。物理ポート一覧で

ポート番号［<ポート番

号>］が存在するか確認

してください。 
111 MG_J0204E08 Slot 番号が正しくありま

せん。Slot 番号には 0-99
の値を入力してくださ

い。 

Slot 番号に 0-99 以外の値を入

力しているため，エラーとな

りました。 

112 MG_J0204E09 Port 番号が正しくありま

せん。Port 番号には 1-128
の値を入力してくださ

い。 

Port 番号に 1-128 以外の値を

入力しているため，エラーと

なりました。 

113 MG_J0204E10 終了Port番号が入力され

ていません。終了 Port 番
号を入力してください。

終了 Port 番号が入力されてい

ないため，エラーとなりまし

た。 
114 MG_J0204E15 物理ポートの削除時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

削除対象であるポートがチャ

ネルグループの場合，チャネ

ルグループを削除し，生成さ

れた物理ポート削除時にエラ

ーが発生しました。 

115 MG_J0204E16 パス定義済みのため削

除できません。対象のポ

ートをパス定義から削

除してください。 

パス定義済みのポートを削除

しようとしたため，エラーが

発生しました。 

116 MG_J0204E17 ポート番号［<ポート番

号>］のチャネルグルー

プ削除時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループ削除時にエ

ラーが発生しました。 

117 MG_J0204E18 ポート番号［<ポート番

号>］の物理ポート削除

時にエラーが発生しま

した。ポート番号［<ポ
ート番号>-<ポート番号

>］の物理ポート削除は

実施することができま

せんでした。 

物理ポート削除時にエラーが

発生しました。 

118 MG_J0204E19 ポート番号［<ポート番

号>］の物理ポート削除

時にエラーが発生しま

した。ポート番号［<ポ
ート番号>］の物理ポー

ト削除は実施すること

ができませんでした。 

物理ポート削除時にエラーが

発生しました。 
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119 MG_J0204E20 スロット番号[<スロット

番号>]ポート番号[<ポー

ト番号>]はチャネルグル

ープとして定義されて

いるため、削除できませ

ん。チャネルグループ削

除を実行後、再度実行し

てください。 

物理ポート削除画面で選択し

たスロット番号，ポート番号

に対応する物理ポートがチャ

ネルグループとして定義され

ているため，エラーとなりま

した。 

120 MG_J0204E21 チャネルグループとし

て定義されているスロ

ット番号[<スロット番号

>]ポート番号[<ポート番

号>]を含むため、物理ポ

ート削除を実行できま

せん。チャネルグループ

削除を実行後、再度実行

するか、またはチャネル

グループに定義されて

いる物理ポートを指定

せずに再度実行してく

ださい。 

物理ポート削除画面で選択し

たスロット番号，ポート番号

の範囲内にチャネルグループ

として定義されている物理ポ

ートが含まれているため，エ

ラーとなりました。 

121 MG_J0205E01 チャネルグループが選

択されていません。編集

するチャネルグループ

を選択してください。 

［チャネルグループ一覧］画

面上で編集するチャネルグル

ープが選択されていないた

め，エラーとなりました。 
122 MG_J0205E02 チャネルグループが選

択されていません。削除

するチャネルグループ

を選択してください。 

［チャネルグループ一覧］画

面上で削除するチャネルグル

ープが選択されていないた

め，エラーとなりました。 
123 MG_J0205E03 チャネルグループの削

除に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループの削除に失

敗したため，エラーとなりま

した。 

124 MG_J0205E04 チャネルグループ一覧

画面起動時にエラーが

発生しました。本画面を

閉じ、再度実行してくだ

さい。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

125 MG_J0205E07 チャネルグループ一覧

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループ一覧の取得

に失敗したため，エラーとな

りました。 

126 MG_J0205E08 ポート情報の取得時に ポート情報の取得に失敗した
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内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ため，エラーとなりました。

127 MG_J0206E01 物理ポートが設定され

ていません。物理ポート

を追加してください。 

物理ポートが設定されていな

いため，エラーとなりました。

128 MG_J0206E03 種別が選択されていま

せん。種別を選択してく

ださい。 

種別が選択されていないた

め，エラーとなりました。 

129 MG_J0206E05 チャネルグループの登

録時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループの登録処理

に失敗したため，エラーとな

りました。 

130 MG_J0206E06 チャネルグループの更

新時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループの更新処理

に失敗したため，エラーとな

りました。 

131 MG_J0206E08 ポート情報の取得内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート情報の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

132 MG_J0206E09 チャネルグループ情報

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループ情報の取得

に失敗したため，エラーとな

りました。 

133 MG_J0206E10 図面画面上のステータ

ス更新に失敗しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上にステータス

更新反映時にエラーが発生し

ました。 
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134 MG_J0207E01 物理ポート（チャネルグ

ループ未選択）一覧が存

在しません。物理ポート

を追加してください。 

物理ポート(チャネルグループ

未選択)一覧が存在しないた

め，エラーとなりました。 

135 MG_J0207E02 ポートが選択されてい

ません。チャネルグルー

プに変更するポートを 1
つ選択してください。 

［物理ポート(チャネルグルー

プ未選択)一覧］画面上でチャ

ネルグループに変更するポー

トを選択していないため，エ

ラーとなりました。 
136 MG_J0207E03 チャネルグループに変

更するポートのステー

タスが不明です。ステー

タスが不明以外のポー

トを選択してください。

選択されたポートのステータ

スが「不明」のため，エラー

となりました。 

137 MG_J0207E04 物理ポート（チャネルグ

ループ未選択）一覧画面

起動時にエラーが発生

しました。本画面を閉

じ、再度実行してくださ

い。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

138 MG_J0207E05 チャネルグループ一覧

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループ一覧が存在

しないため，エラーとなりま

した。 

139 MG_J0207E06 選択したポートは複数

のパスに重複して定義

されています。選択した

ポートが１つのパスに

のみ定義されるように

パス定義を見直してか

ら、再度実行してくださ

い。 

選択されたポートが複数のパ

ス定義に設定されているた

め，エラーとなりました。 

140 MG_J0207E07 選択したポートを含む

パスのポートレンジに

複数のポートが定義さ

れています。該当パスの

ポートレンジの設定を

再設定してから実行す

る必要があります。
AX-Config-Master-Manag
er－装置間の接続を切断

後、該当パスの削除、再

定義を行ってから、再度

実行してください。 

選択されたポートが定義され

ているパスのポートレンジの

情報に複数のポートが定義さ

れているため，エラーが発生

しました。 

141 MG_J0207E08 パス一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

パス一覧の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 
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下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
142 MG_J0207E09 選択したポートを含む

パスのポートレンジと

実親側接続ポートが不

一致になっています。該

当パスのポートレンジ

の設定を再設定してか

ら実行する必要があり

ます。
AX-Config-Master-Manag
er－装置間の接続を切断

後、該当パスの削除、再

定義を行ってから、再度

実行してください。 

選択したポートを含むパス定

義のパス種別が"ID"で，かつ

ポートレンジに設定された値

と実親側接続ポートに設定さ

れている値が不一致であるた

め，エラーが発生しました。
 

143 MG_J0208E03 種別が選択されていま

せん。種別を選択してく

ださい。 

種別が選択されていないた

め，エラーとなりました。 

144 MG_J0208E05 チャネルグループの更

新時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

チャネルグループの更新処理

に失敗したため，エラーとな

りました。 

145 MG_J0208E06 ポート一覧の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

146 MG_J0208E07 ポート情報の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート情報の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

147 MG_J0208E08 チャネルグループ設定

ポート一覧の 1 行目のデ

ータは削除することが

できません。2 行目以降

のデータを選択してく

ださい。 

チャネルグループ設定ポート

一覧の 1 行目のデータは削除

できないため，エラーとなり

ました。 
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148 MG_J0208E09 図面画面上のステータ

ス更新に失敗しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上にステータス

更新反映時にエラーが発生し

ました。 

149 MG_J0208E10 チャネルグループ番号

は必須入力項目です。チ

ャネルグループ番号に

は 1-63 までの半角数字

で入力して下さい。 

チャネルグループ番号が未入

力のためエラーとなりまし

た。 

150 MG_J0208E11 チャネルグループ番号

が正しくありません。チ

ャネルグループ番号に

は 1-63 までの半角数字

で入力して下さい。 

チャネルグループ番号に 1-63
の半角数字以外を入力したた

めエラーとなりました。 

151 MG_J0209E01 L3 中継 VLAN が選択さ

れていません。編集する

L3 中継 VLAN を選択し

てください。 

［L3 中継 VLAN 一覧］画面上

で編集する L3 中継 VLAN が

選択されていないため，エラ

ーとなりました。 
152 MG_J0209E02 L3 中継 VLAN が選択さ

れていません。削除する

L3 中継 VLAN を選択し

てください。 

［L3 中継 VLAN 一覧］画面上

で削除する L3 中継 VLAN が

選択されていないため，エラ

ーとなりました。 
153 MG_J0209E03 L3 中継 VLAN の削除時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置の L3 中継 VLAN の削除

に失敗したため，エラーとな

りました。 

154 MG_J0209E04 L3 中継 VLAN 一覧画面

起動時にエラーが発生

しました。本画面を閉

じ、再度実行してくださ

い。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

155 MG_J0209E06 L3 中継 VLAN 一覧の取

得時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

L3中継VLAN一覧の取得に失

敗したため，エラーとなりま

した。 

156 MG_J0209E07 VLAN一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後

VLAN 一覧の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。
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AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
157 MG_J0209E08 VLAN 一覧がありませ

ん。VLAN を追加してく

ださい。 

VLAN が未定義のため，エラ

ーとなりました。 

158 MG_J0209E09 MACVLAN 一覧の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

MACVLAN 一覧の取得に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

159 MG_J0209E10 MACVLAN 一覧があり

ません。MACVLAN を追

加してください。 

MACVLAN が未定義のため，

エラーとなりました。 

160 MG_J0209E11 プロトコル VLAN 一覧

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

プロトコル一覧の取得に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

161 MG_J0209E12 プロトコル VLAN 一覧

がありません。プロトコ

ル VLAN を追加してく

ださい。 

プロトコル VLAN が未定義の

ため，エラーとなりました。

162 MG_J0210E02 L3 中継 VLAN の追加時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

L3 中継定義登録処理に失敗し

たため，エラーとなりました。

163 MG_J0210E03 IPv4 アドレスが正しく

ありません。IPv4 アドレ

スを正しいフォーマッ

トで入力してください。

IPv4 アドレスとして異常な値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

164 MG_J0210E04 IPv4 アドレスマスクが

正しくありません。IPv4
アドレスマスクを正し

いフォーマットで入力

してください。 

IPv4 アドレスマスクとして異

常な値を入力したため，エラ

ーが発生しました。 

165 MG_J0210E05 IPv6 アドレスが正しく

ありません。IPv6 アドレ

スを正しいフォーマッ

トで入力してください。

IPv6 アドレスとして異常な値

を入力したため，エラーが発

生しました。 

166 MG_J0210E06 IPv6 アドレスマスク長 IPv6 アドレスマスク長として
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が正しくありません。

IPv6 アドレスマスク長

を正しいフォーマット

で入力してください。 

異常な値を入力したため，エ

ラーが発生しました。 

167 MG_J0210E07 IPv4 アドレス、または、

IPv6 アドレスが入力さ

れていません。何れか一

方、または、両方に入力

してください。 

IPv4 アドレス，IPv6 アドレス

共に未入力で，〔OK〕ボタン

をクリックしたため，エラー

が発生しました。 

168 MG_J0210E08 L3 中継 VLAN の更新時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

L3 中継定義更新処理に失敗し

たため，エラーとなりました。

169 MG_J0210E09 VLAN定義一覧の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN 定義一覧の取得に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

170 MG_J0210E11 L3 中継 VLAN 一覧の取

得時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

L3中継VLAN一覧の取得に失

敗したため，エラーとなりま

した。 

171 MG_J0210E12 VLANが設定されていま

せん。L3 中継 VLAN 定

義に VLAN を設定して

ください。 

L3中継VLAN定義にデータを

未設定で〔OK〕ボタンをクリ

ックしたため，エラーが発生

しました。 
172 MG_J0210E13 装置一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置一覧の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

173 MG_J0210E14 装置一覧上に、他に同一

の IPv4 アドレスが登録

されています。異なる

IPv4 アドレスを入力し

てください。 

装置一覧に同一の IPv4 アドレ

スが存在するため，エラーと

なりました。 

174 MG_J0210E15 L3 中継一覧上に、他に同 L3 中継 VLAN 一覧に同一の
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一の IPv4 アドレスが登

録されています。異なる

IPv4 アドレスを入力し

てください。 

IPv4 アドレスが存在するた

め，エラーとなりました。 

175 MG_J0210E16 装置一覧上に、他に同一

の IPv6 アドレスが登録

されています。異なる

IPv6 アドレスを入力し

てください。 

装置一覧に同一の Ipv6 アドレ

スが存在するため，エラーと

なりました。 

176 MG_J0210E17 L3 中継一覧上に、他に同

一の IPv6 アドレスが登

録されています。異なる

IPv6 アドレスを入力し

てください。 

L3 中継 VLAN 一覧に同一の

IPv6 アドレスが存在するた

め，エラーとなりました。 

177 MG_J0211E01 装置 VLAN が選択され

ていません。削除する装

置 VLAN を選択してく

ださい。 

［装置 VLAN 一覧］画面上で

削除対象の装置 VLAN が未選

択なため，エラーとなりまし

た。 
178 MG_J0211E04 装置 VLAN が選択され

ていません。編集する装

置 VLAN を選択してく

ださい。 

［装置 VLAN 一覧］画面上で

編集対象の装置 VLAN が未選

択なため，エラーとなりまし

た。 
179 MG_J0211E05 VLANが選択されていま

せん。装置 VLAN の定義

を行う VLAN を選択し

てください。 

［装置 VLAN 一覧］画面上で

装置 VLAN の定義を行う

VLAN が選択されていないた

め，エラーとなりました。 
180 MG_J0211E06 装置情報の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ロケーションの取得に失敗し

たため，エラーとなりました。

181 MG_J0211E08 MACVLAN 一覧の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置 VLAN 一覧（MACVLAN
一覧）の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

182 MG_J0211E09 プロトコル VLAN 一覧

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置 VLAN 一覧（プロトコル

VLAN 一覧）の取得に失敗し

たため，エラーとなりました。

183 MG_J0211E10 MACVLAN の削除時に 装置 VLAN（MACVLAN）の
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内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

削除処理に失敗したため，エ

ラーとなりました。 

184 MG_J0211E11 プロトコル VLAN の削

除時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置 VLAN（プロトコル

VLAN）の削除処理に失敗した

ため，エラーとなりました。

185 MG_J0211E12 装置 VLAN 一覧画面起

動時にエラーが発生し

ました。本画面を閉じ、

再度実行してください。

内部処理エラーが発生しまし

た。 

186 MG_J0211E14 VLAN 一覧がありませ

ん。 
VLAN 一覧が存在しないた

め，エラーとなりました。 
187 MG_J0211E15 定義できる VLAN があ

りません。VLAN を追加

してください。 

定義可能な VLAN が存在しな

いため，エラーとなりました。

188 MG_J0211E16 選択した装置 VLAN は

パス内 VLAN に定義さ

れている為、削除できま

せん。パス内 VLAN から

該当の装置 VLAN を削

除した後、再度実行して

下さい。 

パスに定義されている装置

VLAN を削除しようとした

為，エラーとなりました。 

189 MG_J0211E17 選択した装置 VLAN は

L3 中継 VLAN に定義さ

れている為、削除できま

せん。L3 中継 VLAN か

ら該当の装置 VLAN を

削除した後、再度実行し

て下さい。 

L3中継VLANに定義されてい

る装置 VLAN を削除しようと

した為，エラーとなりました。

190 MG_J0211E18 VLAN ID[1]はデフォル

ト VLAN の為、[削除]は
行えません。 

装置 VLAN から VLAN 1（デ

フォルト VLAN）を削除しよ

うとした為，エラーとなりま

した。 
191 MG_J0212E01 指定された MAC アドレ

スは、既に他の VLAN 上

に設定（追加）されてい

ます。異なる MAC アド

レスを入力してくださ

い。 

指定された MAC アドレスが

既に他の VLAN 上に設定（追

加）されているため，エラー

となりました。 

192 MG_J0212E02 指定された MAC アドレ

スは、既に設定（追加）

されています。異なる

指定された MAC アドレス

は，既に設定（追加）されて

いるため，エラーとなりまし
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MAC アドレスを入力し

てください。 
た。 

193 MG_J0212E03 MAC アドレスが正しく

ありません。MAC アド

レスを正しいフォーマ

ットで入力してくださ

い。 

MAC アドレスが正しいフォ

ーマットで入力されていない

ため，エラーとなりました。

194 MG_J0212E04 MAC アドレスが選択さ

れていません。削除対象

となる MAC アドレスを

選択してください。 

画面上で削除対象となる

MAC アドレスを選択してい

ないため，エラーとなりまし

た。 
195 MG_J0212E08 ［<エラー発生位置>］件

目の MAC アドレスのフ

ォーマットが異常で

す。［<エラー発生位置

>］件目の MAC アドレス

を変更してください。 

ファイルから読み込んだ

MAC アドレスの［<エラー発

生位置>］件目が，MAC アド

レスとして異常なため，エラ

ーとなりました。 

196 MG_J0212E09 ［<エラー発生位置>］件

目の MAC アドレスは、

既に他の VLAN 上に設

定（追加）されていま

す。［<エラー発生位置

>］件目の MAC アドレス

を変更してください。 

ファイルから読み込んだ

MAC アドレスの［<エラー発

生位置>］件目が，すでに他の

VLAN 上に設定（追加）され

ているため，エラーとなりま

す。 

197 MG_J0212E10 ［<エラー発生位置>］件

目の MAC アドレスは既

にファイル内に存在し

ます。［<エラー発生位

置>］件目の MAC アドレ

スを変更してください。

読み込みファイル内で MAC
アドレスの重複が起こってい

るため，エラーとなりました。

198 MG_J0212E13 プロトコル VLAN 情報

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

プロトコル情報取得時にエラ

ーが発生しました。 

199 MG_J0212E14 MACVLAN 情報の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

MACVLAN 情報取得時にエラ

ーが発生しました。 

200 MG_J0212E15 プロトコル VLAN 情報

の更新時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後

プロトコル VLAN 情報の更新

に失敗したため，エラーとな

りました。 
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AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
201 MG_J0212E16 MACVLAN 情報の更新

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

MACVLAN 情報の更新に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

202 MG_J0212E19 プロトコル VLAN 情報

の追加時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

プロトコル VLAN 情報の登録

に失敗したため，エラーとな

りました。 

203 MG_J0212E20 プロトコルが選択され

ていません。プロトコル

VLAN を定義する場合

は、対象となるプロトコ

ルを 1 つ以上選択してく

ださい。 

VLAN 種別"プロトコル

VLAN"選択時に，プロトコル

を未選択で，〔OK〕ボタンを

クリックしたためエラーが発

生しました。 

204 MG_J0212E21 VLAN種別は必須選択項

目です。VLAN 種別を選

択してください。 

VLAN 種別が未選択のため，

エラーとなりました。 

205 MG_J0212E22 ローカルファイルの取

得に失敗しました。 
ローカルファイルの取得に失

敗したためエラーとなりまし

た。 
206 MG_J0213E01 反映処理時に内部処理

エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

反映処理に失敗したため，エ

ラーとなりました。 

207 MG_J0213E02 コピー＆同期処理時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

コピー＆同期処理に失敗した

ため，エラーとなりました。

208 MG_J0213E03 反映処理時に内部処理

エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View

反映処理に失敗したため，エ

ラーとなりました。 
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を終了して、再起動を行

ってください。 
209 MG_J0213E04 コンフィグレーション

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

コンフィグレーションの取得

に失敗したためエラーとなり

ました。 

210 MG_J0213E05 コンフィグレーション

画面起動時にエラーが

発生しました。本画面を

閉じ、再度実行してくだ

さい。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

211 MG_J0213E08 通信エラーが発生しま

した。OK ボタンをクリ

ックして本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 

コンフィグレーションの変更

処理（反映，コピー＆同期）

を実行後，

AX-Config-Master-Viewの情報

を更新するための情報取得，

または図面操作に失敗したた

め，エラーが発生しました。

212 MG_J0213E11 プロパティファイルに

"DIFF_COMMAND"の記

述がありません。
AX-Config-Master-View
を終了後、プロパティフ

ァイルを修正し、再起動

を行って下さい。 

View.properties ファイル

に”DIFF_COMMAND”の記述

がないため，エラーとなりま

した。 

213 MG_J0213E12 プロパティファイルの

"DIFF_COMMAND"の記

述に誤りがあります。
AX-Config-Master-View
を終了後、プロパティフ

ァイルを修正し、再起動

を行って下さい。 

View.properties ファイル

に”DIFF_COMMAND”の記述

に誤りがあるため，エラーと

なりました。 

214 MG_J0213E13 差分表示用アプリケー

ションの起動に失敗し

ました。下記を実施して

ください。 
(1)差分表示用アプリケ

ーションがインストー

ルされているかどうか

確認し、インストールさ

れていない場合はイン

ストールを行ってくだ

さい。 
(2)プロパティファイル

の"DIFF_COMMAND"の
記述が正しいかどうか

確認し、誤っている場合

差分表示用のアプリケーショ

ン起動に失敗したため，エラ

ーとなりました。 
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は記述を修正してくだ

さい。 
(3)AX-Config-Master-Vie
w を終了して再起動を行

った後、操作を再度実行

してください。 
215 MG_J0213E14 コンフィグレーション

の反映時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

コンフィグレーションの反映

に失敗したため，エラーとな

りました。 

216 MG_J0213E15 ローカルファイルの取

得に失敗しました。 
ローカルファイルの取得に失

敗したためエラーとなりまし

た。 
217 MG_J0214E01 ファイルの読み込みに

失敗しました。キーボー

ド、ディスプレイ、また

はマウスの接続を確認

してください。 

ファイルの読み込みに失敗し

たため，エラーとなりました。

218 MG_J0215E01 フィルタ情報を表示す

ることができません。事

前設計可状態の装置で

あるため、マネージャ管

理のフィルタ情報を取

得してください。 

フィルタ定義一覧画面に表示

可能なフィルタ情報が存在し

ないため，エラーとなりまし

た。 

219 MG_J0215E02 物理インタフェースへ

の適用の解除時に内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

物理インタフェースへの適用

解除に失敗したため，エラー

となりました。 

220 MG_J0215E03 VLANインタフェースへ

の適用の解除時に内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN インタフェースへの適

用解除に失敗したため，エラ

ーとなりました。 

221 MG_J0215E04 フロー検出条件の削除

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

フロー検出条件の削除に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 
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ってください。 
222 MG_J0215E05 アクセスリストの削除

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスリストの削除に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

223 MG_J0215E06 アクセスリスト一覧の

取得時に内部処理エラ

ーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスリスト一覧の取得に

失敗したため，エラーとなり

ました。 

224 MG_J0215E07 既に同一の Flow ID が登

録されているため、コピ

ーはできません。他の

Flow ID の異なるアクセ

スリストを選択してく

ださい。 

コピー先に同一の Flow ID が

存在するため，エラーとなり

ました。 

225 MG_J0215E09 Flow Type が異なるた

め、コピーはできませ

ん。Flow Type が同一の

ものを選択してくださ

い。 

コピー先とコピー元の Flow 
Type が異なるため，エラーと

なりました。 

226 MG_J0215E11 装置のフロー検出モー

ドと適用するインタフ

ェースの組み合わせが

異なるため、適用できま

せん。装置に適用するイ

ンタフェースを選択し

てください。 

装置のフロー検出モードと適

用するインタフェースの組み

合わせに誤りがあるため，エ

ラーとなりました。 

227 MG_J0215E12 装置一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置一覧の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

228 MG_J0215E14 物理インタフェース適

用ポート一覧の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

物理インタフェース適用ポー

トの一覧取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 
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ってください。 
229 MG_J0215E17 VLANインタフェース適

用 VLAN 一覧の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN インタフェース適用ポ

ートの一覧取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

230 MG_J0215E19 アクセスリストの取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスリストの取得に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

231 MG_J0215E20 検出条件(サポート外)が
設定されているため、コ

ピーできません。サポー

ト外情報を削除する

か、他のアクセスリスト

を選択してください。 

サポート外の検出条件が含ま

れているフロー検出条件をコ

ピーしようとしたため，エラ

ーとなりました。 

232 MG_J0216E01 シーケンス番号は必須

入力項目です。シーケン

ス番号を 1-4294967294
までの半角数字で入力

してください。 

シーケンス番号が未入力のた

め，エラーとなりました。 

233 MG_J0216E02 シーケンス番号が正し

くありません。シーケン

ス番号には

1-4294967294 までの半

角数字で入力してくだ

さい。 

シーケンス番号に

1-4294967294 の半角数字以外

を入力したため，エラーとな

りました。 

234 MG_J0216E03 同一のシーケンス番号

が登録されています。異

なるシーケンス番号を

入力してください。 

同一のシーケンス番号が存在

するため，エラーとなりまし

た。 

235 MG_J0216E04 Flow ID が正しくありま

せん。Flow ID には 1-99
または 1300-1999 の半角

数字、もしくは英字始ま

りの半角英数字 31 文字

以内で入力してくださ

い。 

Flow ID に 1-99，1300-1999 の

半角数字以外を入力したた

め，または，英字始まり以外

で半角英数字 31文字以上の値

を入力したため，エラーとな

りました。 

236 MG_J0216E05 Flow ID が正しくありま

せん。Flow ID には英字

始まりの半角英数字 31
文字以内で入力してく

ださい。 

Flow ID に英字始まり以外で

半角英数字 31文字以上の値を

入力したため，  
エラーとなりました。 
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237 MG_J0216E06 補足説明が正しくあり

ません。補足説明には 64
文字以内の半角英数字

(特殊文字含む)で入力し

てください。 

補足説明に 64文字以上の半角

英数字で入力したため，エラ

ーとなりました。 

238 MG_J0216E07 送信元アドレスが正し

くありません。送信元ア

ドレスを正しいフォー

マットで入力してくだ

さい。 

送信元アドレスを誤ったフォ

ーマットで入力したため，エ

ラーとなりました。 

239 MG_J0216E08 送信元アドレスマスク

が正しくありません。送

信元アドレスマスクを

正しいフォーマットで

入力してください。 

送信元アドレスマスクを誤っ

たフォーマットで入力したた

め，エラーとなりました。 

240 MG_J0216E09 宛先アドレスが正しく

ありません。宛先アドレ

スを正しいフォーマッ

トで入力してください。

宛先アドレスを誤ったフォー

マットで入力したため，エラ

ーとなりました。 

241 MG_J0216E10 宛先アドレスマスクが

正しくありません。宛先

アドレスマスクを正し

いフォーマットで入力

してください。 

宛先アドレスマスクを誤った

フォーマットで入力したた

め，エラーとなりました。 

242 MG_J0216E11 VLAN ID が正しくあり

ません。VLAN ID には

1-4095 までの半角数字

で入力してください。 

VLAN IDに1-4095の半角数字

以外を入力したため，エラー

となりました。 

243 MG_J0216E12 プロトコルが正しくあ

りません。プロトコルに

は 0-255 の半角数字、ま

たはプロトコル名称を

入力してください。 

プロトコルに 0-255 の半角数

字以外を入力したため，エラ

ーとなりました。 

244 MG_J0216E13 tos 値が正しくありませ

ん。tos 値には 0-15 の半

角数字、または tos 名称

を入力してください。 

tos 値に 0-15 の半角数字以外

を入力したため，エラーとな

りました。 

245 MG_J0216E14 送信元ポートが正しく

ありません。送信元ポー

トには 0-65535 の半角数

字、またはポート名称を

入力してください。 

送信元ポートに 0-65535 の半

角数字以外を入力したため，

エラーとなりました。 

246 MG_J0216E15 宛先ポートが正しくあ

りません。宛先ポートに

は 0-65535 の半角数字、

またはポート名称を入

力してください。 

宛先ポートに 0-65535 の半角

数字以外を入力したため，エ

ラーとなりました。 

247 MG_J0216E16 イーサネットタイプが

正しくありません。イー

サネットタイプには

0x0000-0xffff の 16 進

イーサネットタイプに

0x0000-0xffff の 16 進数以外を

入力したため，エラーとなり

ました。 
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数、またはイーサネット

タイプ名称を入力して

ください。 
248 MG_J0216E17 Flow ID は必須入力項目

です。Flow ID には 1-99
または 1300-1999 の半角

数字、もしくは英字始ま

りの半角英数字 31 文字

以内で入力してくださ

い。 

Flow ID が未入力のため，エラ

ーとなりました。 

249 MG_J0216E18 アクセスリストの追加

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスリストの追加に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

250 MG_J0216E19 フロー検出条件の追加

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

フロー検出条件の追加に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

251 MG_J0216E20 アクセスリストの装置

へのコピー時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスリストを装置へコピ

ーする際に失敗したため，エ

ラーとなりました。 

252 MG_J0216E21 フィルタリングポート

追加時に内部処理エラ

ーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

インタフェースへの適用に失

敗したため，エラーとなりま

した。 

253 MG_J0216E22 アクセスリストの更新

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスリストの更新に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

254 MG_J0216E23 フロー検出条件の更新 フロー検出条件の更新に失敗
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時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

したため，エラーとなりまし

た。 

255 MG_J0216E24 Flow ID が正しくありま

せん。Flow ID には

100-199または2000-2699
の半角数字、もしくは英

字始まりの半角英数字

31 文字以内で入力して

ください。 

Flow ID に 100-199，2000-2699
の半角数字以外を入力したた

め，または，英字始まり以外

で半角英数字 31文字以上の値

を入力したため，エラーとな

りました 

256 MG_J0216E27 同一の Flow ID が登録さ

れています。異なる Flow 
ID を入力してください。

Flow ID が既に存在するた

め，エラーとなりました。 

257 MG_J0216E28 インタフェース情報の

取得時に内部処理エラ

ーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

インタフェース適用情報の取

得に失敗したため，エラーと

なりました。 

258 MG_J0216E29 プロトコルは必須入力

項目です。プロトコルを

選択、または入力してく

ださい。 

プロトコルが未入力のため，

エラーとなりました。 

259 MG_J0216E30 検出条件(サポート外)が
設定されているため、変

更できません。検出条件

がサポート外でない編

集対象を選択してくだ

さい。 

フロー検出条件にサポート外

の検出条件が含まれているた

め，エラーとなりました。 

260 MG_J0216E31 送信元アドレスおよび

宛先アドレスは必須入

力項目です。送信元アド

レスおよび宛先アドレ

スを入力してください。

送信元アドレスおよび宛先ア

ドレスが設定されていないた

め，エラーとなりました。 

261 MG_J0216E32 送信元アドレス、宛先ア

ドレスの終了側に"any"
は指定できません。送信

元アドレス、宛先アドレ

スの終了側にはアドレ

スを入力してください。

送信元アドレス，宛先アドレ

スの終了側に"any"が設定され

ているため，エラーとなりま

した。 

262 MG_J0216E33 送信元アドレス、宛先ア

ドレスの範囲指定時

は、ワイルドカードは指

定できません。送信元ア

ドレス、宛先アドレスの

送信元アドレス，宛先アドレ

スの範囲指定時にアドレスマ

スクも設定されているため，

エラーとなりました。 
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範囲指定時はワイルド

カードの指定を行わな

いでください。 
263 MG_J0216E34 送信元ポート、宛先ポー

トの終了側には、単独で

の指定が行えません。送

信元ポート、宛先ポート

の開始側を指定してく

ださい。 

送信元ポート，宛先ポートが

終了側にのみ設定されている

ため，エラーとなりました。

264 MG_J0216E35 送信元アドレス、宛先ア

ドレス、送信元ポート、

宛先ポートの範囲指定

時には異なる値を指定

してください。 

送信元アドレス，宛先アドレ

ス，送信元ポート，宛先ポー

トの範囲指定で開始側と終了

側に同じ値が設定されている

ため，エラーとなりました。

265 MG_J0216E36 送信元アドレス、宛先ア

ドレス、送信元ポート、

宛先ポートの範囲指定

時には、終了側の値が大

きくなるように指定し

てください。 

送信元アドレス，宛先アドレ

ス，送信元ポート，宛先ポー

トの範囲指定で開始側の値が

終了側の値より大きいため，

エラーとなりました。 

266 MG_J0216E37 送信元アドレス、宛先ア

ドレスの開始側の"any"
指定時は、送信元アドレ

ス、宛先アドレスの終了

側は指定できません。送

信元アドレス、宛先アド

レスの終了側には何も

入力しないでください。

送信元アドレス，宛先アドレ

スの開始側に"any"が指定され

ている場合で，終了側にも値

が設定されているため，エラ

ーとなりました。 

267 MG_J0216E38 送信元アドレスおよび

宛先アドレスの開始側

は必須入力項目です。送

信元アドレスおよび宛

先アドレスを入力して

ください。 

送信元アドレスおよび宛先ア

ドレスの開始側が設定されて

いないため，エラーとなりま

した。 

268 MG_J0216E40 送信元アドレスマスク

長が正しくありませ

ん。送信元アドレスマス

ク長を正しいフォーマ

ットで入力してくださ

い。 

送信元アドレスマスク長を誤

ったフォーマットで入力した

ためエラーとなりました。 

269 MG_J0216E41 送信元ワイルドカード

が正しくありません。送

信元ワイルドカードを

正しいフォーマットで

入力してください。 

送信元ワイルドカードを誤っ

たフォーマットで入力したた

めエラーとなりました。 

270 MG_J0216E42 送信元ワイルドカード

が正しくありません。送

信元ワイルドカードを

正しいフォーマットで

入力してください。 

送信元ワイルドカードを誤っ

たフォーマットで入力したた

めエラーとなりました。 

271 MG_J0216E43 宛先アドレスマスク長 宛先アドレスマスク長を誤っ
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が正しくありません。宛

先アドレスマスク長を

正しいフォーマットで

入力してください。 

たフォーマットで入力したた

めエラーとなりました。 

272 MG_J0216E44 宛先ワイルドカードが

正しくありません。宛先

ワイルドカードを正し

いフォーマットで入力

してください。 

宛先ワイルドカードを誤った

フォーマットで入力したため

エラーとなりました。 

273 MG_J0216E45 宛先ワイルドカードが

正しくありません。宛先

ワイルドカードを正し

いフォーマットで入力

してください。 

宛先ワイルドカードを誤った

フォーマットで入力したため

エラーとなりました。 

274 MG_J0216E46 Flow ID は必須入力項目

です。Flow ID には

100-199または2000-2699
の半角数字、もしくは英

字始まりの半角英数字

31 文字以内で入力して

ください。 

Flow ID が未入力のため，エラ

ーとなりました。 

275 MG_J0216E47 Flow ID は必須入力項目

です。Flow ID には英字

始まりの半角英数字 31
文字以内で入力してく

ださい。 

Flow ID が未入力のため，エラ

ーとなりました。 

276 MG_J0217E01 開始シーケンス番号は

必須入力項目です。開始

シーケンス番号には

1-4294967294 の半角数

字を入力してください。

開始シーケンス番号が未入力

のため，エラーとなりました。

277 MG_J0217E02 開始シーケンス番号が

正しくありません。開始

シーケンス番号には

1-4294967294 の半角数

字を入力してください。

開始シーケンス番号に

1-4294967294 の半角数字以外

を入力したため，エラーとな

りました。 

278 MG_J0217E03 シーケンス番号増分値

は必須入力項目です。シ

ーケンス番号増分値に

は 1-100 の半角数字を入

力してください。 

シーケンス番号の増分値が未

入力のため，エラーとなりま

した。 

279 MG_J0217E04 シーケンス番号増分値

が正しくありません。シ

ーケンス番号増分値に

は 1-100 の半角数字を入

力してください。 

シーケンス番号増分値に

1-100 の半角数字以外を入力

したため，エラーとなりまし

た。 

280 MG_J0217E05 シーケンス番号の再設

定時に内部処理エラー

が発生しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後

シーケンス番号の再設定に失

敗したため，エラーとなりま

した。 
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AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
281 MG_J0218E02 既に同一の Flow ID がイ

ンタフェースに適用さ

れています。適用済みア

クセスリストのフロー

検出条件を確認し、必要

に応じて適用済みアク

セスリストのフロー検

出条件を見直してくだ

さい。 

既に同一の Flow ID がコピー

先のインタフェースに適用さ

れているため，エラーとなり

ました。 

282 MG_J0219E01 ルート一覧の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ルート一覧の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

283 MG_J0219E02 ルート定義の削除時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ルート定義の削除に失敗した

ため，エラーとなりました。

284 MG_J0219E03 ルート情報を表示する

ことができません。事前

設計可状態の装置であ

るため、マネージャ管理

のルート情報を取得し

てください。 

ルート定義一覧画面に表示可

能なルート情報が存在しない

ため，エラーとなりました。

285 MG_J0219E04 装置一覧の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

装置一覧の取得に失敗したた

め，エラーとなりました。 

286 MG_J0220E01 ネクストホップアドレ

スは必須入力項目で

す。IPv4 アドレスまたは

IPv6 アドレスを入力し

てください。 

ネクストホップアドレスが未

入力のため，エラーとなりま

した。 

287 MG_J0220E02 ネクストホップアドレ

スが正しくありませ

ん。ネクストホップアド

レスを正しいフォーマ

ネクストホップアドレスを誤

ったフォーマットで入力した

ため，エラーとなりました。
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ットで入力してくださ

い。 
288 MG_J0220E03 ルート一覧上に同一の

ネクストホップアドレ

ス、VLAN ID が登録され

ています。異なるネクス

トホップアドレス、

VLAN ID を入力してく

ださい。 

ルート一覧に同一のネクスト

ホップアドレスが既に存在し

たため，エラーとなりました。

289 MG_J0220E04 宛先は必須入力項目で

す。IPv4 アドレスまたは

IPv6 アドレスを入力し

てください。 

宛先が未入力のため，エラー

となりました。 

290 MG_J0220E05 宛先が正しくありませ

ん。宛先を正しいフォー

マットで入力してくだ

さい。 

宛先を誤ったフォーマットで

入力したため，エラーとなり

ました。 

291 MG_J0220E06 宛先マスクは必須入力

項目です。アドレスマス

クを入力してください。

宛先マスクが未入力のため，

エラーとなりました。 

292 MG_J0220E07 宛先マスクが正しくあ

りません。宛先マスクを

正しいフォーマットで

入力してください。 

宛先マスクを誤ったフォーマ

ットで入力したため，エラー

となりました。 

293 MG_J0220E08 ルート一覧上に同一の

宛先、宛先マスク、ネク

ストホップアドレスが

登録されています。異な

る宛先、宛先マスク、ネ

クストホップアドレス

を入力してください。 

ルート一覧に同一の宛先，宛

先マスク，ネクストホップア

ドレスが既に存在したため，

エラーとなりました。 

294 MG_J0220E09 宛先マスク長は必須入

力項目です。アドレスマ

スク長を入力してくだ

さい。 

宛先マスク長が未入力のた

め，エラーとなりました。 

295 MG_J0220E10 宛先マスク長が正しく

ありません。宛先マスク

長には 0-128 の半角数字

を入力してください。 

宛先マスク長に 0-128 の半角

数字以外を入力したため，エ

ラーとなりました。 

296 MG_J0220E11 ルート一覧上に同一の

宛先、ネクストホップア

ドレス、VLAN ID が登録

されています。異なる宛

先、ネクストホップアド

レス、VLAN ID を入力し

てください。 

ルート一覧に同一の宛先，ネ

クストホップアドレスが既に

存在するため，エラーとなり

ました。 

297 MG_J0220E12 VLAN ID が正しくあり

ません。VLAN ID には

1-4095 の半角数字を入

力してください。 

VLAN IDに1-4095の半角数字

以外を入力したため，エラー

となりました。 

298 MG_J0220E13 宛先とネクストホップ 宛先とネクストホップアドレ
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アドレスには同じアド

レスを入力することは

できません。宛先とネク

ストホップアドレスに

は異なるアドレスを入

力してください。 

スに同一のアドレスを入力し

たため，エラーとなりました。

299 MG_J0220E14 VLAN ID は必須入力項

目です。VLAN ID には 1
～4095 の数値を入力し

てください。 

VLAN ID が未入力のため，エ

ラーとなりました。 

300 MG_J0220E15 VLAN ID が正しくあり

ません。VLAN ID には

VLANインタフェースに

指定されている値を入

力してください。 

VLAN IDにVLANインタフェ

ースで未指定である値を入力

したため，エラーとなりまし

た。 

301 MG_J0220E16 IPv4 ルート追加時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

IPv4 ルートの追加に失敗した

ため，エラーとなりました。

302 MG_J0220E17 IPv6 ルート追加時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

IPv6 ルートの追加に失敗した

ため，エラーとなりました。

303 MG_J0220E18 IPv4 ルート編集時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

IPv4 ルートの更新に失敗した

ため，エラーとなりました。

304 MG_J0220E19 IPv6 ルート編集時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

IPv6 ルートの更新に失敗した

ため，エラーとなりました。

305 MG_J0220E20 ルート情報の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

ルート情報の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。
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た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
306 MG_J0220E21 ルート一覧の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ルート一覧の取得に失敗した

ため，エラーとなりました。

307 MG_J0220E22 ネクストホップアドレ

スがリンクローカルア

ドレスでないため、

VLAN ID を指定できま

せん。VLAN ID を指定し

ないでください。 

ネクストホップアドレスがリ

ンクローカルアドレスでない

場合に，VLAN ID を入力した

ため，エラーとなりました。

308 MG_J0220E23 宛先を 2 進数に変換した

際、宛先は宛先マスク長

で指定した以降のビッ

トがすべて 0 になるよう

指定してください。 

宛先を 2 進数に変換した際，

宛先の宛先マスク長で指定し

た値以降のビットが 0 でない

ため，エラーとなりました。

309 MG_J0220E24 プロトコル VLAN 一覧

の取得時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

プロトコル VLAN 一覧の取得

に失敗したため，エラーとな

りました。 

310 MG_J0220E25 MACVLAN 一覧の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

MACVLAN 一覧の取得に失敗

したため，エラーとなりまし

た。 

311 MG_J0220E26 デフォルトルートを設

定する場合は、デフォル

トルートを指定するを

選択してください。 

デフォルトルート設定チェッ

クボックス未選択時に，デフ

ォルトルートに相当する値を

入力したため，エラーとなり

ました。 
312 MG_J0220E27 宛先マスクを 2 進数に変

換した際、宛先マスクは

初に 0 となるビット以

降がすべて 0 になるよう

指定してください。 

宛先マスクを 2 進数に変換し

た際， 初に 0 となるビット

以降がすべて 0 でないため，

エラーとなりました。 

313 MG_J0220E28 宛先と宛先マスクを 2 進

数に変換した際、宛先マ

宛先と宛先マスクを 2 進数に

変換した際，宛先マスクで 0
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スクで 0 となっているビ

ットが宛先でも 0 になる

よう指定してください。

になっているビットが宛先で

0 になっていないため，エラー

となりました。 
314 MG_J0220E29 ルート一覧上に同一の

ネクストホップアドレ

スが登録されていま

す。異なるネクストホッ

プアドレスを入力して

ください。 

ルート一覧上に同一のネクス

トホップアドレスが登録され

ているためエラーとなりまし

た。 

315 MG_J0301E01 親側接続ポートが設定

されていません。親側接

続ポート定義を行って

ください。 

親側接続ポート定義前に

〔OK〕ボタン，または〔子側

接続ポート定義〕ボタンをク

リックしたため，エラーが発

生しました。 
316 MG_J0301E02 子側接続ポートが設定

されていません。子側接

続ポート定義を行って

ください。 

子側接続ポート定義前に

〔OK〕ボタンをクリックした

ためエラーが発生しました。

317 MG_J0301E03 パス情報追加時に内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス追加時にエラーが発生し

ました。 

318 MG_J0301E04 パス情報更新時に内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス更新時にエラーが発生し

ました。 

319 MG_J0301E05 パス情報削除時に内部

処理エラーが発生しま

した。OK ボタンを押下

して本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス削除時にエラーが発生し

ました。 

320 MG_J0301E06 図面画面上のパス削除

に失敗しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上へのパス削除

反映時にエラーが発生しまし

た。 

321 MG_J0301E07 パス種別、切替方法が選

択されていません。パス

種別、切替方法を選択し

てください。 

〔OK〕ボタン，〔親側接続ポ

ート定義〕ボタンクリック時

に，パス種別，または切替方

法が未選択のため，エラーが

発生しました。 
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322 MG_J0301E08 ポートレンジ、または、

チャネルグループの定

義と実接続ポートが一

致しないため、切替方法

を ID+ポート、または、

ポートに変更すること

はできません。実接続ポ

ートと一致するポート

レンジ、またはチャネル

グループの定義を選択

してください。 

親側接続ポート定義で設定さ

れた情報，または子側接続ポ

ート定義で設定された情報内

に実接続ポート定義が含まれ

ていない場合に切替方法を

"ID+ポート"または"ポート"を
選択したため，エラーが発生

しました。 

323 MG_J0301E09 物理ポート／チャネル

グループの指定は、親側

と子側で同じでなけれ

ばなりません。親側と子

側が同じになるように

設定してください。 

親側と子側で設定されている

データのポートタイプが異な

るため，エラーが発生しまし

た。 

324 MG_J0301E10 親側と子側のチャネル

グループ種別の組合せ

が誤っています。設定で

きるチャネルグループ

種別の組み合わせは、

「Active-Active」、

「Active-Passive」、

「Passive-Active」、

「Static-Static」です。親

側ポート設定、または子

側ポート設定を見直し

て正しい組み合わせに

変更してください。 

親側接続ポート定義で設定さ

れたチャネルグループと子側

接続ポート定義で設定された

チャネルグループの種別の組

み合わせが誤っているため，

エラーが発生しました。 

325 MG_J0301E11 親側ロケーションが選

択されていません。親側

装置ロケーションを選

択してください。 

親側装置ロケーション未選択

時に〔親側接続ポート定義〕

ボタンをクリックしたため，

エラーが発生しました。 
326 MG_J0301E12 子側ロケーションが選

択されていません。子側

装置ロケーションを選

択してください。 

子側装置ロケーション未選択

時に〔子側接続ポート定義〕

ボタンをクリックしたため，

エラーが発生しました。 
327 MG_J0301E13 新規追加の場合は、この

機能は使用できません。

新規追加時，パス定義前に

〔VLAN 定義〕ボタンをクリ

ックしたため，エラーが発生

しました。 
328 MG_J0301E14 パス情報の取得時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス情報取得時にエラーが発

生しました。 

329 MG_J0301E15 装置一覧情報の取得時 装置一覧取得時にエラーが発
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に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

生しました。 

330 MG_J0301E16 ポート情報の取得時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧取得時にエラーが

発生しました。 

331 MG_J0301E17 図面画面上のパス登録

に失敗しました。OK ボ

タンを押下して本画面

を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

［図面］画面上へのパス登録

反映時にエラーが発生しまし

た。 

332 MG_J0301E20 AX-Config-Master-Manag
er－装置間のパスにアク

セス以外のパス種別を

指定することはできま

せん。パス種別でアクセ

スを選択して再度実行

して下さい。 

AX-Config-Master-Manager－
装置間のパス種別が"アクセ

ス"以外であるため，エラーと

なりました。 

333 MG_J0301E21 装置－装置間のパスに

トランク以外のパス種

別を指定することはで

きま 
せん。パス種別でトラン

クを選択して再度実行

して下さい。 

装置－装置間のパス種別が"
トランク"以外であるため，エ

ラーとなりました。 

334 MG_J0301E22 AXCM 未対応装置に接

続するパスに ID＋ポー

ト以外の切替方法を指

定することはできませ

ん。切替方法で ID＋ポー

トを選択して再度実行

して下さい。 

AXCM 未対応装置に接続する

パスの切替方法が"ID+ポート

"以外のため，エラーとなりま

した。 

335 MG_J0301E23 AXCM 未対応装置に接

続するパスの親側接続

ポートに複数のポート

を指定することはでき

ません。親側接続ポート

定義でポートを１件だ

け指定して再度実行し

て下さい。 

AXCM 未対応装置に接続する

パスの親側接続ポートに複数

のポートが設定されているた

め，エラーとなりました。 
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336 MG_J0301E24 子側装置の MAC アドレ

スが未設定です。切替方

法をポートとして定義

するか、または子側装置

の MAC アドレスを設定

後、再度実行してくださ

い。 

切替方法を"ID"，または"ID+
ポート"で設定後，〔OK〕ボタ

ンをクリックした場合，子側

装置に設定した装置の MAC
アドレスが登録されていなか

ったため，エラーとなりまし

た。 
337 MG_J0302E01 子側装置に物理ポート

が設定されています。親

側装置のチャネルグル

ープへの変更は行えま

せん。変更する場合はパ

スを再設計してくださ

い。 

子側接続ポート定義に物理ポ

ートが設定されている場合

に，親側接続ポート定義でチ

ャネルグループを設定しよう

としたためエラーが発生しま

した。 

338 MG_J0302E02 子側装置にチャネルグ

ループが設定されてい

ます。親側装置の物理ポ

ートへの変更は行えま

せん。変更する場合はパ

スを再設計してくださ

い。 

子側接続ポート定義にチャネ

ルグループが設定されている

場合に，親側接続ポート定義

で物理ポートを設定しようと

したためエラーが発生しまし

た。 

339 MG_J0302E03 指定されたポート／チ

ャネルグループは、既に

実接続されているため

削除することはできま

せん。削除する場合は実

接続から外してくださ

い。 

切替方法が"ID"以外で，親側

物理ポート一覧に存在する実

親側接続ポートを選択して

〔削除〕ボタンをクリックし

たためエラーが発生しまし

た。 

340 MG_J0302E04 ポートレンジ内に実親

側接続ポートが含まれ

ていません。実接続ポー

トに含まれているポー

トを選択してください。

切替方法が"ID"以外で，実親

側接続ポートが存在する場

合，親側物理ポート一覧に実

親側接続ポートが存在しない

ためエラーが発生しました。

341 MG_J0302E05 ポート一覧情報の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧取得時にエラーが

発生しました。 

342 MG_J0302E06 パス一覧情報の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス一覧取得時にエラーが発

生しました。 

343 MG_J0302E07 親側接続ポート定義画

面起動時にエラーが発

内部処理エラーが発生しまし

た。 
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生しました。本画面を閉

じ、再度実行してくださ

い。 
344 MG_J0302E08 物理ポート一覧があり

ません。物理ポートを追

加してください。 

物理ポート一覧取得時に取得

データが NULL のため，エラ

ーが発生しました。 
345 MG_J0302E09 チャネルグループ一覧

がありません。チャネル

グループを追加してく

ださい。 

チャネルグループ一覧取得時

に取得データが NULL のた

め，エラーが発生しました。

346 MG_J0302E10 物理ポート、またはチャ

ネルグループが選択さ

れていません。物理ポー

ト、またはチャネルグル

ープを追加してくださ

い。 

親側物理ポート一覧，親側チ

ャネルグループ一覧共に設定

されているポートが存在しな

いためにエラーが発生しまし

た。 

347 MG_J0302E11 定義できる物理ポート

一覧とチャネルグルー

プ一覧がありません。物

理ポートまたはチャネ

ルグループを追加して

ください。 

物理ポート一覧とチャネルグ

ループ一覧共に表示するポー

トが 0 件のためエラーが発生

しました。 

348 MG_J0303E01 ポート一覧情報の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧取得時にエラーが

発生しました。 

349 MG_J0303E03 子側接続ポート定義画

面起動時にエラーが発

生しました。本画面を閉

じ、再度実行してくださ

い。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

350 MG_J0303E04 物理ポート一覧があり

ません。物理ポートを追

加してください。 

物理ポート一覧取得時に取得

データが NULL のため，エラ

ーが発生しました。 
351 MG_J0303E05 チャネルグループ一覧

がありません。チャネル

グループを追加してく

ださい。 

チャネルグループ一覧取得時

に取得データが NULL のた

め，エラーが発生しました。

352 MG_J0303E06 物理ポート、またはチャ

ネルグループが選択さ

れていません。物理ポー

ト、またはチャネルグル

ープを追加してくださ

い。 

子側物理ポート一覧，子側チ

ャネルグループ一覧共に設定

されているポートが存在しな

いためにエラーが発生しまし

た。 

353 MG_J0303E07 定義できる物理ポート

一覧とチャネルグルー

プ一覧がありません。物

物理ポート一覧とチャネルグ

ループ一覧共に表示するポー

トが 0 件のためエラーが発生
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理ポートまたはチャネ

ルグループを追加して

ください。 

しました。 

354 MG_J0304E03 トランクポート VLAN
の登録時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

トランクポート VLAN 登録時

にエラーが発生しました。 

355 MG_J0304E04 トランクポート VLAN
の削除時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

トランクポート VLAN 削除時

にエラーが発生しました。 

356 MG_J0304E06 パス内 VLAN 定義一覧

情報の取得時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス内 VLAN 一覧取得時にエ

ラーが発生しました。 

357 MG_J0304E08 プロトコル VLAN 一覧

情報の取得時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

プロトコル一覧取得時にエラ

ーが発生しました。 

358 MG_J0304E09 同一の VLAN ID
［<VLAN ID>］を含む行

が選択されているため

パス内 VLAN 定義一覧

に設定できません。

VLAN ID が重複しない

ように選択してくださ

い。 

VLAN 一覧で選択中の VLAN
内で，同一の VLAN ID を持つ

VLAN が選択されているた

め，エラーとなりました。 

359 MG_J0304E10 既に同一の VLAN ID
［<VLAN ID>］がパス内

VLAN定義一覧に存在す

るため設定できませ

ん。異なる VLAN ID を

選択してください。 

VLAN 一覧で選択中の VLAN
で，すでにパス内 VLAN 定義

一覧に設定されている VLAN 
IDを含むVLANを選択してい

るため，エラーとなりました。

360 MG_J0304E11 図面画面操作に失敗し

たため、VLAN 可視化表

VLAN 可視化表示のための情

報を追加，または削除した場



 465

示を正しく表示するこ

とができません。
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

合にエラーが発生しました。

図面画面上に示される VLAN
可視化表示とトランクポート

VLAN 定義画面で表示される

内容に不一致が発生している

恐れがあるため，

AX-Config-Master-Viewを再起

動する必要があります。 
361 MG_J0305E03 ポートVLANは 1つしか

定義できません。ポート

VLAN を 2 つ以上定義し

ないでください。 

パス定義一覧に VLAN 種別が

"ポート VLAN"のデータが 2
件以上存在する場合に〔OK〕

ボタンをクリックしたため，

エラーが発生しました。 
362 MG_J0305E04 プロトコルVLANは 4つ

までしか定義できませ

ん。プロトコル VLAN を

5 つ以上定義しないでく

ださい。 

パス定義一覧に VLAN 種別が

"プロトコル VLAN"のデータ

が 5 件以上存在する場合に

〔OK〕ボタンをクリックした

ため，エラーが発生しました。

363 MG_J0305E05 アクセスポート VLAN
の登録時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスポート VLAN 登録時

にエラーが発生しました。 

364 MG_J0305E06 アクセスポート VLAN
の削除時に内部処理エ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスポート VLAN 削除時

にエラーが発生しました。 

365 MG_J0305E07 VLAN一覧情報の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN 一覧取得時にエラーが

発生しました。 

366 MG_J0305E08 パス内 VLAN 定義一覧

情報の取得時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス内 VLAN 一覧取得時にエ

ラーが発生しました。 

367 MG_J0305E10 プロトコル VLAN 一覧 プロトコル一覧取得時にエラ
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情報の取得時に内部処

理エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ーが発生しました。 

368 MG_J0305E11 パス内 VLAN 定義一覧

には、VLAN 種別が同じ

ものしか定義できませ

ん。VLAN 種別を統一し

てください。 

パス定義一覧に VLAN 種別が

混在する場合に〔OK〕ボタン

をクリックされたため，エラ

ーが発生しました。 

369 MG_J0305E13 同一の VLAN ID
［<VLAN ID>］を含む行

が選択されているため

パス内 VLAN 定義一覧

に設定できません。

VLAN ID が重複しない

ように選択してくださ

い。 

VLAN 一覧で選択中の VLAN
内で，同一の VLAN ID を持つ

VLAN が選択されているた

め，エラーとなりました。 

370 MG_J0305E14 既に同一の VLAN ID
［<VLAN ID>］がパス内

VLAN定義一覧に存在す

るため設定できませ

ん。異なる VLAN ID を

選択してください。 

VLAN 一覧で選択中の VLAN
で，すでにパス内 VLAN 定義

一覧に設定されている VLAN 
IDを含むVLANを選択してい

るため，エラーとなりました。

371 MG_J0305E15 図面画面操作に失敗し

たため、VLAN 可視化表

示を正しく表示するこ

とができません。
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

VLAN 可視化表示のための情

報を追加，または削除した場

合にエラーが発生しました。

図面画面上に示される VLAN
可視化表示とアクセスポート

VLAN 定義画面で表示される

内容に不一致が発生している

恐れがあるため，

AX-Config-Master-Viewを再起

動する必要があります。 
372 MG_J0306E07 パス一覧情報の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

パス情報取得時にエラーが発

生しました。 

373 MG_J0306E08 パスが選択されていま

せん。編集するパスを選

択してください。 

〔VLAN 定義〕ボタンクリッ

ク時に，パス定義群に選択さ

れたパスが存在しないため，

エラーとなりました。 
374 MG_J0306E09 パスが複数選択されて

います。対象のパスを 1
つだけ選択してくださ

〔VLAN 定義〕ボタンクリッ

ク時に，パス定義群に選択さ

れたパスが 2 件以上存在する
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い。 ため，エラーとなりました。

375 MG_J0306E10 ポート一覧情報の取得

時に内部処理エラーが

発生しました。OK ボタ

ンを押下して本画面を

閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ポート一覧取得時にエラーが

発生しました。 

376 MG_J0306E11 装置一覧情報の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

ロケーション取得時にエラー

が発生しました。 

377 MG_J0306E12 パスの削除時にエラー

が発生しました。アクセ

スパス群定義画面を一

旦閉じ、再度アクセスパ

ス群定義画面を開い

て、結果を確認してくだ

さい。 

アクセスパスの削除に失敗し

た為，エラーとなりました。

378 MG_J0306E13 アクセスパス群用の装

置（PC 群）の追加時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスパス群用装置(PC 群)
追加時にエラーが発生しまし

た。 

379 MG_J0306E14 パスの追加時にエラー

が発生しました。図面画

面上の表示内容とパス

一覧の表示内容が不一

致となっている可能性

があります。図面画面を

確認し該当するアクセ

スパス群が表示されて

いない場合は
AX-Config-Master-View
を再起動してから、再度

実行してください。表示

されている場合はアク

セスパス群定義画面を

開き、再度実行してくだ

さい。 

アクセスパスの追加に失敗し

た為，エラーとなりました。

380 MG_J0306E16 アクセスパス群用のポ

ート作成時に内部処理

アクセスパス群用ポート作成

時にエラーが発生しました。
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エラーが発生しまし

た。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 
381 MG_J0306E17 親側装置ロケーション

が選択されていませ

ん。親側装置ロケーショ

ンを選択してください。

親側装置ロケーションを未選

択状態で，〔OK〕ボタンをク

リックしたため，エラーとな

りました。 
382 MG_J0306E18 選択されているパスは

未確定（編集中）です。

適用ボタンで確定した

後、再実行してくださ

い。 

新規追加時，パス定義前に

〔VLAN 定義〕ボタンをクリ

ックしたため，エラーとなり

ました。 

383 MG_J0306E19 パス未定義のため、この

機能は使用できません。

新規追加時，パス定義前に〔全

削除〕ボタンをクリックした

ため，エラーとなりました。

384 MG_J0306E20 アクセスパス群用の装

置（PC 群）の削除時に

内部処理エラーが発生

しました。OK ボタンを

押下して本画面を閉じ

た後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

アクセスパス群用装置(PC 群)
削除時にエラーが発生しまし

た。 

385 MG_J0306E21 親側装置/ロケーション

の上 36 桁が同じである

装置（PC 群）が既に 100
件存在するため、アクセ

スパス群用の装置（PC
群）のロケーションを生

成できませんでした。装

置(PC 群)を削除する

か、PC 群シンボルを D/C
して任意のロケーショ

ンを設定してください。

親側装置/ロケーションの上

36 桁が同じである装置（PC
群）がすでに 100 件存在する

ためにエラーとなりました。

386 MG_J0306E22 エッジパスとして使用

できる物理ポートがあ

りません。親側装置にエ

ッジパスとして使用す

る物理ポートを定義し

てから再度実行してく

ださい。 

物理ポート(パス未定義)一覧

に表示する物理ポートが 0 件

のためにエラーになりまし

た。 

387 MG_J0306E23 パス定義するポートが

追加されていません。パ

ス定義するポートを追

加してください。 

定義するパスがない（パス定

義群にポートが設定されてい

ない(0 件)）状態で〔OK〕ボ

タンがクリックされたため，

エラーになりました。 
388 MG_J0401E01 接続先が正しくありま 接続先が不明のため，エラー
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せん。正しい接続先を指

定してください。 
となりました。 

389 MG_J0401E02 ログインに失敗しまし

た。接続先、ユーザ ID、

パスワードを確認して

ください。 

ログインに失敗したため，エ

ラーとなりました。 

390 MG_J0401E03 接続先が入力されてい

ません。接続先を入力し

てください。 

接続先が未入力のため，エラ

ーとなりました。 

391 MG_J0401E04 ユーザ ID が入力されて

いません。ユーザ ID を

半角 16 文字以内で入力

してください。 

ユーザ ID が未入力のため，エ

ラーとなりました。 

392 MG_J0401E05 ユーザ ID が正しくあり

ません。ユーザ ID は半

角 16 文字以内で入力し

てください。 

ユーザ ID に 16 文字以上の値

を入力したため，エラーとな

りました。 

393 MG_J0402E01 表示設定の更新時に内

部処理エラーが発生し

ました。OK ボタンを押

下して本画面を閉じた

後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

表示設定の更新に失敗したた

め，エラーとなりました。 

394 MG_J0402E02 表示設定情報の取得時

に内部処理エラーが発

生しました。OK ボタン

を押下して本画面を閉

じた後
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

ってください。 

表示設定情報の取得に失敗し

たため，エラーとなりました。

395 MG_ACCESS_VL
ANDEFINE_DIAL
OG_ERROR_E01 

アクセスポート VLAN
定義画面起動時にエラ

ーが発生しました。本画

面を閉じ、再度実行して

ください。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

396 MG_FILE_OPERA
TION_ERROR_E01

ファイル出力に失敗し

ました。再度ファイル出

力操作を実行してくだ

さい。 

ファイル出力操作時にエラー

が発生しました。 

397 MG_FILE_OUTPU
T_ERROR_E01 

ファイル出力に失敗し

ました。再度ファイルを

指定してください。 

ファイル出力時にエラーが発

生しました。 

398 MG_NEXT_DELE
TE_DIALOG_ERR
OR_E01 

削除確認ダイアログ画

面起動時にエラーが発

生しました。本画面を閉

じ、再度実行してくださ

い。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

399 MG_NEXT_ERRO エラーメッセージダイ 内部処理エラーが発生しまし
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R_DIALOG_ERRO
R_E01 

アログ画面起動時にエ

ラーが発生しました。本

画面を閉じ、再度実行し

てください。 

た。 

400 MG_NEXT_NODE
_DEFINE_ERROR
_E01 

装置情報定義画面起動

時にエラーが発生しま

した。本画面を閉じ、再

度実行してください。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

401 MG_NEXT_PHYSI
CAL_PORT_ERRO
R_E01 

物理ポート定義画面起

動時にエラーが発生し

ました。本画面を閉じ、

再度実行してください。

内部処理エラーが発生しまし

た。 

402 MG_NEXT_ROUT
E_DEFINE_ERRO
R_E01 

ルート定義画面起動時

にエラーが発生しまし

た。本画面を閉じ、再度

実行してください。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

403 MG_NEXT_SETPO
RT_CHANEL_ERR
OR_E01 

物理ポート→チャネル

グループへの変更設定

画面起動時にエラーが

発生しました。本画面を

閉じ、再度実行してくだ

さい。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

404 MG_NEXT_YN_DI
ALOG_ERROR_E0
1 

確認ダイアログ画面起

動時にエラーが発生し

ました。本画面を閉じ、

再度実行してください。

内部処理エラーが発生しまし

た。 

405 MG_PHYSICAL_D
EL_DIALOG_ERR
OR_E01 

物理ポート削除画面起

動時にエラーが発生し

ました。本画面を閉じ、

再度実行してください。

内部処理エラーが発生しまし

た。 

406 MG_TRUNK_VLA
NDEFINE_DIALO
G_ERROR_E01 

トランクポート VLAN
定義画面起動時にエラ

ーが発生しました。本画

面を閉じ、再度実行して

ください。 

内部処理エラーが発生しまし

た。 

407 MG_WARNING_
W01 

他の画面が表示中のた

め、表示できません。他

の画面を閉じてから再

度実行してください。 

他の画面が表示中のためエラ

ーが発生しました。 

408 MG_WARNING_
W02 

他の画面が表示されて

います。他の画面を閉じ

てから再度実行して下

さい。 

他の画面が表示中のためエラ

ーが発生しました。 

409 - Couldn't open service 
manager 

NFMServer のサービス登録ま

たはサービス削除に失敗しま

した。 
410 - Couldn't create service NFMServer のサービス登録に

失敗しました。 
411 - Couldn't open service NFMServer のサービス開始に

失敗しました。 
412 - Unable to shut down the NFMServer のサービス終了に
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service 失敗しました。 
413 - Service could not be 

deleted 
NFMServer のサービス削除に

失敗しました。 
414 - コンピュータ名の取得

に失敗しました。 
ログインに失敗しました。 

415 - ｲﾝｽﾄｰﾙｷｰｺｰﾄﾞの取得に

失敗しました。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
416 - 登録されているｲﾝｽﾄｰﾙｷ

ｰｺｰﾄﾞを使用するコンピ

ュータ名が以前と異な

ります。 
ｲﾝｽﾄｰﾙｷｰｺｰﾄﾞを使用す

るコンピュータ名の登

録情報を更新しますか? 

確認メッセージです。 

417 - ｲﾝｽﾄｰﾙｷｰｺｰﾄﾞが正しく

ありません。 
ログインに失敗しました。 

418 - 同一ｲﾝｽﾄｰﾙｷｰｺｰﾄﾞでﾛｸﾞ

ｲﾝを要求しました。ﾗｲｾﾝ

ｽ違反です。 

ログインに失敗しました。 

419 - 設定されているライセ

ンスキーコードが不正

です。 

ログインに失敗しました。 

420 - 指定したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽは現

在占有されています。ﾛ

ｸﾞｲﾝできません。 

ログインに失敗しました。 

421 - ﾒﾓﾘ不足です。 システムのメモリ不足のため

処理実行ができませんでし

た。 
422 - NFMｻｰﾊﾞでｴﾗｰが発生し

ました。 
NFMServer サービスの処理に

失敗しました。 
423 - ｿｹｯﾄの生成に失敗しま

した。 
AX-Config-Master-View と

NFMServer サービスの通信開

始に失敗しました。 
424 - ｻｰﾊﾞとの接続に失敗し

ました。 
AX-Config-Master-View と

NFMServer サービスの通信開

始に失敗しました。 
425 - 通信中にｴﾗｰが発生しま

した。 
AX-Config-Master-View と

NFMServer サービスの通信に

失敗しました。 
426 - ﾚｼﾞｽﾄﾘにｱｸｾｽできませ

ん。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
427 - ﾚｼﾞｽﾄﾘ情報の取得に失

敗しました。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
428 - SQLServer への接続に失

敗しました。 
SQL Server への通信開始に失

敗しました。 
429 - SQLServer へのﾛｸﾞｲﾝに

失敗しました。 
SQLServer へのログインに失

敗しました。 
430 - すでにﾛｸﾞｲﾝをしていま

す。 
SQLServer へのログインに失

敗しました。 
431 - SQLServerﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを作 データベースの作成に失敗し
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成できません。 ました。 
432 - SQLServerﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの初

期値設定に失敗しまし

た。 

データベースの作成に失敗し

ました。 

433 - SQLServer の空ﾃﾞﾊﾞｲｽ番

号がありません。ﾃﾞｰﾀﾍﾞ

ｰｽを作成できません。 

データベースの作成に失敗し

ました。 

434 - SQLServer のﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情

報の取得に失敗しまし

た。 

データベースの作成に失敗し

ました。 

435 - SQLServerﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの削

除に失敗しました。

SQLServer のﾂｰﾙを直接

使用してﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽおよ

びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞﾊﾞｲｽを削

除してください。 

データベースの削除に失敗し

ました。 

436 - SQLServer へのログイン

名の登録に失敗しまし

た。 

SQLServer へのログイン名の

登録に失敗しました。 

437 - SQLServer への別名の登

録に失敗しました。 
SQLServer への別名の登録に

失敗しました。 
438 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽが特定できま

せんでした。 
データベースの検索に失敗し

ました。 
439 - データベースを削除し

ますか？ 
確認メッセージです。 

440 - 削除しますか？ 確認メッセージです。 
441 - データベースを削除し

ています... 
時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
442 - データベースを追加し

ています... 
時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
443 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの削除が終了

しました。 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞﾊﾞｲｽの設定

によってはﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｧｲﾙ

が削除されない場合が

あります。 
その場合はｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ等

を使用してﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｧｲﾙ

を削除してください。 

処理完了の通知メッセージで

す。 

444 - データベースの初期化

に失敗しました。 
データベースの初期化に失敗

しました。 
445 - データベース処理に失

敗しました。 
データベース処理に失敗しま

した。 
446 - 指定されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの

名称は重複しています。

データベースの作成に失敗し

ました。 
447 - 指定されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ名

称は既に使用されてい

ます。 

データベースの作成に失敗し

ました。 
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448 - 指定された SQLServerﾃﾞ
ｰﾀﾍﾞｰｽはﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ名

称%1 として既に登録さ

れています。 

データベースの作成に失敗し

ました。 

449 - 指定されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽは

既に存在します。 
データベースの作成に失敗し

ました。 
450 - ロックを解除すると，編

集モードで開いていた

図面でも保存できなく

なります。 
ロックの解除は NFM ク

ライアントが異常終了

した場合にのみ使用し

てください。ロックを解

除しますか? 

確認メッセージです。 

451 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの更新ができ

ません。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
452 - DB-Library の初期化がで

きません。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
453 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを削除できま

せん。 
データベースの削除に失敗し

ました。 
454 - ﾃﾞﾊﾞｲｽを削除できませ

ん。 
データベースの削除に失敗し

ました。 
455 - 指定されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの

情報がありません。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
456 - 指定された SQLServerﾃﾞ

ｰﾀﾍﾞｰｽは存在しません。

データベースのアクセスに失

敗しました。 
457 - 指定されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽは

現在使用中です。変更ま

たは削除できません。 

データベースの変更または削

除に失敗しました。 

458 - スクリプトファイルの

オープンに失敗しまし

た。 

データベースの作成に失敗し

ました。 

459 - データベース初期化フ

ァイルのオープンに失

敗しました。 

データベースの作成に失敗し

ました。 

460 - データベースオプショ

ン設定に失敗しました。

データベースのアクセスに失

敗しました。 
461 - データベース一覧の取

得に失敗しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
462 - テーブルの取得に失敗

しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
463 - デバイス一覧の取得に

失敗しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
464 - データベースのアクセ

スに失敗しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
465 - 予期せぬｴﾗｰが発生しま

した。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
466 - ﾎﾟｰﾄ情報の取得に失敗 ログインに失敗しました。 
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しました。 
467 - ﾎｽﾄ情報の取得に失敗し

ました。 
ログインに失敗しました。 

468 - ｻｰﾊﾞ管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽからﾞ

管理者情報が見つかり

ません。 

データベースの内容が不正で

あるためデータベースの変更

または削除に失敗しました。

469 - ﾕｰｻﾞID,ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞがﾞ不正

です。 
ログインに失敗しました。 

470 - 指定したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽへの

使用権限がありません。

ログインに失敗しました。 

471 - 管理者ﾕｰｻﾞでのﾛｸﾞｲﾝは

できません。 
ログインに失敗しました。 

472 - 指定したﾕｰｻﾞの情報を

管理者が編集中です。ﾛ

ｸﾞｲﾝできません。 

ログインに失敗しました。 

473 - 指定されたﾕｰｻﾞの情報

がありません。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
474 - 指定されたﾕｰｻﾞID は重

複しています。 
ユーザの追加に失敗しまし

た。 
475 - 指定されたﾕｰｻﾞは現在ﾛ

ｸﾞｲﾝ中です。ﾕｰｻﾞの変

更、削除、ｱｸｾｽ権の設定

はできません。 

ユーザの変更に失敗しまし

た。 

476 - ﾛｸﾞｲﾝしていません。 システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
477 - ｶﾚﾝﾄﾕｰｻﾞを取得できま

せん。 
データベースのアクセスに失

敗したため，サーバマネージ

ャによるユーザ情報のメンテ

ナンスに失敗しました。 
478 - ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが違います。も

う一度入力してくださ

い。 

ユーザの追加で「パスワー

ド」と「パスワード確認入力」

の値が違います。 
479 - 指定したログインユー

ザ名は予約されている

ため使用できません。 

システムで予約されているユ

ーザ名が指定されたためユー

ザの追加に失敗しました。 
480 - 指定されたユーザの DB

使用権限を設定できま

せんでした。 

データベースのアクセスに失

敗しました。 

481 - 指定されたデータベー

スの図面アクセス状態

情報を削除できません

でした。 

データベースのアクセスに失

敗しました。 

482 - 指定されたユーザの DB
使用権限を取得できま

せんでした。 

データベースのアクセスに失

敗しました。 

483 - 指定されたユーザの新

規作成権限を取得でき

ませんでした。 

データベースのアクセスに失

敗しました。 
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484 - 指定されたユーザの新

規作成権限を設定でき

ませんでした。 

データベースのアクセスに失

敗しました。 

485 - 指定されたユーザの図

面アクセス権限情報を

取得できませんでした。

データベースのアクセスに失

敗しました。 

486 - ユーザがクライアント

システムを使用してい

ないことを確認してく

ださい。本当に解除しま

すか？ 

確認メッセージです。 

487 - 管理者のｱｶｳﾝﾄは削除で

きません。 
通知メッセージです。 

488 - 正常にﾛｸﾞｱｳﾄできませ

んでした。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
489 - 起動に失敗しました。 レジストリへのアクセスまた

はシステムのアプリケーショ

ンプログラムインタフェース

の処理に失敗しました。 
490 - バックアップ処理中に

エラーが発生しました。

データベースのアクセスに失

敗しました。 
491 - キャンセルしました。 通知メッセージです。 
492 - データベースのバック

アップが完了しました。

通知メッセージです。 

493 - リストア処理中にエラ

ーが発生しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
494 - データベースのリスト

アが完了しました。 
通知メッセージです。 

495 - 指定したデータベース

の名称(%1)は既に存在

するため、新規データベ

ースとしてのリストア

はできません。 

データベースのリストアに失

敗しました。 

496 - 指定した SQLServer デー

タベース名(%1 上の%2)
は既に存在するため、新

規データベースとして

のリストアはできませ

ん。 

データベースのリストアに失

敗しました。 

497 - リ-ストアデータベース

一覧の内容をすべて削

除します。 

通知メッセージです。 

498 - バックアップファイル

([バックアップファイル

名])で指定した

SQLServer データベース

名([SQLServer サーバ名]
上の[SQLServer データ

ベース名])は既に存在す

るため、新規データベー

スとしてのリストアは

データベースのリストアに失

敗しました。 
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できません。 
499 - バックアップしていま

す... 
時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
500 - リストアしています... 時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
501 - [処理内容]に失敗しまし

た。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
502 - このシンボルの組み合

わせでは接続できませ

ん。 

通知メッセージです。 

503 - 終了しています... 時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
504 - シンボル位置情報の保

存に失敗しました。 
表示位置が保存されな

かったシンボルは、次回

起動時、［カレント図面

1］の図面に表示されま

す。 

通知メッセージです。 

505 - OLE2.0 の初期化に失敗

しました。OLEﾗｲﾌﾞﾗﾘの
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを確認してくだ

さい。 

システムのアプリケーション

プログラムインタフェースの

処理に失敗しました。 

506 - 初期化しています... 時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
507 - 読み込んでいます... 時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
508 - 図面の削除に失敗しま

した。プログラムを終了

します。 

通知メッセージです。 

509 - ツリービューの更新に

失敗しました。プログラ

ムを終了します。 

通知メッセージです。 

510 - 設計ツールプロセスの

起動に失敗しました。プ

ログラムを終了します。

通知メッセージです。 

511 - 設計ツールプロセスの

停止に失敗しました。 
タスクマネージャから

プロセス ID = [プロセス

ID]のプロセスを強制終

了してください。 

通知メッセージです。 

512 - 図面保存後に回復でき

ないエラーが発生しま

したので図面を閉じま

す。 

通知メッセージです。 
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保存は完了しています

ので再度開くと編集を

続行できます。 
513 - パスまたはアクセスパ

ス群の両端ノードをマ

ネージャへ登録してく

ださい。 

通知メッセージです。 

514 - 設計ツールプロセスが

存在していません。プロ

グラムを終了します。 

通知メッセージです。 

515 - 削除しています... 時間を要する処理の実行中で

あることを表すメッセージで

す。 
516 - データソースの取得に

失敗しました 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
517 - ﾚｼﾞｽﾄﾘの取得に失敗し

ました。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
518 - キーコードが正しくあ

りません。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
519 - DB バックアップ／リス

トア機能の起動中は実

行できません。 

AX-Config-Master-Viewの起動

に失敗しました。 

520 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの初期化に失

敗しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
521 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ処理に失敗し

ました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
522 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ読み込み時ｴﾗｰ データベースのアクセスに失

敗しました。 
523 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｴﾗｰが発生しま

した。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
524 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ書き込み時ｴﾗｰ データベースのアクセスに失

敗しました。 
525 - NFM システムにログイ

ンされていません。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
526 - 図面をロックできませ

んでした。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
527 - データベースに対して

編集権限がありません。

データベースアクセス

権を変更してから起動

してください。 

図面の編集に失敗しました。

528 - ファイル名の読み込み

に失敗しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
529 - ロックが解除されてい

ます。保存はできませ

ん。 

通知メッセージです。 

530 - 描画領域を超えて配置

することはできません。

通知メッセージです。 
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531 - プリンタの情報を取得

できません。(error code = 
[エラーコード]) 

システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
532 - 内部エラーが発生しま

した。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
533 - 図面情報を取得できま

せんでした。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
534 - 該当データがデータベ

ースにありません。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
535 - メモリの確保に失敗し

ました。 
システムのメモリ不足のため

処理実行ができませんでし

た。 
536 - シンボルのある図面を

削除することはできま

せん。 

通知メッセージです。 

537 - 削除する権限がありま

せん。削除はできませ

ん。 

通知メッセージです。 

538 - 図面を削除してもいい

ですか？ 
確認メッセージです。 

539 - ファイルのオープンに

失敗しました。 
入出力障害を検出したため処

理実行に失敗しました。 
540 - ファイルの読込みでエ

ラーが発生しました。 
入出力障害を検出したため処

理実行に失敗しました。 
541 - ｴﾗｰﾛｸﾞﾌｧｲﾙを開くこと

ができません。 
入出力障害を検出したため処

理実行に失敗しました。 
542 - ログの出力に失敗しま

した。 
入出力障害を検出したため処

理実行に失敗しました。 
543 - シンボルの生成に失敗

しました。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
544 - ポートの追加に失敗し

ました。 
システム障害または論理矛盾

を検出したため処理実行に失

敗しました。 
545 - データベースでエラー

が発生しました。 
データベースのアクセスに失

敗しました。 
546 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾊﾟｽ名が長すぎ

ます。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
547 - ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾊﾟｽ名が不正で

す。 
レジストリへのアクセスに失

敗しました。 
548 - ファイルの参照に失敗

しました(エラー=<エラ

ーコード>) 

ファイルの参照ダイアログを

表示する際，カレントディレ

クトリの取得に失敗しまし

た。 
549 - 指定されたメニューキ

ャプションを持つアプ

リケーション情報が既

に登録されています。 

アプリケーションランチャへ

アプリケーションを登録しよ

うとしましたが，メニューキ

ャプションが重複しているの

で，別のメニューキャプショ
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ンへ変更してください。 
550 - メニューキャプション

は 1～ 32 バイトの長

さで入力してください。

アプリケーションランチャへ

登録するアプリケーション情

報の，メニューキャプション

の長さが不正です。 
551 - コマンドライン文字列

は １ ～ 1024 バイト

の長さで入力してくだ

さい。 

アプリケーションランチャへ

登録するアプリケーション情

報の，コマンドライン文字列

の長さが不正です。 
552 - 作業ディレクトリは 0 

～ 260 バイトの長さで

入力してください。 

アプリケーションランチャへ

登録するアプリケーション情

報の，作業ディレクトリの長

さが不正です。 
553 - アプリケーションを起

動するコマンドライン

文字列に置き換えキー

ワードが指定されてい

ますが、シンボルが選択

されていません。シンボ

ルを 1 つ選択してからア

プリケーションを起動

するメニューを選択し

てください。 

アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

シンボルが選択されていない

ため，コマンドライン文字列

の置き換えキーワードの情報

を取得できませんでした。 

554 - アプリケーションを起

動するコマンドライン

文字列に置き換えキー

ワードが指定されてい

ますが、シンボルが複数

選択されています。シン

ボルを 1 つ選択してから

アプリケーションを起

動するメニューを選択

してください。 

アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

複数のシンボルが選択されて

いるため，コマンドライン文

字列の置き換えキーワードの

情報を特定できませんでし

た。 

555 - 装置シンボルを選択し

てください。 
アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

装置以外のシンボルが選択さ

れているため，コマンドライ

ン文字列の置き換えキーワー

ドの情報を取得できませんで

した。 
556 - AX-Config-Master-Manag

erへ未登録のシンボルが

選択されています。シン

ボルを登録するか、登録

済みシンボルを 1 つ選択

してから再度実行して

ください。 

アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

AX-Config-Master-Manager へ
未登録のシンボルが選択され

ているため，コマンドライン

文字列の置き換えキーワード

の情報を取得できませんでし

た。 
557 - アプリケーションの起 アプリケーションランチャに
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動準備に失敗しました

(エラー=<エラーコード

>)。 

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

起動用の情報収集処理で失敗

しました。 
558 - 装置シンボルの情報取

得に失敗しました(エラ

ー=<エラーコード>)。 

アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

装置シンボルから情報を取得

できませんでした。 
559 - 装置シンボルの情報取

得に失敗しました。OK
ボタンを押下して本画

面を閉じた後、
AX-Config-Master-View
を再起動して装置シン

ボルの情報を 新化

し、再度実行してくださ

い。 

アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

選択された装置シンボルの情

報を取得できませんでした。

装置シンボルの情報が古い可

能性があります。 

560 - アプリケーションの起

動に失敗しました。 
エラー=<エラーコード

>)、エラーメッセージ=<
エラーメッセージ> 

アプリケーションランチャに

登録されたアプリケーション

を起動しようとしましたが，

アプリケーションの起動に失

敗しました。 
561 - [項目名]の入力値が不正

です。 
入力値が不正です。 

562 - VLAN ID=[VLAN ID]
は 、
AX-Config-Master-Manag
erが管理用VLANに使用

するため指定できませ

ん。 

AX-Config-Master-Manager が

管理 VLAN に使用する VLAN 
ID が指定されているため，オ

ペレーション実行要求を破棄

しました。 

563 - アドレスに any を指定す

る場合は、マスクを指定

できません。 

フロー検出条件のアドレスに

any を指定する場合は，マスク

に値を設定することは出来ま

せんが，マスクに値が設定さ

れているため，オペレーショ

ン実行要求を破棄しました。

564 - シーケンス番号が 大

値 4294967294 を超える

ため、開始シーケンス番

号または増分を再設定

してください。 

指定の内容でアクセスリスト

のリシーケンスを行うとシー

ケンス番号が 大値を超える

ため，開始シーケンス番号ま

たは増分の値を設定しなおし

てから，オペレーションを再

実施してください。 
565 - フロー検出条件を複数

指定する場合は Flow 
Type を同一にしてくだ

さい。 

1 つのアクセスリストに対し

て，複数のフロー検出条件を

指定したオペレーションを受

け付けましたが，レイヤ種別

が異なるフロー検出条件であ

るためため，オペレーション

実行要求を破棄しました。 
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566 - アクセスリストの Flow 
Type と異なる Flow Type
のフロー検出条件が存

在します。 

アクセスリストに対して，フ

ロー検出条件を指定したオペ

レーションを受け付けました

が，アクセスリストのレイヤ

種別とフロー検出条件のレイ

ヤ種別が異なるため，オペレ

ーション実行要求を破棄しま

した。 
567 - 同一装置内のポート間

が接続されています。 
同一装置内のポート間が接続

されています。誤接続ですの

で，ケーブルを抜いてくださ

い。 
568 - 物理ポートの登録件数

が不正です。 
チャネルグループの追加/変更

要求を受け付けましたが，チ

ャネルグループを構成するポ

ートの数が不正です 
569 - MAC アドレスは[件数]

件までしか登録できま

せん。 

MAC VLAN にエントリされ

る MAC アドレス数が上限を

超えています 
570 - VLAN ID= [VLAN ID]は

デフォルト VLAN で

す。デフォルト VLAN に

対して本操作を行うこ

とはできません。 

デフォルト VLAN（VLAN 
ID=1 の VLAN）に対して許容

されない操作が実施されまし

た 

571 - L3 中継 VLAN の IPv6 ア

ドレスにリンクローカ

ルアドレスを指定する

場合は、IPv6 アドレスマ

スク長を指定すること

はできません。 

入力値が不正です。 

572 - トランクパス、またはア

クセスパスの場合、複数

のチャネルグループを

親側ポートに設定する

ことはできません。 

トランクパス，またはアクセ

スパスの親側接続ポートに，

複数のチャネルグループを設

定するオペレーションを受け

付けましたが，複数のチャネ

ルグループは設定できないた

め，オペレーション実行要求

を破棄しました。（ポートレ

ンジとして複数のポートを指

定できるのは物理ポートのみ

です。） 
573 - パス種別がエッジの場

合は親側ポートに複数

のポート、またはチャネ

ルグループを指定する

ことはできません。 

パス種別がエッジ（アクセス

パス群）の場合は，ポートレ

ンジとして複数のポートを指

定することは出来ません。 

574 - パス種別がエッジの場

合、または切替種別が ID
以外の場合は親側ポー

トを省略することはで

きません。 

パスの切り替え方法に IDを指

定して，親側接続ポートの設

定を省略することができるの

はトランクパス及びアクセス

パスのみになります。 
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575 - 同一のチャネルグルー

プ番号が既に登録され

ています。 

同一のチャネルグループ番号

が既に登録されています。 

576 - 検出した装置は、管理

VLAN の設定、または、

管理VLANIPv4アドレス

の設定に誤りがありま

す。一旦検出した装置と

AX-Config-Master 間の接

続を切断し、装置のコン

フィグの設定を修正し

た後再度接続してくだ

さい。 

検出した装置は，管理VLAN
の 設 定 ， ま た は ， 管 理

VLANIPv4 アドレスの設定に

誤りがあります。一旦検出し

た装置とAX-Config-Master間
の接続を切断し，6.1 装置の起

動/停止方法に記載の内容に従

い，装置のコンフィグを修正

した後，装置を再度接続して

ください。 
577 - 要求を実行できる装置

状態ではありません。 
装置を実行できる装置状態で

はないため，オペレーション

実行要求を破棄しました。本

メッセージが表示された場合

の対応は，トラブルシューテ

ィングを参照してください。

578 - [項目名]が設定されてい

るため削除できませ

ん。削除を行う場合は、

[項目名]を削除した後、

再度実行してください。

削除操作を行おうとした対象

に関連情報が設定されている

ため，削除の要求を破棄しま

した。本メッセージが表示さ

れた場合の対応は，トラブル

シューティングを参照してく

ださい。 
579 - [項目名]が設定されてい

るため変更できませ

ん。変更を行う場合は、

[項目名]を削除した後、

再度実行してください。

更新操作を行おうとした対象

に関連情報が設定されている

ため，更新の要求を破棄しま

した。本メッセージが表示さ

れた場合の対応は，トラブル

シューティングを参照してく

ださい。 
580 - [項目名]が未設定のため

追加できません。追加を

行う場合は、[項目名]を
設定した後、再度実行し

てください。 

追加操作を行おうとした対象

に関連情報が設定されている

ため，追加の要求を破棄しま

した。本メッセージが表示さ

れた場合の対応は，トラブル

シューティングを参照してく

ださい。 
581 - パスが設定されている

物理ポートを、チャネル

グループに追加するこ

とはできません。 

チャネルグループにパスが設

定されている場合，ポートを

チャネルグループに追加でき

ません。 
582 - 既に他のチャネルグル

ープに属する物理ポー

トを、このチャネルグル

ープに追加することは

できません。 

ポートをチャネルグループに

追加する場合，すでに他のチ

ャネルグループに属している

ポートは追加することができ

ません。 
583 - 設定済みのフィルタ情

報と異なるため追加で

アクセスリストに対して，フ

ロー検出条件を指定した追加
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きません。 オペレーションを受け付けま

したが，アクセスリスト内の

他のフロー検出条件と指定し

たフロー検出条件のレイヤ種

別が異なるため，オペレーシ

ョン実行要求を破棄しまし

た。 
584 - 設定済みの[項目名]と異

なるため変更できませ

ん。 

アクセスリストに対して，フ

ロー検出条件を指定した更新

オペレーションを受け付けま

したが，対象のフロー検出条

件のレイヤ種別が異なるた

め，オペレーション実行要求

を破棄しました。 
585 - [項目名]が未設定のため

変更できません。変更を

行う場合は、[項目名]を
設定した後、再度実行し

てください。 

更新操作を行おうとした対象

に関連情報が設定されている

ため，更新の要求を破棄しま

した。本メッセージが表示さ

れた場合の対応は，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 
586 - 既に、同じ設定の[項目

名]が存在するため、変更

できません。 

AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-Viewとの間

でデータアンマッチが発生し

ている可能性があります。 
587 - MAC アドレスを指定し

てください。 
装置情報の変更要求を受け付

けましたが，MAC アドレスの

指定がないため，オペレーシ

ョン実行要求を破棄しまし

た。 
588 - MAC アドレスが、ロケ

ーション「[ロケーショ

ン]」の装置と重複してい

ます。 

MAC アドレスを他の装置の

MAC アドレスと重複させる

ことはできません。 

589 - MAC アドレスが、接続

されている装置の MAC
アドレス（[MAC アドレ

ス]）と一致しません。 

MAC アドレスを指定したオ

ペレーションを受け付けまし

たが，指定した MAC アドレス

は対象装置の実際の MAC ア

ドレスと異なるため，オペレ

ーション実行要求を破棄しま

した。 
590 - パスの親側装置に、

VLAN ID= [VLAN ID]の
装置 VLAN が未設定の

ため、操作を行うことが

できません。パスの親側

装置に装置 VLAN を設

定した後、再度実行して

ください。 

パス VLAN を追加する場合

は，パスの両端の装置に対し

て，装置 VLAN が定義されて

いる必要があります。 

591 - パスの子側装置に、

VLAN ID= [VLAN ID]の
パス VLAN を追加する場合

は，パスの両端の装置に対し
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装置 VLAN が未設定の

ため、操作を行うことが

できません。パスの子側

装置に装置 VLAN を設

定した後、再度実行して

ください。 

て，装置 VLAN が定義されて

いる必要があります。 

592 - サーバに対して操作を

行うことは出来ません。

シンボル種別が「Server」の装

置に対しては，編集操作を行

うことはできません 
593 - 装置間に、複数のパスを

定義することはできま

せん。 

既にパスが定義されています

594 - AX-Config-Master の管理

情報と装置のコンフィ

グとが同期していない

ため、操作を行うことが

できません。コピー＆同

期を実施した後、再度実

行してください。 

装置の CLI からコンフィグレ

ーションの設定変更を行った

後，AX-Config-Master から，

「反映」や「コピー＆同期」

の操作を行わずに，装置への

設定操作を実施すると，この

メッセージが出力されます 
595 - 装置ステータスが不明

のため、操作を行うこと

ができません。装置が検

出され、装置ステータス

がコンフィグ変更また

は稼動中に遷移した

後、再度実行してくださ

い。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

596 - 装置ステータスが障害

のため、操作を行うこと

ができません。装置が検

出され、装置ステータス

がコンフィグ変更また

は稼動中に遷移した

後、再度実行してくださ

い。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

597 - AXCM 未対応装置に対

しては、この操作を行う

ことはできません。 

AXCM 未対応装置に対して非

許容の操作が行われました 

598 - 装置ステータスが稼動

中、コンフィグ変更、障

害の場合は、[項目名]を
変更することは出来ま

せん。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

599 - 装置ステータスが稼動

中またはコンフィグ変

更の場合は、[項目名]を
変更することは出来ま

せん。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

600 - 装置ステータスが不明

のため、[項目名]を変更

できません。装置が検出

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で
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され、装置ステータスが

コンフィグ変更または

稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を破棄しました 

601 - 装置ステータスが障害

のため、[項目名]を変更

できません。装置が検出

され、装置ステータスが

コンフィグ変更または

稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

602 - AXCM 未対応装置に対

しては、[項目名]を変更

することはできません。

AXCM 未対応装置に対して非

許容の操作が行われました 

603 - 装置ステータスがコン

フィグ変更の場合は、コ

ンフィグ同期モードを

装置優先からマネージ

ャ優先に変更できませ

ん。コピー＆同期を実施

して装置ステータスが

稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

604 - 装置ステータスが不明

のため、コンフィグ同期

モードを装置優先から

マネージャ優先に変更

できません。装置優先モ

ードで装置が検出さ

れ、コピー＆同期を実施

して装置ステータスが

稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

605 - 装置ステータスが障害

のため、コンフィグ同期

モードを装置優先から

マネージャ優先に変更

できません。装置優先モ

ードで装置が検出さ

れ、コピー＆同期を実施

して装置ステータスが

稼動中に遷移した後、再

度実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

606 - 装置ステータスが稼動

中またはコンフィグ変

更の場合は、チャネルグ

ループ番号を変更する

ことは出来ません。チャ

ネルグループ番号を変

更する場合は、チャネル

グループを削除した後

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 
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再定義する必要があり

ます。 
607 - AX-Config-Master の管理

情報と親側装置のコン

フィグとが同期してい

ないため、操作を行うこ

とができません。コピー

＆同期を実施した後、再

度実行してください。 

装置の CLI からコンフィグレ

ーションの設定変更を行った

後，AX-Config-Master から，

「反映」や「コピー＆同期」

の操作を行わずに，装置への

設定操作を実施すると，この

メッセージが出力されます 
608 - 親側装置の装置ステー

タスが不明のため、操作

を行うことができませ

ん。親側装置が検出さ

れ、装置ステータスがコ

ンフィグ変更または稼

動中に遷移した後、再度

実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

609 - 親側装置の装置ステー

タスが障害のため、操作

を行うことができませ

ん。親側装置が検出さ

れ、装置ステータスがコ

ンフィグ変更または稼

動中に遷移した後、再度

実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

610 - AX-Config-Master の管理

情報と子側装置のコン

フィグとが同期してい

ないため、操作を行うこ

とができません。コピー

＆同期を実施した後、再

度実行してください。 

装置の CLI からコンフィグレ

ーションの設定変更を行った

後，AX-Config-Master から，

「反映」や「コピー＆同期」

の操作を行わずに，装置への

設定操作を実施すると，この

メッセージが出力されます 
611 - 子側装置の装置ステー

タスが不明のため、操作

を行うことができませ

ん。子側装置が検出さ

れ、装置ステータスがコ

ンフィグ変更または稼

動中に遷移した後、再度

実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

612 - 子側装置の装置ステー

タスが障害のため、操作

を行うことができませ

ん。子側装置が検出さ

れ、装置ステータスがコ

ンフィグ変更または稼

動中に遷移した後、再度

実行してください。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

613 - 子側装置の装置ステー

タスが稼動中またはコ

ンフィグ変更の場合

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で
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は、切替方法を変更する

ことが出来ません。切替

方法を変更する場合

は、子側装置と AXCM 間

の通信を切断し、パスを

削除した後再定義する

必要があります。 

要求を破棄しました 

614 - 子側装置の装置ステー

タスが稼動中またはコ

ンフィグ変更の場合

は、切替方法を変更する

ことは出来ません。切替

方法を変更する場合

は、子側装置と AXCM 間

の通信を切断し、パスを

削除した後再定義する

必要があります。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

615 - 子側装置の装置ステー

タスが稼動中またはコ

ンフィグ変更の場合

は、子側接続ポート定義

を変更することは出来

ません。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

616 - 子側装置の装置ステー

タスが稼動中またはコ

ンフィグ変更の場合

は、子側接続ポート定義

を変更することは出来

ません。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

617 - 子側装置の装置ステー

タスが稼動中またはコ

ンフィグ変更の場合

は、ポートレンジを変更

することは出来ませ

ん。ポートレンジを変更

する場合は、子側装置と

AXCM 間の通信を切断

し、パスを削除した後再

定義する必要がありま

す。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 

618 - 子側装置の装置ステー

タスが稼動中またはコ

ンフィグ変更の場合

は、ポートレンジを変更

することは出来ませ

ん。ポートレンジを変更

する場合は、子側装置と

AXCM 間の通信を切断

し、パスを削除した後再

定義する必要がありま

す。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 
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619 - コンフィグファイルの

反映は、装置ステータス

が事前設計可の場合の

み実施可能です。 

要求を処理できる装置状態で

は な い た め ，

AX-Config-Master-Manager で

要求を破棄しました 
620 - 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、

フィルタの操作を行う

ことができません。一旦

[フィルタ定義一覧]画面

を閉じ、コピー＆同期の

操作を行ってくださ

い。（コピー＆同期によ

り、AX-Config-Master 上
から、フィルタの情報は

削除されます。） 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，フィ

ルタ関連の操作を行うことは

できません。本メッセージ

は，フィルタの削除操作を行

った際に出力されますが，

AX-Config-Master 上から，フ

ィルタ定義を削除したい場合

には，削除操作ではなく，「反

映」や「コピー＆同期」の操

作を行ってください。（コピ

ー ＆ 同 期 に よ り ，

AX-Config-Master 上から，フ

ィルタの情報は削除されま

す。） 
621 - 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、

スタティックルートの

操作を行うことができ

ません。一旦[ルート定義

一覧]画面を閉じ、コピー

＆同期の操作を行って

ください。（コピー＆同

期 に よ り 、

AX-Config-Master 上 か

ら、スタティックルート

の情報は削除されま

す。） 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，スタ

ティックルート関連の操作を

行うことはできません。本メ

ッセージは，スタティックル

ートの削除操作を行った際に

出 力 さ れ ま す が ，

AX-Config-Master 上から，ス

タティックルート定義を削除

したい場合には，削除操作で

はなく，「反映」や「コピー

＆同期」の操作を行ってくだ

さい。（コピー＆同期により，

AX-Config-Master 上から、ス

タティックルートの情報は削

除されます。） 
622 - 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、

フィルタの操作を行う

ことができません。 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，フィ

ルタを設定することはできま

せん。装置の CLI から設定を

行ってください。また CLI か

ら設定を行った後，「反映」

や「コピー＆同期」の操作を

行 っ た と し て も ，

AX-Config-Master には，フィ

ルタの情報は反映されませ

ん。 
623 - 対 象 装 置 は 、

AX-Config-Master から、

スタティックルートの

操作を行うことができ

ません。 

対象装置の機種に対しては，

AX-Config-Master から，スタ

ティックルートを設定するこ

とはできません。装置の CLI
から設定を行ってください。
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また CLI から設定を行った

後，「反映」や「コピー＆同

期」の操作を行ったとして

も，AX-Config-Master には，

スタティックルートの情報は

反映されません。 
624 - 装置ステータスが稼動

中またはコンフィグ変

更の場合は、インタフェ

ースタイプを変更する

ことは出来ません。 

装置ステータスが稼動中また

はコンフィグ変更の場合は，

インタフェースタイプを変更

することは出来ません。 

625 - パスの親側装置、また

は、子側装置の装置ステ

ータスが、稼働中、また

は、Config 変更の場合

は、パスとパスに付随す

るパス内 VLAN を併せ

て削除することはでき

ません。パスを削除する

場合は、パスに付随する

パス内 VLAN を削除し

た後、再度実行してくだ

さい。 

パスの親側装置，または，子

側装置の装置ステータスが，

稼働中，または，Config 変更

の場合は，パスとパスに付随

するパス内 VLAN を併せて削

除することはできません。 

626 - VLAN[VLAN ID]には既

に IPv4 アドレスが設定

されています（対象装置

は、L3中継VLANに IPv4
セカンダリアドレスを

設定できません）。 

対象装置の機種は，L3 中継

VLAN に IPv4 セカンダリアド

レスを設定できません。 

627 - 既に IPv4 デフォルトル

ートが設定されていま

す（対象装置は、IPv4 デ

フォルトルートを複数

設定できません）。 

対象装置の機種は，IPv4 デフ

ォルトルートを複数設定でき

ません。 

628 - 既に IPv6 デフォルトル

ートが設定されていま

す（対象装置は、IPv6 デ

フォルトルートを複数

設定できません）。 

対象装置の機種は，IPv6 デフ

ォルトルートを複数設定でき

ません。 

629 - チャネルグループ設定

ポートにはパスが設定

されており、パスの親側

と子側のチャネルグル

ープ種別の組合せが誤

っています。設定できる

チャネルグループ種別

の 組 み 合 わ せ は 、

「 Active-Active 」 、

「 Active-Passive 」 、

「 Passive-Active 」 、

「Static-Static」です。正

パスの親側と子側のチャネル

グループ種別の組合せが誤っ

ている場合に，本メッセージ

が表示されます。 
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しい組み合わせになる

よう、チャネルグループ

種別の設定を変更して

ください。 
630 - 装置ステータスが事前

設計可のため、操作を行

うことができません。装

置が検出され、装置ステ

ータスがコンフィグ変

更または稼動中に遷移

した後、再度実行してく

ださい。 

装置ステータスが，「事前設

計可」の装置に対して，コン

フィグレーションの「反映」

／「コピー＆同期」の操作を

行った場合に，本メッセージ

が表示されます。これらの操

作は，装置が検出され，装置

ステータスが「稼動中」また

は「コンフィグ変更」に遷移

した後に，実施可能になりま

す。 
631 - コンフィグの取得・設

定に失敗しました（[エラ

ー理由]）。 

コンフィグレーションの取得

や設定を行うために API を発

行しましたが，エラー応答を

受信しました。対応方法につ

いては，7.1 トラブル発生時の

対応を参照してください。 
632 - コンフィグの取得・設

定に失敗しました（エラ

ー要因[エラー理由]）。

処理の中断により装置

のコンフィグが設定途

中 の 状 態 に な り 、

AX-Config-Master の管理

情報と装置のコンフィ

グ間で差分が発生した

可能性があります。装置

の RunningConfig を確認

し、必要に応じて CLI で
コンフィグを設定する

か操作前の状態に戻し

た後、コピー＆同期を実

施してください。 

コンフィグレーションの取得

や設定を行うために API を発

行しましたが，エラー応答を

受信しました。また，処理の

中断により装置のコンフィグ

が設定途中の状態になり，

AX-Config-Master の管理情報

と装置のコンフィグ間で差分

が発生した可能性がありま

す。装置の RunningConfig を確

認し，必要に応じて CLI でコ

ンフィグを設定するか操作前

の状態に戻した後，コピー＆

同期を実施してください。 

633 - コンフィグの取得・設

定処理でエラーが発生

しました。 

コンフィグレーションの取得

や設定を行うために ON API
を 発 行 し ま し た が ，

AX-Config-Master-Manager 内

で予期しないエラーが発生し

ました。 
634 - パス内 VLAN の削除に

失敗しました（VLAN 
ID=[VLAN ID]）。 
パスの親側装置、また

は、子側装置のコンフィ

グに、パス内 VLAN 定義

（トランクポートVLAN
定義）が存在しないか、

装置と，AX-Config-Master 間

でパス内 VLAN の情報不一致

が発生しています。本メッセ

ージに従い，復旧操作を実施

してください。 
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同コンフィグのパス内

VLAN 定義（トランクポ

ート VLAN 定義）が不正

であることが原因とし

て考えられます。パスの

親側装置と、子側装置の

コンフィグを確認し、以

下を実施してください。

(1) パスの親側装置と、

子側装置の両装置に、パ

ス内 VLAN 定義（トラン

クポート VLAN 定義）が

存在しない場合： 
パスの親側装置と、子側

装置に対してコピー＆

同期の操作を実施して

ください（コピー＆同期

の操作により正常にパ

ス内 VLAN が削除され

ます）。 
(2) パスの親側装置、子

側装置のいずれか、もし

くは、両装置に正常な、

または、不正なパス内

VLAN 定義（トランクポ

ート VLAN 定義）が存在

する場合： 
CLI か ら 定 義 を 削 除

し、パスの親側装置と、

子側装置に対してコピ

ー＆同期の操作を実施

してください（コピー＆

同期の操作により正常

にパス内 VLAN が削除

されます）。 
635 - パス内 VLAN の削除に

失敗しました（VLAN 
ID=[VLAN ID]）。 
パスの[親側装置／子側

装置]のコンフィグに、パ

ス内 VLAN 定義（トラン

クポート VLAN 定義）が

存在しないか、同コンフ

ィグのパス内 VLAN 定

義（トランクポート

VLAN 定義）が不正であ

ることが原因として考

えられます。パスの[親側

装置／子側装置]が検出

され、装置ステータスが

稼働中、または、コンフ

装置と，AX-Config-Master 間

でパス内 VLAN の情報不一致

が発生しています。本メッセ

ージに従い，復旧操作を実施

してください。 
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ィグ変更に遷移した

後、パスの親側装置と、

子側装置のコンフィグ

を確認し、以下を実施し

てください。 
(1) パスの親側装置と、

子側装置の両装置に、パ

ス内 VLAN 定義（トラン

クポート VLAN 定義）が

存在しない場合： 
パスの親側装置と、子側

装置に対してコピー＆

同期の操作を実施して

ください（コピー＆同期

の操作により正常にパ

ス内 VLAN が削除され

ます）。 
(2) パスの親側装置、子

側装置のいずれか、もし

くは、両装置に正常な、

または、不正なパス内

VLAN 定義（トランクポ

ート VLAN 定義）が存在

する場合： 
CLI か ら 定 義 を 削 除

し、パスの親側装置と、

子側装置に対してコピ

ー＆同期の操作を実施

してください（コピー＆

同期の操作により 
正常にパス内 VLAN が

削除されます）。 
636 - コンフィグの設定に失

敗しました。行った操作

が、対象装置で未サポー

トであるか、または、以

下が原因として考えら

れます。 
(1) 行 っ た 操 作 は 、

AX-Config-Master が対象

装置に対して未サポー

トの操作です。 
(2)装置のコンフィグの

内 容 が 、

AX-Config-Master 上の設

計内容と一致していま

せん。 
(1) が原因の場合は、

AX-Config-Master から設

定を行うことができな

いため、装置の CLI から

対象装置で未サポートの項目

を設定しようとした場合や，

AX-Config-Master が対象装置

に対して未サポートの項目を

設定しようとした場合，及

び，装置と，AX-Config-Master
間で情報不一致が発生してい

る場合に，本メッセージが表

示されます。 
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設定を行ってください。

(2)が原因の場合は、一度

コピー＆同期の操作を

行ってください。 
637 - AX-Config-Master-Manag

er内での処理中にタイム

アウトが発生しまし

た。オペレーションを再

度実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

処理中のため，受付た要求オ

ペレーションが処理待ちタイ

ムアウトしました。 

638 - 装置検出がリトライオ

ーバしました。検出を再

開する場合は、[装置情報

定義]画面を開き OK ボ

タンを押下してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager
が，装置検出の処理を規定回

数実施しましたが，すべて失

敗したため装置検出を停止し

ました。7.1 トラブルシューテ

ィングを参照し，検出に失敗

した原因を除去してくださ

い。なお，[動作監視]画面に本

メッセージが出力された場

合，AX-Config-Master-Manager
は装置検出を停止しています

ので，復旧を行った後，[装置

情報定義]画面を開き OK ボタ

ンを押下して装置検出を再開

させてください。 
639 - 上位装置側で、装置検出

がリトライオーバしま

した。検出を再開する場

合は、[装置情報定義]画
面を開き OK ボタンを押

下してください。 

AX-Config-Master-Manager
が，装置検出の処理を規定回

数実施しましたが，すべて失

敗したため装置検出を停止し

ました。7.1 トラブルシューテ

ィングを参照し，検出に失敗

した原因を除去してくださ

い。なお，[動作監視]画面に本

メッセージが出力された場

合，AX-Config-Master-Manager
は装置検出を停止しています

ので，復旧を行った後，[装置

情報定義]画面を開き OK ボタ

ンを押下して装置検出を再開

させてください。 
640 - 下位装置側で、装置検出

がリトライオーバしま

した。検出を再開する場

合は、[装置情報定義]画
面を開き OK ボタンを押

下してください。 

AX-Config-Master-Manager
が，装置検出の処理を規定回

数実施しましたが，すべて失

敗したため装置検出を停止し

ました。7.1 トラブルシューテ

ィングを参照し，検出に失敗

した原因を除去してくださ

い。なお，[動作監視]画面に本

メッセージが出力された場

合，AX-Config-Master-Manager
は装置検出を停止しています

ので，復旧を行った後，[装置
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情報定義]画面を開き OK ボタ

ンを押下して装置検出を再開

させてください。 
641 - 装置からの応答があり

ま せ ん 。 処 理 中 に

AX-Config-Master と対象

装置間の通信が切断し

た可能性があります。

CLI で 対 象 装 置 の

RunningConfig の内容を

確認し、今実行したパス

内 VLAN 追加の操作が

原因で通信が切断して

い る 場 合 は 、 CLI で

AX-Config-Master が設定

した定義を外し元の状

態に戻してください。 

装置からの応答がありませ

ん。処理中にAX-Config-Master
と対象装置間の通信が切断し

た可能性があります。CLI で

対象装置の RunningConfig の

内容を確認し，今実行したパ

ス内 VLAN 追加の操作が原因

で通信が切断している場合

は，CLI で AX-Config-Master
が設定した定義を外し元の状

態に戻してください。 

642 - 装置からの応答があり

ま せ ん 。 処 理 中 に

AX-Config-Master と対象

装置間の通信が切断し

た可能性があります。 

装置からの応答がありませ

ん。処理中にAX-Config-Master
と対象装置間の通信が切断し

た可能性があります。 

643 - データベースのアクセ

スに失敗しました。 
AX-Config-Master-Manager 内

で，データベースアクセスエ

ラーが発生しました。対応方

法については，7.1 トラブル発

生時の対応を参照してくださ

い。 
644 - コンフィグファイルが

見つかりません。 
コンフィグレーションファイ

ルの取得要求を受け付けまし

たが，コンフィグレーション

ファイルが存在しないため，

取得に失敗しました。本メッ

セージは，装置優先モードの

装置に対してコンフィグレー

ションファイルの取得オペレ

ーションを行った場合に出力

されます。 
645 - コンフィグファイルの

読み込みに失敗しまし

た。 

AX-Config-Master-Manager
で，コンフィグレーションフ

ァイルの読み込みに失敗しま

した。 
646 - コンフィグファイルの

クローズに失敗しまし

た。 

AX-Config-Master-Manager
で，コンフィグレーションフ

ァイルのクローズ処理に失敗

しました。 
647 - コンフィグファイルが

不正です。 
AX-Config-Master-Manager
で，コンフィグレーションフ

ァイルの読み込みを行いまし

たが，予期しないシンタクス

またはトークンを検出したた
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め，コンフィグレーションフ

ァイルの読み込みに失敗しま

した。 
648 - コンフィグファイルが

不正です（[該当情報]）。

AX-Config-Master-Manager
で，コンフィグレーションフ

ァイルの読み込みを行いまし

たが，予期しないシンタクス

またはトークンを検出したた

め，コンフィグレーションフ

ァイルの読み込みに失敗しま

した。 
649 - コンフィグファイルの

内容が反映されません

でした。 

装置のコンフィグレーション

フ ァ イ ル が ，

AX-Config-Master-Manager が

持つコンフィグレーション情

報と矛盾しているか，装置で

も解釈することができない内

容である可能性があります。

対応方法については，7.1 トラ

ブル発生時の対応を参照して

ください。 
650 - 該当データが存在しま

せん。[項目名]=[値] 
装置のコンフィグレーション

フ ァ イ ル が ，

AX-Config-Master-Manager が

持つコンフィグレーション情

報と矛盾しているか，装置で

も解釈することができない内

容である可能性があります。

651 - コンフィグファイルに

記 述 さ れ て い る

snmp-server location と同

一のロケーションの装

置が既に存在するた

め、コンフィグファイル

の反映に失敗しました

（ snmp-server 
location=[ロケーション

名]）。 

AX-Config-Master-Manager が

装置のコンフィグレーション

ファイルから取得したロケー

ション情報が，他の装置のロ

ケーション情報と重複する場

合に本メッセージを出力しま

す。対応方法については，7.1 
トラブル発生時の対応を参照

してください。 

652 - コンフィグファイルに

記 述 さ れ て い る

snmp-server location が不

正なため、コンフィグフ

ァイルの反映に失敗し

ま し た （ snmp-server 
location=[ロケーション

名]）。 

AX-Config-Master-Manager が

装置のコンフィグレーション

ファイルから取得したロケー

ションのフォーマットが不正

な場合に本メッセージを出力

します。対応方法について

は，7.1 トラブル発生時の対応

を参照してください。 
653 - コンフィグファイルに

snmp-server location が未

定義のため、コンフィグ

ファイルの反映に失敗

しました。 

AX-Config-Master-Manager が

装置のコンフィグレーション

ファイルからロケーションを

取得しようとしたが，ロケー

ションが未設定の場合に本メ
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ッセージを出力します。対応

方法については，7.1 トラブル

発生時の対応を参照してくだ

さい。 
654 - AX-Config-Master-Manag

er の操作に失敗しまし

た。 

装置のコンフィグレーション

フ ァ イ ル が ，

AX-Config-Master-Manager が

持つコンフィグレーション情

報と矛盾しているか，装置で

も解釈することができない内

容である可能性があります。

655 - パスの下位側に装置情

報がありません（パス

ID=[値]）。 

装置のコンフィグレーション

フ ァ イ ル が ，

AX-Config-Master-Manager が

持つコンフィグレーション情

報と矛盾しているか，装置で

も解釈することができない内

容である可能性があります。

656 - L2 装置に対するルート

情報が不正です。該当箇

所を確認後、再検出を実

行してください。 

レイヤ 2 の装置（AX2400S）
に対してスタティックルート

定義を行う場合は，デフォル

トルート定義のみが可能で

す。デフォルトルート定義以

外の定義は削除してくださ

い。 
657 - アクセスリストに未定

義のフロー検出条件が

指定されました（Flow 
ID=[Flow ID]）。 

AX-Config-Master-Manager の

管 理 情 報 が ，

AX-Config-Master-Viewに正し

く反映されていない可能性が

あります。OK ボタンを押下し

て 本 画 面 を 閉 じ た 後 ，

AX-Config-Master-Viewを終了

して，再起動を行って下さい。

658 - 該 当 す る 情 報 が
AX-Config-Master-Manag
er 内に存在しません（[項
目名]=[値]）。 

AX-Config-Master-Manager の

管 理 情 報 が ，

AX-Config-Master-Viewに正し

く反映されていない可能性が

あります。OK ボタンを押下し

て 本 画 面 を 閉 じ た 後 ，

AX-Config-Master-Viewを終了

して，再起動を行って下さい。

659 - パスが設定されている

チャネルグループの削

除が発生したため、コン

フィグの反映に失敗し

ました（チャネルグルー

プ番号=[チャネルグルー

プ番号]）。 

AX-Config-Master 上では，ポ

ートがチャネルグループとし

て設計されており，かつ，こ

のチャネルグループに繋がる

パスが設計済みの状況で，当

該ポートが物理ポートとして

定義されているコンフィグレ

ーションを，｛「反映」，「コ

ピー＆同期」｝すると，操作

が失敗終了します。操作を正
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常終了されるには，パスを削

除してから操作を行う必要が

あります。 
660 - チャネルグループ削除

時に異常が発生しまし

た（チャネルグループ番

号=[チャネルグループ番

号 ] ） 。
AX-Config-Master-Manag
er内の該当チャネルグル

ープを削除した後、再実

行してください。 

チャネルグループ削除時に異

常 が 発 生 し ま し た 。

AX-Config-Master-Manager 内

の該当チャネルグループを削

除した後，再実行してくださ

い。 

661 - 対応していない形式の

[項目名]が指定されまし

た（[該当情報]）。 

AX-Config-Master-Manager 内

で，内部処理エラーが発生し

ている可能性があります。 
662 - 設定可能範囲外のVLAN 

ID を 検 出 し ま し た

（ VLAN ID=[VLAN 
ID]）。 

装置に対して設定できない

VLAN ID（1～4095 以外の

VLAN ID）が指定されました

663 - パスが設定されている

ポートの削除が発生し

たため、コンフィグの反

映に失敗しました（ポー

ト=n/n）。 

AX-Config-Master 上で，ポー

トにパスが設計されている状

況で，当該ポートが定義され

ていない（存在しない）コン

フィグレーションを，｛「反

映」，「コピー＆同期」｝す

ると，操作が失敗終了しま

す。操作を正常終了されるに

は，パスを削除してから操作

を行う必要があります。 
664 - パスが設定されている

ポートのチャネルグル

ープへの追加が発生し

たため、コンフィグの反

映に失敗しました（チャ

ネルグループ番号=[チャ

ネルグループ番号]）。 

AX-Config-Master 上では，ポ

ートが物理ポートとして設計

されており，かつ，このポー

トに繋がるパスが設計済みの

状況で，当該ポートがチャネ

ルグループとして定義されて

いるコンフィグレーション

を，｛「反映」，「コピー＆

同期」｝すると，操作が失敗

終了します。操作を正常終了

されるには，パスを削除して

から操作を行う必要がありま

す。 
665 - 追加されるチャネルグ

ループに対するポート

情報が設定されていな

いため、コンフィグの反

映に失敗しました（チャ

ネルグループ番号=[チャ

ネルグループ番号]）。 

AX-Config-Master-Manager 内

で，内部処理エラーが発生し

ている可能性があります。 

666 - コンフィグ上の定義

「vlan 1」に不正な属性

コンフィグレーション内の定

義「vlan 1」に不正な属性情報
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情報が設定されている

ため、コンフィグの反映

に失敗しました。 

が存在するため，コンフィグ

レーションの「反映」操作に

失敗しました。対象のコンフ

ィグレーションファイルを修

正した後，再実行してくださ

い。 
667 - flow mac mode が設定さ

れている interface vlan
に、フィルタが未設定の

ため、コンフィグの反映

に失敗しました（VLAN 
ID=[VLAN ID]）。 

コンフィグレーション上で，

VLANインタフェースにMAC
モードのみが設定され，フィ

ルタの適用が１件も無い場

合，AX-Config-Master から，

当該コンフィグレーションに

対する操作を行うことができ

ません。 
668 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（インタフェ

ースへの outbound フィ

ルタ適用）。該当の項目

を全て削除してくださ

い。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，対象装置に対して未サポ

ートの項目が設計されている

場合に，[動作監視]画面に本メ

ッセージが表示され，装置は

不明状態（状態色：青）に遷

移します。この場合は，該当

の項目をすべて削除してくだ

さい。 
669 - フィルタの bound 指定が

不正なため、コンフィグ

の反映に失敗しました

（Flow ID=[Flow ID]）。

コンフィグレーションファイ

ル内の，インタフェースへの

フィルタ適用の定義（bound
の指定）が不正なため，コン

フィグレーションの「反映」

操作に失敗しました。対象の

コンフィグレーションファイ

ルを修正した後，再実行して

ください。 
670 - コンフィグ上の定義

「 interface vlan [VLAN 
ID]」に不正な属性情報が

設定されているため、コ

ンフィグの反映に失敗

しました（対象装置は L3
中継 VLAN に IPv4 セカ

ンダリアドレスを設定

できません）。 

対象装置の機種は，L3 中継

VLAN に IPv4 セカンダリアド

レスを設定できません。対象

のコンフィグレーションファ

イルを修正した後，再実行し

てください。 

671 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（フロー検出

モード）。対象装置と

AX-Config-Master 間の通

信を一旦切断し、対象装

置を再設計後、再接続し

てください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，対象装置に対して未サポ

ートの項目が設計されている

場合に，[動作監視]画面に本メ

ッセージが表示され，装置は

不明状態（状態色：青）に遷
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移します。この場合は，対象

装置と AX-Config-Master 間の

通信を一旦切断し，対象装置

を再設計後，再接続してくだ

さい。 
672 - 不正な設計項目が存在

します（フロー検出モー

ドに layer3-5 以外を指定

している場合は、プロト

コルに[プロトコル名称]
を指定した Layer3v6 フ

ィルタを設定できませ

ん[Flow ID=[ Flow ID]、
シーケンス番号=[シーケ

ンス番号]]）。該当のフ

ロー検出条件を削除し

てください。なお、この

メッセージはチェック

アウトした 1 項目の情報

のみを表示していま

す。他にも該当項目があ

る場合はそれらも併せ

て削除してください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は，該当の項目をすべて削除

してください。 

673 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（インタフェ

ースへのフィルタ適

用）。該当の項目を全て

削除してください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，対象装置に対して未サポ

ートの項目が設計されている

場合に，[動作監視]画面に本メ

ッセージが表示され，装置は

不明状態（状態色：青）に遷

移します。この場合は，該当

の項目をすべて削除してくだ

さい。 
674 - 検出した装置は、機種に

よって out bound フィル

タの設定可否が異なる

ため、out bound フィルタ

の設定を行うことがで

きません。必要に応じて

CLI から設定を行ってく

ださい。 

対 象 装 置 の 機 種 は ，

AX-Config-Master から，装置

のインタフェースに out bound
フィルタを適用することがで

きません。 

675 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は IPv4
ループバックアドレス

を設定できません）。対

象 装 置 と

AX-Config-Master 間の通

信を一旦切断し、対象装

置を再設計後、再接続し

てください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は ， 対 象 装 置 と
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AX-Config-Master 間の通信を

一旦切断し，対象装置を再設

計後，再接続してください。

676 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（アクセスリ

スト）。該当の項目を全

て削除してください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，対象装置に対して未サポ

ートの項目が設計されている

場合に，[動作監視]画面に本メ

ッセージが表示され，装置は

不明状態（状態色：青）に遷

移します。この場合は，該当

の項目をすべて削除してくだ

さい。 
677 - 以下のコンフィグレー

ションは未サポートの

ため、情報の取得が行わ

れませんでした。以下の

コンフィグレーション

はAX-Config-Masterから

操作することができな

いため、装置の CLI から

操作を行ってくださ

い 。  
・未サポートの項目 1 
・未サポートの項目 2 
・・・ 

コンフィグの反映/コピー＆同

期操作を実施したところ，

AX-Config-Master がサポート

する項目であるが，内容（属

性や，エレメントのエントリ

数等）が AX-Config-Master の
サポート外である項目を検出

したため，情報の取得をスキ

ップしました。これらのコン

フ ィ グ レ ー シ ョ ン は

AX-Config-Master から操作す

ることができないため，装置

の CLI から操作を行ってくだ

さい。 
678 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（ルート定

義）。該当の項目を全て

削除してください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，対象装置に対して未サポ

ートの項目が設計されている

場合に，[動作監視]画面に本メ

ッセージが表示され，装置は

不明状態（状態色：青）に遷

移します。この場合は，該当

の項目をすべて削除してくだ

さい。 
679 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（インタフェ

ースへのフィルタ適

用）。該当の項目を全て

削除してください。 

同上 

680 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置はアド

レスレンジ指定または

ポートレンジ指定のあ

るフィルタを設定でき

ま せ ん [Flow ID=[Flow 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ
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ID]、シーケンス番号=シ
ーケンス番号]）。該当の

フロー検出条件を削除

してください。なお、こ

のメッセージはチェッ

クアウトした 1 項目の情

報のみを表示していま

す。他にも該当項目があ

る場合はそれらも併せ

て削除してください。 

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は，該当の項目をすべて削除

してください。 

681 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は IPv6
ループバックアドレス

を設定できません）。対

象 装 置 と

AX-Config-Master 間の通

信を一旦切断し、対象装

置を再設計後、再接続し

てください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は ， 対 象 装 置 と

AX-Config-Master 間の通信を

一旦切断し，対象装置を再設

計後，再接続してください。

682 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は装置

VLAN に プ ロ ト コ ル

VLAN を設定できませ

ん）。該当の項目を全て

削除してください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は，該当の項目をすべて削除

してください。 
683 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は L3
中継 VLAN に IPv4 セカ

ンダリアドレスを設定

で き ま せ ん [VLAN 
ID=[ VLAN ID]]）。該当

の項目を削除してくだ

さい。なお、このメッセ

ージはチェックアウト

した 1 項目の情報のみを

表示しています。他にも

該当項目がある場合は

それらも併せて削除し

てください。 

同上 

684 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は L3
中継 VLAN に IPv6 アド

レスを設定できません
[VLAN ID=[ VLAN 

同上 
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ID]]）。該当の項目を削

除してください。なお、

このメッセージはチェ

ックアウトした 1 項目の

情報のみを表示してい

ます。他にも該当項目が

ある場合はそれらも併

せて削除してください。

685 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置はフロ

ー 検 出 モ ー ド に

[layern-n]を設定できま

せん）。対象装置と

AX-Config-Master 間の通

信を一旦切断し、対象装

置を再設計後、再接続し

てください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は ， 対 象 装 置 と

AX-Config-Master 間の通信を

一旦切断し，対象装置を再設

計後，再接続してください。

686 - 対象装置に対して未サ

ポートの項目が設計さ

れています（インタフェ

ースへの outbound フィ

ルタ適用）。該当の項目

を全て削除してくださ

い。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，対象装置に対して未サポ

ートの項目が設計されている

場合に，[動作監視]画面に本メ

ッセージが表示され，装置は

不明状態（状態色：青）に遷

移します。この場合は，該当

の項目をすべて削除してくだ

さい。 
687 - 不正な設計項目が存在

します（物理インタフェ

ースへのフィルタ適用

[ポート=[port n/n]、Flow 
ID=[ Flow ID]]）。該当の

項目を削除してくださ

い。なお、このメッセー

ジはチェックアウトし

た 1 項目の情報のみを表

示しています。他にも該

当項目がある場合はそ

れらも併せて削除して

ください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は，該当の項目をすべて削除

してください。 

688 - 不正な設計項目が存在

します（VLAN インタフ

ェースへのフィルタ適

用 [VLAN ID=[ VLAN 
ID] 、 Flow ID=[ Flow 
ID]]）。該当の項目を削

除してください。なお、

同上 



 503

このメッセージはチェ

ックアウトした 1 項目の

情報のみを表示してい

ます。他にも該当項目が

ある場合はそれらも併

せて削除してください。

689 - AX-Config-Master が不正

なコンフィグファイル

を保持しているため、コ

ピー＆同期の操作を行

ない復旧してださい。ま

た、コピー＆同期の操作

により設計情報が変更

された場合は、必要に応

じて再設定を行なって

ください。 

AX-Config-Master が不正なコ

ンフィグレーションファイル

を保持しているため，コピー

＆同期の操作を行ない復旧し

てださい。また，コピー＆同

期の操作により設計情報が変

更された場合は，必要に応じ

て再設定を行なってくださ

い。 

690 - 不正な設計項目が存在

します（VLAN インタフ

ェースへのフィルタ適

用に中継種別が指定さ

れ て い ま せ ん [VLAN 
ID=[ VLAN ID] 、 Flow 
ID=[ Flow ID]]）。該当の

項目を削除してくださ

い。なお、このメッセー

ジはチェックアウトし

た 1 項目の情報のみを表

示しています。他にも該

当項目がある場合はそ

れらも併せて削除して

ください。 

「マネージャ優先」モードで

設 計 し た 装 置 を

AX-Config-Master に接続する

と，装置に対して不正な設計

されている場合に，[動作監視]
画面に本メッセージが表示さ

れ，装置は不明状態（状態色：

青）に遷移します。この場合

は，該当の項目をすべて削除

してください。 

691 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は IPv4
デフォルトルート定義

を複数件設定できませ

ん）。1 件の IPv4 デフォ

ルトルート定義のみを

残し、残りの IPv4 デフォ

ルトルート定義を全て

削除してください。 

同上 

692 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置は IPv6
デフォルトルート定義

を複数件設定できませ

ん）。1 件の IPv6 デフォ

ルトルート定義のみを

残し、残りの IPv6 デフォ

ルトルート定義を全て

削除してください。 

同上 

693 - 不正な設計項目が存在

します（対象装置はデフ

同上 
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ォルトルート以外のル

ート定義を設定できま

せん）。該当の項目を全

て削除してください。 
694 - 検出した装置は、管理

VLAN(VLAN ID=[VLAN 
ID])が設定されていませ

ん。装置の事前設定、ま

たは、AX-Config-Master
の管理 VLAN の変更設

定が正しく行われてい

ない可能性があります。

装置の事前設定，または，

AX-Config-Master の 管 理

VLANの変更設定が正しく行

われていない可能性がありま

す。6.1 装置の起動/停止方法

に記載の内容に従い装置の事

前設定が正しく行われている

か ， ま た は ， 2.2.1 
AX-Config-Master-Manager の

初 期 設 定  (1) 
manager.propertiesファイルの

設定に記載の内容に従い

AX-Config-Master の 管 理

VLANの変更設定が正しく行

われているか，確認してくだ

さい。 
695 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置は

上位装置のアクセスパ

ス群に属するポートに

接続されています。 

AX-Config-Master-Manager
が，アクセスパス群が定義さ

れているポートに接続された

装置を検出すると，動作監視

画面の詳細情報に本メッセー

ジを出力します。 

696 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。装置間にパスが設

計されていますがポー

トが未設計です。 

AX-Config-Master-Manager が

装置を検出した際に，事前設

計されているパスにポートが

未設定の場合に，動作監視画

面の詳細情報に本メッセージ

を出力します。 
697 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置は

上位装置のポートレン

ジ外に接続されていま

す。 

AX-Config-Master-Manager
が，ポートレンジ外に接続さ

れた装置を検出すると，動作

監視画面の詳細情報に本メッ

セージを出力します。 

698 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置は

上位装置の子側接続ポ

ート外に接続されてい

ます。 

AX-Config-Master-Manager
が，事前設計と異なる子側接

続ポートに接続した装置を検

出した場合に，動作監視画面

の詳細情報に本メッセージを

出力します。 

699 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置は

AX-Config-Master-Manager
が，AXCM 未対応装置を経由

して接続した装置を検出した

場合に，動作監視画面の詳細
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AXCM 未対応装置を経

由しています。 
情報に本メッセージを出力す

る場合があります。 
700 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置の

管理VLANIpv4アドレス

が未設計です。 

AX-Config-Master-Manager
が，事前設計済みの装置の接

続 を 検 出 し た 際 ， 管 理

VLANIPv4 アドレス情報が未

設定の場合に，動作監視画面

の詳細情報に本メッセージを

出力します。 
701 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置は

ポートレンジ外に接続

されています。 

AX-Config-Master-Manager
が，ポートレンジ外に接続さ

れた装置を検出すると，動作

監視画面の詳細情報に本メッ

セージを出力します。 

702 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置は

上位装置の子側接続ポ

ート外に接続されてい

ます。 

AX-Config-Master-Manager
が，事前設計と異なる子側接

続ポートに接続した装置を検

出した場合に，動作監視画面

の詳細情報に本メッセージを

出力します。 

703 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。装置間にパスを作

成しました。 

AX-Config-Master-Manager
が，パス未設計のポートに接

続された装置を検出した場合

に，動作監視画面の詳細情報

に本メッセージを出力しま

す。 
704 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。誤接続の可能性が

あります。 

AX-Config-Master-Manager が

検出した装置が誤接続されて

いる可能性がある場合に，動

作監視画面の詳細情報に本メ

ッセージを出力します。対応

方法については，7.1 トラブル

発生時の対応を参照してくだ

さい。 
705 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。AXCM-Manager と
検出した装置間にパス

がありません。 

AX-Config-Master-Manager が

Core 装置を検出したが，
AX-Config-Master-Manager 
-Core 装置間のパスが設計さ

れていないか，Core 装置が事

前設計されていない場合に，

動作監視画面の詳細情報に本

メッセージを出力します。対

応方法については，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 
706 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。AXCM-Manager と

AX-Config-Master-Manager が

Core 装置を検出したが，
AX-Config-Master-Manager 
-Core 装置間の経路上にパス
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検出した装置間のパス

が不正です。 
未設計の箇所があり，パスを

通 じ て

AX-Config-Master-Manager か

ら Core 装置まで辿れない場合

に，動作監視画面の詳細情報

に本メッセージを出力しま

す。対応方法については，7.1 
トラブル発生時の対応を参照

してください。 
707 - 装置[装置のロケーショ

ン名]が装置[装置のロケ

ーション名]を検出しま

した。検出された装置の

状態は不明です。 

AX-Config-Master が事前設計

未実施の装置を検出した場合

に，動作監視画面の詳細情報

に本メッセージを出力しま

す。 
708 - 指定の[項目名]は既に存

在するため追加できま

せん。 

AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-Viewとの間

でデータアンマッチが発生し

ている可能性があります。対

応方法については，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 
709 - 存在しない[項目名]の変

更 要 求 で す 。
AX-Config-Master-Manag
er の 管 理 情 報 が 、
AX-Config-Master-View
に正しく反映されてい

ない可能性がありま

す。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後、
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 

AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-Viewとの間

でデータアンマッチが発生し

ている可能性があります。対

応方法については，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 

710 - 存在しない[項目名]の削

除 要 求 で す 。
AX-Config-Master-Manag
er の 管 理 情 報 が 、
AX-Config-Master-View
に正しく反映されてい

ない可能性がありま

す。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後、
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 

AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-Viewとの間

でデータアンマッチが発生し

ている可能性があります。対

応方法については，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 

711 - 存在しない[項目名]の参

照 要 求 で す 。
AX-Config-Master-Manag
er の 管 理 情 報 が 、
AX-Config-Master-View
に正しく反映されてい

ない可能性がありま

AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-Viewとの間

でデータアンマッチが発生し

ている可能性があります。対

応方法については，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 
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す。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後、
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 
712 - パラメタの内容が不正

で す 。
AX-Config-Master-Manag
er の 管 理 情 報 が 、
AX-Config-Master-View
に正しく反映されてい

ない可能性がありま

す。OK ボタンを押下し

て本画面を閉じた後、
AX-Config-Master-View
を終了して、再起動を行

って下さい。 

AX-Config-Master-Manager と

AX-Config-Master-Viewとの間

でデータアンマッチが発生し

ている可能性があります。対

応方法については，7.1 トラブ

ル発生時の対応を参照してく

ださい。 

713 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ [該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

714 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ID チェック

NG：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

715 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（null チェッ

ク NG：[該当情報]）。該

当箇所を修正した後、再

度実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

716 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ロケーショ

ンチェックNG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

717 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（名前チェッ

ク NG：[該当情報]）。該

当箇所を修正した後、再

度実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

718 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（有効値チェ

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不
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ック NG：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

正な定義を検出しました。 

719 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（IPv4 アドレ

スチェックNG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

720 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（IPv4 マスク

チェック NG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

721 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（IPv6 アドレ

スチェックNG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

722 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（MAC アド

レスチェックNG：[該当

情報]）。該当箇所を修正

した後、再度実行してく

ださい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

723 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（物理ポート

チェック NG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

724 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（チャネルグ

ループ設定ポートチェ

ック NG：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

725 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（チャネルグ

ループ種別チェック

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 



 509

NG：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 
726 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（VLAN ID チ

ェック NG ： [ 該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

727 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（プロトコル

チェック NG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

728 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（インターフ

ェースタイプチェック

NG：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

729 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（メディアタ

イプチェックNG：[該当

情報]）。該当箇所を修正

した後、再度実行してく

ださい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

730 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（速度チェッ

ク NG：[該当情報]）。該

当箇所を修正した後、再

度実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

731 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（稼動状態チ

ェック NG ： [ 該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

732 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（Flow ID チ

ェック NG ： [ 該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 
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733 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（スタティッ

ク経路種別チェック

NG：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

734 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（フロー検出

モードチェックNG：[該
当情報]）。該当箇所を修

正した後、再度実行して

ください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

735 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（PoE 電源供

給優先度チェック NG：

[該当情報]）。該当箇所

を修正した後、再度実行

してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

736 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（イーサネッ

トタイプチェック NG：

[該当情報]）。該当箇所

を修正した後、再度実行

してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

737 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（フィルタタ

イプチェックNG：[該当

情報]）。該当箇所を修正

した後、再度実行してく

ださい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

738 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（フィルタ定

義 IPv4 マスクチェック

NG：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

739 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（プロトコル

チェック NG：[該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

740 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ
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出しました（Line 名称チ

ェック NG ： [ 該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

741 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（tos 値チェッ

ク NG：[該当情報]）。該

当箇所を修正した後、再

度実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

742 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（宛先 MAC
アドレスチェック NG：

[該当情報]）。該当箇所

を修正した後、再度実行

してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

743 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（on/off チェ

ック NG：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

744 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（中継種別チ

ェック NG ： [ 該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

745 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（in/out チェ

ック NG：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

746 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（送信元MAC
アドレスチェック NG：

[該当情報]）。該当箇所

を修正した後、再度実行

してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

747 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（送信先MAC
アドレスチェック NG：

[該当情報]）。該当箇所

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 
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を修正した後、再度実行

してください。 
748 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（値が不正な

ためリシーケンスでき

ません：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

749 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（IPv4 アドレ

ス関連チェックNG：[該
当情報]）。該当箇所を修

正した後、再度実行して

ください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

750 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（既に登録さ

れているため追加でき

ません：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

751 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（削除対象が

見つかりません：[該当

情報]）。該当箇所を修正

した後、再度実行してく

ださい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

752 - コンフィグファイル読

み込み中に予期しない

エラーが発生しました

（仮想モードでは実行

できません： [該当情

報]）。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

753 - コンフィグファイル読

み込み中に予期しない

エラーが発生しました

（仮想モードでのみ実

行可能です： [該当情

報]）。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

754 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（非サポート

情報を含む条件は変更

できません： [該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 
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さい。 
755 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（Flow Type
が一致しないため追加

できません： [該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

756 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ポート番号

は TCP，UDP 以外に設定

できません： [該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

757 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ACK フラグ

は TCP 以外に設定でき

ません：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

758 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（SYN フラグ

は TCP 以外に設定でき

ません：[該当情報]）。

該当箇所を修正した

後、再度実行してくださ

い。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

759 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ルート定義

の種別指定が不正のた

め設定できません：[該
当情報]）。該当箇所を修

正した後、再度実行して

ください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

760 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（スタティッ

ク経路の VLAN 指定は

IPv6 リンクローカルア

ドレスのみ設定可能で

す：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

761 - コンフィグファイル読 AX-Config-Master-Manager が
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み込み中にエラーを検

出しました（スタティッ

ク経路の VLAN 指定は

IPv6 リンクローカルア

ドレスでは必須です：

[該当情報]）。該当箇所

を修正した後、再度実行

してください。 

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

762 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（重複する項

目があるため更新に失

敗しました： [該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

763 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（DB の内容

に不正があるため処理

を中止します：[該当情

報]）。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

764 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（ [該当情

報]）。該当箇所を修正し

た後、再度実行してくだ

さい。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

765 - AX-Config-Master-Manag
erでの処理中にエラーが

発生しました（DB 不一

致：[該当情報]）。該当

箇所を修正した後、再度

実行してください。 

AX-Config-Master-Manager が

コンフィグレーションファイ

ルの読み込みを行った際，不

正な定義を検出しました。 

766 - AX-Config-Master-Manag
erでの処理中に予期しな

いエラーが発生しまし

た。 

AX-Config-Master-Manager で

の処理中に，予期しないエラ

ーが発生しました。 

767 - AX-Config-Master-Manag
erでの処理中に予期しな

いエラーが発生しまし

た（DB 障害）。 

AX-Config-Master-Manager で

の処理中に，予期しないエラ

ーが発生しました。 

768 - AX-Config-Master-Manag
erでの処理中に予期しな

いエラーが発生しまし

た（ネットワークモデル

でエラーが発生しまし

た：[該当情報]）。 

AX-Config-Master-Manager で

の処理中に，予期しないエラ

ーが発生しました。 

769 - コンフィグファイル読

み込み中にエラーを検

出しました（指定された

AX-Config-Master-Manager
で，装置の追加要求を受け付

けましたが，指定された MAC



 515

MAC アドレスは既に登

録されています：[該当

情報]）。該当箇所を修正

した後、再度実行してく

ださい。 

アドレスと同一の MAC アド

レスをもつ装置が，既に登録

されている為，要求を処理で

きませんでした。 

770 - ファイル出力に失敗し

ました。ファイルがアク

セス不可の状態になっ

ているか、もしくは、エ

ディタ等の他のアプリ

ケーションによりファ

イルが開かれており、外

部からのアクセスが禁

止された状態になって

いる可能性があります

（ファイル名=[ファイル

名]）。 

ファイル出力に失敗しまし

た。該当ファイルの状態を確

認してください。 

771 - 検出した装置の設定に

失敗しました（失敗理

由）。 

AX-Config-Master が検出した

装置の設定（IP アドレスの設

定や，AX-Config-Master と接

続する物理インタフェースの

設定）に失敗しました。メッ

セージに表示されている失敗

理由を確認し，設計や設定内

容を修正してください。 
772 - ロックの取得に失敗し

たため、検出した装置の

設定に失敗しました。装

置がコンフィグモード

の場合はコンフィグモ

ードを終了し、装置が再

検出されるまでしばら

くお待ちください。 

同上 

773 - 検出した装置の設定に

失敗しました。検出した

装置について以下が原

因の可能性があるため

確認してください。(1)
管理VLANIPv4アドレス

の設計が、装置側に設定

済みの管理VLANIPv4ア
ドレスと一致していな

い。(2)接続ポートのイン

タフェースタイプの設

計が誤っている。 

同上 

774 - 検出した装置の設定に

失敗しました。検出した

装置の接続ポートの設

計内容が、装置側に設定

済みの内容と一致しな

いことが原因の可能性

同上 
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があるため、設計内容お

よび装置のコンフィグ

を確認してください。 
775 - 指定された値が無効な

ため、検出した装置の設

定に失敗しました。検出

した装置に対して設計

した接続ポートのイン

タフェースタイプが装

置側で未サポートの可

能性があるため、設計内

容または装置の仕様を

確認してください。 

同上 

776 - 検出した装置からの応

答待ちタイムアウトが

発生しました。検出した

装置について以下が原

因の可能性があるため

確認してください。(1)
事前に行う装置の設定

（Edge 装置の設定）が正

しく行われていない。(2)
運用コマンドまたはコ

ンフィグレーションコ

マンド実行中の状態で

ある。(3)接続ポートのイ

ンタフェースタイプの

設計が誤っている。(4)
接続ポートの設計内容

が、装置側に設定済みの

内容と一致しない。 

同上 

777 - 検出した装置と接続で

きません。以下が原因の

可能性があるため確認

し て く だ さ い 。

(1)manager.properties フ

ァ イ ル に 定 義 し た
MANAGER_IP_ADDRES
S の値が誤っている。(2)
検出した装置の管理

VLANIPv4 アドレスの設

計が誤っている。(3)フィ

ル タ 等 に よ り

AX-Config-Master と検出

した装置間の通信が切

断している。 

同上 

778 - ユーザ[ユーザ名]がログ

イ ン し た た め 、
AX-Config-Master-Manag
erとの接続を切断しまし

た。OK ボタンを押下し

他 の AX-Config-Master-View
から，強制ログイン（既に

AX-Config-Master-Manager と

接 続 し て い る

AX-Config-Master-Viewを強制
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て本画面を閉じた後
AX-Config-Master-View
を終了してください。 

終了してログイン）が行われ

た た め ，

AX-Config-Master-Manager と

の接続を切断しました。OK ボ

タンを押下して本画面を閉じ

た 後 AX-Config-Master-View
を終了してください。 

779 - AX-Config-Master-Manag
erからの応答待ちタイム

アウトが発生しまし

た。オペレーションを再

度実行してください。 

AX-Config-Master-Manager か

らの応答待ちタイムアウトが

発生しました。オペレーショ

ンを再度実行してください。

780 - ユーザ［ユーザ名］が既

にログインしていま

す。ユーザ［ユーザ名］

の接続を強制的に切断

してログインする場合

には「はい」を、ログイ

ンを中止する場合には

「いいえ」を押下してく

ださい。 

AX-Config-Master-Viewからロ

グ イ ン し た と き ， 既 に

AX-Config-Master-Manager と

接 続 し て い る

AX-Config-Master-Viewが存在

する場合に，本メッセージが

表示されます。 

781 - ユーザ［ユーザ名］の接

続は既に切断され、新た

にユーザ［ユーザ名］が

ログインしている為、ロ

グインに失敗しまし

た。OK ボタンを押下し

てログイン画面に戻

り、再度ログインを実行

してください。 

AX-Config-Master-View から，

強 制 ロ グ イ ン （ 既 に

AX-Config-Master-Manager と

接 続 し て い る

AX-Config-Master-Viewを強制

終了してログイン）を行った

が ， 強 制 終 了 対 象 の

AX-Config-Master-View が，既

に他のユーザによって強制終

了され，他のユーザがログイ

ン済みの場合に，本メッセー

ジが表示されます。 
782 - ファイルの入出力に失

敗しました（[エラーメッ

セージ]）。 

ファイルの入出力に失敗しま

した。[エラーメッセージ]の内

容を確認し,該当ファイルの状

態を確認してください。 
783 - 処理中に予期しないエ

ラーが発生しました。OK
ボタンを押下して本画

面 を 閉 じ た 後 、
AX-Config-Master-View
、
AX-Config-Master-Manag
er を終了して、再起動を

行って下さい。 

AX-Config-Master-Manager 内

での処理中に予期しないエラ

ーが発生しました。 

（凡例） -：該当しません。 
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7.3 ログ操作方法 

動作ログは AX-Config-Master の動作に関する情報をログとして保存します。

AX-Config-Master 内部でエラーや例外が発生した場合に出力レベルを設けて動作ログ

を出力しているので，問題が発生した場合の解析に活用できます。 

7.3.1 ログを出力する 

動作ログは，XML ファイルで，２種類の動作ログが存在します。１つは"Trace_log.xml"

というファイル名で出力し，もう１つは"View_log.xml"というファイル名で出力します。

それぞれの動作ログはプロパティファイル（"Trace_log.xml"に対応するプロパティフ

ァイルは manager.properties，"View_log.xml"に対応するプロパティファイルは

View.properties）を使ってログの出力方法をカスタマイズできます。 

動作ログを出力するには次のプロパティの設定が必要です。 

[manager.properties] 

TRACE_LOG_ONOFF 

TRACE_LOG_ROTATE_SIZE 

TRACE _LOG_KEEP_AMOUNT 

TRACE _LOG_LEVEL 

[View.properties] 

OPERATION_LOG_ONOFF 

OPERATION_LOG_ROTATE_SIZE 

OPERATION_LOG_KEEP_AMOUNT 

OPERATION_LOG_LEVEL 

プロパティの値について詳しくは「2.2.1 AX-Config-Master-Managerの初期設定」，

「2.2.2 AX-Config-Master-Viewの初期設定」を参照してください。 

(1) ログローテーションについて 

プロパティファイルでログローテーションを指定するとログローテーションを行いま

す。ローテーション時には次のフォーマットでリネームします。 

図 7-1 動作ログローテーションファイル名のフォーマット（Trace_log.xml） 

Trace_logYYYYMMDD_nn_log.xml 

注 YYYYMMDD は年月日，nn は 01 から始まる連番です。 
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図 7-2 動作ログローテーションファイル名のフォーマット（View_log.xml） 

View_logYYYYMMDD_nn_log.xml 

注 YYYYMMDD は年月日，nn は 01 から始まる連番です。 

(2) 出力レベルについて 

動作ログはプロパティファイルの TRACE_LOG_LEVEL，OPERATION_LOG_LEVEL

（出力レベル）によって出力する情報を制限しています。出力レベルは目的に合わせ

て変更することをお勧めします。 

表 7-3 動作ログ出力レベルと出力内容（Trace_log.xml） 

項番 レベル 内容 
1 ERROR サービスを継続できないエラー，またはそれ以上の致命

的エラーの場合に出力します 
2 WARNING サービスの継続に問題ない警告ログです。

AX-Config-Master-View で設定した値のエラーのときな

どに出力されます 
3 INFO AX-Config-Master-Manager実行中に経由したメソッド情

報や処理結果情報を出力します 
4 DEBUG AX-Config-Master-Manager のデバッグ情報です 

表 7-4 動作ログ出力レベルと出力内容（View_log.xml） 

項番 レベル 内容 
1 ERROR 画面上に表示されるエラー，またはそれ以上の致命的エ

ラーの場合に出力します 
2 WARNING サービスの継続に問題ない警告ログです 
3 INFO AX-Config-Master-View 上で行われた処理情報を出力し

ます 
4 DEBUG AX-Config-Master-View のデバッグ情報です 

7.3.2 ログを参照する 

動作ログはXMLファイルです。エンコード方式UTF-8に対応したテキストエディタ，

または XML に対応した Web ブラウザを使って参照してください。 

動作ログのログフォーマットの内容について次の表に示します。 

表 7-5 動作ログのフォーマット（Trace_log.xml） 

項番 ログフォーマット 内容 
1 <log> </log> ログ全体を表すルートのタグとな

ります 
2  <identity> </identity> “manager”(固定値です) 
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3 <address> </address> AX-Config-Master-Manager が稼動

しているマシンの IP アドレスで

す。自マシンの IP アドレスとなり

ます 
4 <version> </version> Logger の使用バージョンです 
5 <log-record> </log-record> ログレコードの単位です 
6 <function-block> 

</function-block> 
ログの出力個所を"Class＃メソッ

ド名"で出力しています 
7 <log-type> 

</log-type> 
ログの出力レベルです。ERROR，
WARN，INFO，DEBUG のどれか

が表示されます 
8 

 

<message-id> 
</message-id> 

ログのメッセージ ID です。

AX-Config-Master-Manager では

<return-value>に設定されるログメ

ッセージに対する ID を付けてい

ます 
9 <date></date> ログ出力の日時を出力します。

AX-Config-Master-Manager では次

の形式で出力しています
YYYY/MM/DD mm:hh:ss.uuu 

10 <argument 
index="x"> 
</argument> 

引き数情報です。

AX-Config-Master-Manager では

Exception などエラー情報を設定

しています。 
11 <return-value> 

<return-value> 
戻り値情報です。

AX-Config-Master-Manager ではメ

ッセージ ID に対応するログメッ

セージを設定しています 
12 

  

<additional-info> 
</additional-info> 

追加情報用のタグです。

AX-Config-Master-Manager では使

用していません 

表 7-6 動作ログのフォーマット（View_log.xml） 

項番 ログフォーマット 内容 
1 <log> </log> ログ全体を表すルートのタグとな

ります 
2 <identity> </identity> “View”(固定値です) 
3 <address> </address> AX-Config-Master-View が稼動し

ているマシンの IP アドレスで

す。自マシンの IP アドレスとなり

ます 
4 <version> </version> Logger の使用バージョンです 
5 <log-record> </log-record> ログレコードの単位です 
6 <function-block> 

</function-block> 
ログの出力個所を"Thread-Class＃
メソッド名"で出力しています 

7 <log-type> 
</log-type> 

ログの出力レベルです。ERROR，
WARN，INFO，DEBUG のどれか

が表示されます 
8 

 

 

<message-id> 
</message-id> 

ログのメッセージ ID です。 
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9 <date></date> ログ出力の日時を出力します。次

の形式で出力しています
YYYY/MM/DD mm:hh:ss.uuu 

10 <argument 
index="x"> 
</argument> 

引き数情報です。Exception などエ

ラー情報を設定しています。 

11 <return-value> 
<return-value> 

戻り値情報です。処理内容に応じ

たメッセージを設定しています 
12 

  

<additional-info> 
</additional-info> 

追加情報用のタグです。使用して

いません 
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付録A サードパーティライセンス 

[SNMP] 

************************************************************************

***** 

        Copyright 1988-1996 by Carnegie Mellon University 

                      All Rights Reserved 

  

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 

documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided 

that the above copyright notice appear in all copies and that both that 

copyright notice and this permission notice appear in supporting 

documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or 

publicity pertaining to distribution of the software without specific, 

written prior permission. 

  

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU BE 

LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 

OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 

CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

************************************************************************

***** 

Some of this software has been modified by BBN Corporation and is a derivative 

of software developed by Carnegie Mellon University.  Use of the software 

remains subject to the original conditions set forth above. 

************************************************************************

***** 

Some of this software is Copyright 1989 by TGV, Incorporated but subject to 

the original conditions set forth above. 

************************************************************************

***** 

Some of this software is Copyright (C) 1983,1988 Regents of the University 

of California. All rights reserved. 

  

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
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this notice is preserved and that due credit is given to the University of 

California at Berkeley. The name of the University may not be used to endorse 

or promote products derived from this software without specific prior written 

permission. This software is provided ''as is'' without express or implied 

warranty. 

************************************************************************

***** 

* Primary Author: 

Steve Waldbusser 

  

* Additional Contributors: 

Erik Schoenfelder (schoenfr@ibr.cs.tu-bs.de): additions, fixes and 

enhancements for Linux by 1994/1995. 

David Waitzman: Reorganization in 1996. 

  

Wes Hardaker <hardaker@ece.ucdavis.edu>: Some bug fixes in his UC 

Davis CMU SNMP distribution were adopted by David Waitzman 

  

David Thaler <thalerd@eecs.umich.edu>: Some of the code for making the agent 

embeddable into another application were adopted by David Waitzman 

  

Many more over the years... 

 

[NTP] 

The following copyright notice applies to all files collectively called the 

Network Time Protocol Version 4 Distribution.  Unless specifically declared 

otherwise in an individual file, this notice applies as if the text was 

explicitly included in the file. 

  

Copyright (C) David L. Mills 1992-2003 Permission to use, copy, modify, and 

distribute this software and its documentation for any purpose and without 

fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in 

all copies and that both the copyright notice and this permission notice 

appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware 

not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 

software without specific, written prior permission.  The University of 

Delaware makes no representations about the suitability this software for 
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any purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty. 

 

[PIM sparse-mode pimd] 

/* 

 * Copyright (c) 1998-2001 

 * The University of Southern California/Information Sciences Institute. 

 * All rights reserved. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

 *    documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 

 *    may be used to endorse or promote products derived from this software 

 *    without specific prior written permission. 

 * 

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ̀ `AS IS'' AND 

 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL 

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

 * SUCH DAMAGE. 

 */ 

/* 

 * Part of this program has been derived from mrouted. 

 * The mrouted program is covered by the license in the accompanying file 

 * named "LICENSE.mrouted". 
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 * 

 * The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of 

 * Leland Stanford Junior University. 

 * 

 */ 

 

[pim6dd] 

/* 

 * Copyright (C) 1998 WIDE Project. 

 * All rights reserved. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

 *    documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 

 *    may be used to endorse or promote products derived from this software 

 *    without specific prior written permission. 

 * 

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ̀ `AS IS'' AND 

 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL 

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

 * SUCH DAMAGE. 

 */ 
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[pim6sd] 

/* 

 * Copyright (C) 1999 LSIIT Laboratory. 

 * All rights reserved. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

 *    documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 

 *    may be used to endorse or promote products derived from this software 

 *    without specific prior written permission. 

 * 

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ̀ `AS IS'' AND 

 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL 

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

 * SUCH DAMAGE. 

 */ 

/* 

 *  Questions concerning this software should be directed to 

 *  Mickael Hoerdt (hoerdt@clarinet.u-strasbg.fr) LSIIT Strasbourg.  

 * 

 */ 

/* 

 * This program has been derived from pim6dd. 
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 * The pim6dd program is covered by the license in the accompanying file 

 * named "LICENSE.pim6dd". 

 */ 

/* 

 * This program has been derived from pimd. 

 * The pimd program is covered by the license in the accompanying file 

 * named "LICENSE.pimd". 

 * 

 */ 

 

[RADIUS] 

Copyright 1992 Livingston Enterprises， Inc. 

Livingston Enterprises， Inc. 6920 Koll Center Parkway Pleasanton， CA  94566 

  

Permission to use， copy， modify， and distribute this software for any 

purpose and without fee is hereby granted， provided that this copyright 

and permission notice appear on all copies and supporting documentation， 

the name of Livingston Enterprises， Inc. not be used in advertising or 

publicity pertaining to distribution of the program without specific 

prior permission， and notice be given in supporting documentation that 

copying and distribution is by permission of Livingston Enterprises， Inc. 

 

Livingston Enterprises， Inc. makes no representations about the suitability 

of this software for any purpose.  It is provided "as is" without express 

or implied warranty. 

 

[totd] 

WIDE 

Copyright (C) 1998 WIDE Project.  All rights reserved. 

  

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
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and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgement: 

   This product includes software developed by WIDE Project and and its 

contributors. 

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may 

be used to endorse or promote products derived from this software without 

specific prior written permission. 

  

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

University of Tromso 

Copyright (C) 1999,2000,2001,2002 University of Tromso, Norway. All rights 

reserved. 

  

Author: Feike W. Dillema, The Pasta Lab, Institutt for Informatikk University 

of Tromso, Norway 

  

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its 

documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and 

this permission notice appear in all copies of the software, derivative works 

or modified versions, and any portions thereof, and that both notices appear 

in supporting documentation. 

THE UNIVERSITY OF TROMSO ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" 

CONDITION. THE UNIVERSITY OF TROMSO DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR 

ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE. 

The author requests users of this software to send back any improvements or 

extensions that they make and grant him and/or the University the rights to 

redistribute these changes without restrictions. 
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Invenia Innovation A.S. 

Copyright (C) Invenia Innovation A.S., Norway. All rights reserved. 

  

Author: Feike W. Dillema, Invenia Innovation A.S., Norway. 

  

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its 

documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and 

this permission notice appear in all copies of the software, derivative works 

or modified versions, and any portions thereof, and that both notices appear 

in supporting documentation. 

INVENIA INNOVATION A.S. ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" 

CONDITION. INVENIA INNOVATION A.S. DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR 

ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE. 

The author requests users of this software to send back any improvements or 

extensions that they make and grant him and/or the Invenia Innovation the 

rights to redistribute these changes without restrictions. 

Todd C. Miller 

Copyright (C) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights 

reserved. 

  

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission. 

  

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 

WARRANTIES,INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO 

EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
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WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

[libtacplus] 

Copyright (C) 1998, 2001, 2002, Juniper Networks, Inc. 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

[tftp] 

Copyright (C) 1983, 1993 

The Regents of the University of California.  All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
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this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgement: 

This product includes software developed by the University of California, 

Berkeley and its contributors. 

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may 

be used to endorse or promote products derived from this software without 

specific prior written permission. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

[libfetch] 

zu10f010.tif 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in this position and 

unchanged. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 



 533

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO 

EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

[IPv6 DHCP] 

Copyright (C) 1998-2004 WIDE Project. 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

   notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

   documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 

   may be used to endorse or promote products derived from this software 

   without specific prior written permission. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND 

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGE. 
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[Apache] 

Apache HTTP Server および Apache Axis には次のライセンスが適用されます。 

 

 

                                  Apache License 

                           Version 2.0, January 2004 

                        http://www.apache.org/licenses/ 

 

   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

 

   1. Definitions. 

 

      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 

      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 

 

      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 

      the copyright owner that is granting the License. 

 

      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 

      other entities that control, are controlled by, or are under common 

      control with that entity. For the purposes of this definition, 

      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 

      direction or management of such entity, whether by contract or 

      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 

      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

 

      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 

      exercising permissions granted by this License. 

 

      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 

      including but not limited to software source code, documentation 

      source, and configuration files. 

 

      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 

      transformation or translation of a Source form, including but 

      not limited to compiled object code, generated documentation, 

      and conversions to other media types. 

http://www.apache.org/licenses/�
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      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 

      Object form, made available under the License, as indicated by a 

      copyright notice that is included in or attached to the work 

      (an example is provided in the Appendix below). 

 

      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 

      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 

      editorial revisions, annotations, elaborations, or other 

modifications 

      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 

      of this License, Derivative Works shall not include works that remain 

      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 

      the Work and Derivative Works thereof. 

 

      "Contribution" shall mean any work of authorship, including 

      the original version of the Work and any modifications or additions 

      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 

      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 

      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 

      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 

      means any form of electronic, verbal, or written communication sent 

      to the Licensor or its representatives, including but not limited to 

      communication on electronic mailing lists, source code control 

systems, 

      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 

      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 

      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 

      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

 

      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 

      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 

      subsequently incorporated within the Work. 

 

   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 

      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
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      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 

      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 

      Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

 

   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 

      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

      (except as stated in this section) patent license to make, have made, 

      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 

      where such license applies only to those patent claims licensable 

      by such Contributor that are necessarily infringed by their 

      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 

      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 

      institute patent litigation against any entity (including a 

      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 

      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 

      or contributory patent infringement, then any patent licenses 

      granted to You under this License for that Work shall terminate 

      as of the date such litigation is filed. 

 

   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 

      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 

      modifications, and in Source or Object form, provided that You 

      meet the following conditions: 

 

      (a) You must give any other recipients of the Work or 

          Derivative Works a copy of this License; and 

 

      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 

          stating that You changed the files; and 

 

      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 

          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 

          attribution notices from the Source form of the Work, 

          excluding those notices that do not pertain to any part of 

          the Derivative Works; and 
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      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 

          distribution, then any Derivative Works that You distribute must 

          include a readable copy of the attribution notices contained 

          within such NOTICE file, excluding those notices that do not 

          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 

          of the following places: within a NOTICE text file distributed 

          as part of the Derivative Works; within the Source form or 

          documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 

          within a display generated by the Derivative Works, if and 

          wherever such third-party notices normally appear. The contents 

          of the NOTICE file are for informational purposes only and 

          do not modify the License. You may add Your own attribution 

          notices within Derivative Works that You distribute, alongside 

          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 

          that such additional attribution notices cannot be construed 

          as modifying the License. 

 

      You may add Your own copyright statement to Your modifications and 

      may provide additional or different license terms and conditions 

      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 

      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 

      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 

      the conditions stated in this License. 

 

   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 

      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 

      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 

      this License, without any additional terms or conditions. 

      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 

      the terms of any separate license agreement you may have executed 

      with Licensor regarding such Contributions. 

 

   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 

      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 

      except as required for reasonable and customary use in describing the 

      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 
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   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 

      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 

      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 

      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

      implied, including, without limitation, any warranties or conditions 

      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 

      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 

      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 

      risks associated with Your exercise of permissions under this License. 

 

   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 

      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 

      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 

      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 

      liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 

      incidental, or consequential damages of any character arising as a 

      result of this License or out of the use or inability to use the 

      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 

      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 

      other commercial damages or losses), even if such Contributor 

      has been advised of the possibility of such damages. 

 

   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 

      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 

      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 

      or other liability obligations and/or rights consistent with this 

      License. However, in accepting such obligations, You may act only 

      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 

      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 

      defend, and hold each Contributor harmless for any liability 

      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 

      of your accepting any such warranty or additional liability. 

 

[mod_ssl] 

mod_ssl には次のライセンスが適用されます。 
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  Copyright (c) 1998-2005 Ralf S. Engelschall. All rights reserved. 

  

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

  modification, are permitted provided that the following conditions 

  are met: 

  

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

     notice, this list of conditions and the following disclaimer.  

  

  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

     notice, this list of conditions and the following 

     disclaimer in the documentation and/or other materials 

     provided with the distribution. 

  

  3. All advertising materials mentioning features or use of this 

     software must display the following acknowledgment: 

     "This product includes software developed by  

      Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the 

      mod_ssl project (http://www.modssl.org/)." 

  

  4. The names "mod_ssl" must not be used to endorse or promote 

     products derived from this software without prior written 

     permission. For written permission, please contact 

     rse@engelschall.com. 

  

  5. Products derived from this software may not be called "mod_ssl" 

     nor may "mod_ssl" appear in their names without prior 

     written permission of Ralf S. Engelschall. 

  

  6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

     acknowledgment: 

     "This product includes software developed by  

      Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the 

      mod_ssl project (http://www.modssl.org/)." 

  

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY RALF S. ENGELSCHALL ``AS IS'' AND ANY 

  EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

http://www.modssl.org/�
http://www.modssl.org/�
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  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

  PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL RALF S. ENGELSCHALL OR 

  HIS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 

  NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

  LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

  HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 

  OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

[OpenSSL] 

OpenSSL には次のライセンスが適用されます。 

 

  OpenSSL License 

  --------------- 

 

 /* ==================================================================== 

 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 * 

 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 * 

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in 

 *    the documentation and/or other materials provided with the 

 *    distribution. 

 * 

 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this 

 *    software must display the following acknowledgment: 

 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project 

 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 

 * 

http://www.openssl.org/�
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 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 

 *    endorse or promote products derived from this software without 

 *    prior written permission. For written permission, please contact 

 *    openssl-core@openssl.org. 

 * 

 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" 

 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written 

 *    permission of the OpenSSL Project. 

 * 

 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

 *    acknowledgment: 

 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project 

 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

 * 

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY 

 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR 

 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 

 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 

 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 * ==================================================================== 

 * 

 * This product includes cryptographic software written by Eric Young 

 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim 

 * Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

 * 

 */ 

 

SSLeay には次のライセンスが適用されます。 

 

  Original SSLeay License 

http://www.openssl.org/�
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  ----------------------- 

 

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

 * All rights reserved. 

 * 

 * This package is an SSL implementation written 

 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

 * 

 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as 

 * the following conditions are aheared to.  The following conditions 

 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, 

 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation 

 * included with this distribution is covered by the same copyright terms 

 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

 * 

 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in 

 * the code are not to be removed. 

 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution 

 * as the author of the parts of the library used. 

 * This can be in the form of a textual message at program startup or 

 * in documentation (online or textual) provided with the package. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

 *    documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software 

 *    must display the following acknowledgement: 

 *    "This product includes cryptographic software written by 

 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library 

 *    being used are not cryptographic related :-). 
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 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 

 *    the apps directory (application code) you must include an 

acknowledgement: 

 *    "This product includes software written by Tim Hudson 

(tjh@cryptsoft.com)" 

 * 

 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND 

 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL 

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

 * SUCH DAMAGE. 

 * 

 * The licence and distribution terms for any publically available version 

or 

 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply 

be 

 * copied and put under another distribution licence 

 * [including the GNU Public Licence.] 

 */ 
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付録B 用語解説 

AX-ON-API (Open Networking - Application Program Interface) 

OAN コンセプトを支える基盤技術です。 

CLI (Command Line Interface) 

コマンドを入力して実行するユーザインタフェースです。 

LACP (Link Aggregation Control Protocol) 

論理チャネルを動的に組み上げるためのプロトコルです。 

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 

隣接する装置情報を収集するプロトコルです。 

NETCONF 

IETF で標準化作業が行われている，XML(eXtensible Markup Language)で記述された管

理情報によるネットワーク管理プロトコルです。RFC4741，RFC4742，RFC4743，

RFC4744，RFC5277，RFC5381 として標準化されています。 

OAN (Open Autonomic Networking) 

IT システムとの連携およびネットワーク運用・管理の自動化による運用効率向上や

TCO 削減，ビジネスパートナーとの連携による新たな価値の創生を目指した，オープ

ン・オートノミック・ネットワーキングです。 

SSL (Secure Socket Layer) 

インターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルです。 

VLAN (Virtual LAN) 

仮想 LAN（仮想構内情報通信網）。次に VLAN 方式を示します。 

プロトコル VLAN 

プロトコル(IPv4／IPv6／IPX／AppleTalk)別に VLAN を作る方式です。 

MAC VLAN 

パソコンなどに内蔵されているEthernetボードのMACアドレスを基本にしてVLAN

グループを作る方式です。 

タグ VLAN 

一つの物理セグメント上で，論理的に複数の VLAN データを作る方式です。 

ポート VLAN 

複数の物理ポートをまとめて論理的に同じ VLAN として扱う方式です。 
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XML (Extensible Markup Language) 

文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアップ言語の一つです。 

管理 VLAN 

ネットワーク機器の管理／制御を行うために，ユーザ用のＶＬＡＮとは切り離した専

用の VLAN です。 

構成設定 

ネットワークを構築するために各機器で行う設定です。ネットワーク全体が矛盾無く

動作するために，各機器間で整合性を取る必要があります。 

チャネルグループ 

複数の物理的なリンクを仮想的な 1 本のリンクとして扱う技術です。IEEE 802.3a とし

て標準化されています。 

トポロジ 

コンピュータネットワークの接続形態です。各端末や制御機器がどのような形態で接

続されるかを示します。 

ループバックアドレス 

ネットワーク機器などのループバックインタフェースに割り当てられた自分自身を示

す IP アドレスです。 
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付録C 画面項目の入力仕様 

AX-Config-Master で使用する画面項目の入力仕様について説明します。 

表 C-1 設定項目の入力可否と装置状態の関係 

設定項目 事前設

計可 

稼動

中 

コンフィ

グ変更

（CLI 未

投入） 

コンフィ

グ変更

（CLI 投

入） 

不明 障害 AXCM

未対応

物理ポート追加 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

物理ポート編集 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

物理ポート削除 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

チャネルグループ追加 ○ ○ ○ × × × ○ 

チャネルグ

ループ番号

変更 

○ × × × ○ ○ ○ チャネルグ

ループ編集 

ポートの追

加/削除 

○ ○ ○ × × × ○ 

チャネルグループ削除

  

○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

物理ポート→チャネルグル

ープへの変更 

× ○ ○ × × × × 

L3 中継 VLAN 追加 ○ ○ ○ × × × ○ 

L3 中継 VLAN 編集 ○ ○ ○ × × × ○ 

L3 中継 VLAN 削除 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

装置 VLAN 追加 ○ ○ ○ × × × ○ 

装置 VLAN 編集 ○ ○ ○ × × × ○ 

装置 VLAN 削除 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

名前 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

ロケーショ

ン 

○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

AXCM 対応 ○ × × × × × × 

シンボル種

別 

× × × × × × × 

MAC アドレ

ス 

○ × × × ○ ○ ○ 

装置 

装置編集 

IPv4 アドレ

ス 

○ ○ ○ × ○ × ○ 
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IPv6 アドレ

ス 

○ ○ ○ × ○ × ○ 

管理
VLANIPv4
アドレス 

× × × × ○ × ○ 

管理
VLANIPv4
マスク 

× × × × ○ × ○ 

コンフィグ

同期モード 

○ ○ × × ○ ○ × 

フロー検出

モード 

× × × × × × × 

装置削除 ○ × × × ○ ○ ○ 

コンフィグレーション反映 

(LocalConfig→
ManagerConfig) 

○ × × × × × × 

コンフィグレーション反映 

(StartupConfig→
ManagerConfig) 

○ ○ ○ ○ × × × 

コンフィグレーションコピ

ー＆同期 

○ ○ ○ ○ × × × 

コンフィグレーション反映 

(LocalConfig→
ManagerConfig および
RunningConfig) 

○ ○ ○ ○ × × × 

パス追加 パス追加操作と装置状態の関係を参照 

パス編集 パス編集操作と装置状態の関係を参照 

パス削除 パス削除操作と装置状態の関係を参照 

VLAN 追加 VLAN追加操作と装置状態の関係を参照 

VLAN 削除 VLAN削除操作と装置状態の関係を参照 

アクセスパス群追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

アクセスパス群編集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

パス 

アクセスパス群削除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

アクセスリスト追加 ○ ○ ○ × × × × 

アクセスリスト編集

（remark の変更） 

○ ○ ○ × × × × 

フィルタ 

アクセスリストのシーケン

ス番号再設定 

○ ○ ○ × × × × 
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アクセスリスト削除 ○ ○ ○ × × × × 

フロー検出条件の追加 ○ ○ ○ × × × × 

フロー検出条件の編集 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

フロー検出条件の削除 ○ ○ ○ × × × × 

アクセスリストを指定装置

のインタフェースに追加

(ドラッグ＆ドロップ) 

○ ○ ○ × × × × 

フロー検出条件を追加する

アクセスリストに追加(ド
ラッグ＆ドロップ) 

○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

ルート定義の追加 ○ ○ ○ × × × × 

ルート定義の編集 ○ ○ ○ × × × × 

ルート 

ルート定義の削除 ○ ○ ○ × × × × 

凡例   ○：入力・選択可，  ×：入力・選択不可 

 

表 C-2 パス追加操作と装置状態の関係 

    親側装置 

子側装置 

事前設

計可 

稼動中 コンフィ

グ変更

（CLI 未

投入） 

コンフィ

グ変更

（CLI 投

入） 

不明 障害中 AXCM 未

対応 

事前設計可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

稼動中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

コンフィグ変更

（CLI 未投入） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

コンフィグ変更

（CLI 投入） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

不明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

障害中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AXCM 未対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

      凡例   ○：入力・選択可，  ×：入力・選択不可 

 

表 C-3 パス編集操作と装置状態の関係 

    親側装置 

 

事前設

計可 

稼動中 コンフィ

グ変更

（CLI 未

コンフィ

グ変更

（CLI 投

不明 障害中 AXCM 未

対応 
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子側装置 投入） 入） 

事前設計可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

稼動中 × × × × × × × 

コンフィグ変更

（CLI 未投入） 

× × × × × × × 

コンフィグ変更

（CLI 投入） 

× × × × × × × 

不明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

障害中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AXCM 未対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

      凡例   ○：入力・選択可，  ×：入力・選択不可 

 

表 C-4 パス削除操作と装置状態の関係 

    親側装置 

子側装置 

事前設

計可 

稼動中 コンフィ

グ変更

（CLI 未

投入） 

コンフィ

グ変更

（CLI 投

入） 

不明 障害中 AXCM 未

対応 

事前設計可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

稼動中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

コンフィグ変更

（CLI 未投入） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

コンフィグ変更

（CLI 投入） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

不明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

障害中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AXCM 未対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

      凡例   ○：入力・選択可，  ×：入力・選択不可 

 

表 C-5 VLAN 追加操作と装置状態の関係 

    親側装置 

 

子側装置 

事前設

計可 

稼動中 コンフィ

グ変更

（CLI 未

投入） 

コンフィ

グ変更

（CLI 投

入） 

不明 障害中 AXCM 未

対応 

事前設計可 ○ ○ ○ × × × ○ 
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稼動中 ○ ○ ○ × × × ○ 

コンフィグ変更

（CLI 未投入） 

○ ○ ○ × × × ○ 

コンフィグ変更

（CLI 投入） 

× × × × × × × 

不明 ○ ○ ○ × × × ○ 

障害中 × × × × × × × 

AXCM 未対応 ○ ○ ○ × × × ○ 

      凡例   ○：入力・選択可，  ×：入力・選択不可 

 

 

表 C-6 VLAN 削除操作と装置状態の関係 

    親側装置 

子側装置 

事前設

計可 

稼動中 コンフィ

グ変更

（CLI 未

投入） 

コンフィ

グ変更

（CLI 投

入） 

不明 障害中 AXCM 未

対応 

事前設計可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

稼動中 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

コンフィグ変更

（CLI 未投入） 

○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

コンフィグ変更

（CLI 投入） 

× × × × × × × 

不明 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

障害中 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

AXCM 未対応 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

      凡例   ○：入力・選択可，  ×：入力・選択不可 
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