スイッチのリンク層（LLDP）ネイバ情報を
Discovery Protocol（CDP）管理して下さい
目標
リンク層 Discovery Protocol（CDP） （LLDP）メディア エンドポイント探索（MED）は音
声のようなアプリケーションのためにネットワークのアドバタイズメントを有効に するた
めにメディア エンドポイント デバイスをのようなサポートするように追加機能をポリシン
グを行ないますかビデオ、デバイス 位置 ディスカバリおよびトラブルシューティング情報
提供します。 LLDP および Cisco Discovery Protocol（CDP）は両方とも同じようなプロト
コルであり、違いは LLDP がベンダー相互運用性を確保し、CDP が Cisco 所有物であるこ
とです。 LLDP は Cisco 所有物である Cisco 所有物およびデバイスではないデバイスの間
で機能することをユーザーのニーズ シナリオで使用することができます。
LLDP プロトコルはトラブルシューティングを行うのにネットワーク管理者に役立ちます。
スイッチはポートの電流 LLDP ステータスについてのすべての情報を与えます。 ネットワ
ーク管理者はネットワーク内の接続に関する問題を解決するのにこの情報を使用できます。
注: 知るためにスイッチの LLDP プロパティを設定する方法を手順のためにここをクリック
して下さい。
隣接デバイスから届いた LLDP ネイバ情報 ページは情報が含まれています。 （LLDP 配電
ユニット（PDU）がネイバーからから届かなかった TLV 隣接存続可能時間届く値に基づい
て）タイムアウトの後で、情報は削除されます。
この技術情報は方法で手順をスイッチの LLDP ネイバ情報 表を管理する提供します。

適当なデバイス
●

●

●

●

●

●

Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ

[Software Version]
●

●

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

LLDP ネイバ情報を管理して下さい
LLDP ネイバ情報を管理して下さい
ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティにアクセスしそして > 検出する– LLDP >
LLDP ネイバ情報 『管理』 を選択 して下さい。

注: 利用可能 な メニューオプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、SG350X-48MP は使用されます。
ステップ 2. （オプションの）チェック LLDP ネイバー テーブルで示されたいと思うローカ
ルポートをフィルタリングするフィルタ チェックボックス。

ステップ 3. （オプションの）はローカルポート ドロップダウン リストからインターフェイ
スを選択します。

注: この例では、ユニット 1 のポート XG1 は選択されます。

ステップ 4. （オプションの）は『Go』 をクリック します。

ステップ 5. （オプションの）はフィルターの設定をクリアするためにフィルタを『
CLEAR』 をクリック します。

ステップ 6. （オプションの）は LLDP ネイバー テーブルをリフレッシュするために『
Refresh』 をクリック します。

ステップ 7. （オプションの）は LLDP ポートステータス 表を表示するために LLDP ポート
ステータス 表 ボタンをクリックします。 詳細をこの機能について学ぶために、手順のため
にここをクリックして下さい。

今 LLDP ネイバ情報 表を管理する必要があります。

削除 LLDP ネイバ情報

ステップ 1： 削除したいと思うポートの隣でチェックボックスをチェックして下さい。

注: この例では、ユニット 1 のポート XG1 は選択されます。
ステップ 2. （オプションの）は LLDP ネイバー テーブルから『Port』 を選択 される削除
するために『Delete』 をクリック します。

ステップ 3. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定に保存するために『SAVE』 をクリック します。

LLDP ネイバー テーブルから今ポートを削除する必要があります。

LLDP ネイバ情報を表示して下さい
ステップ 1： 表示したいと思うポートの隣でチェックボックスをチェックして下さい。

注: この例では、ユニット 1 のポート XG1 は選択されます。
ステップ 2. LLDP ネイバ情報を表示するために『Details』 をクリック して下さい。

ポートの詳細
次の情報は表示する:

●

●

ローカルポート—ポート番号。
MSAP エントリ—デバイス メディア サービス アクセス ポイント（MSAP） Entry
Number。

基本的な詳細
次の情報は表示する:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

シャーシ ID サブタイプ—シャーシ ID の型（たとえば、MAC アドレス。）
802 ローカル エリア ネットワーク （LAN） 隣接デバイス シャーシのシャーシ id — 識
別子。 シャーシ ID サブタイプがメディア アクセス制御（MAC） アドレスである一方
、デバイスの MAC アドレスは現われます。
ポート ID サブタイプ—示されているポート識別子の型。
ポート ID —ポートの識別子。
ポートについてのポート description — 情報、製造業者を含んで、製品名およびハード
ウェアまたはソフトウェア バージョン。
システム 名—デバイスの名前。
システム 記述—デバイスの説明（英数字形式で）。 これにはデバイスによってサポー
トされるハードウェア、オペレーティング システムおよびネットワーキング ソフトウ
ェアのシステム 名およびバージョンが含まれています。 値は sysDescr オブジェクト
に匹敵します。
サポートされたシステム ケイパビリティ—デバイスの主たる機能。 機能は 2 オクテッ
トにつき示されます。 ビット 0 〜 7 は他、リピータ、ブリッジ、Wireless LAN
（WLAN） Access Point （AP）、ルータ、電話、Data Over Cable Service Interface
Specification （DOCSIS） ケーブル デバイスおよびステーションを、それぞれ示しま
す。 ビット 8 〜 15 は予約済みです。
対応システム capabilities — プライマリはデバイスの機能か機能を有効に しました。

管理用アドレス
次の情報は表示する:

●

アドレス サブタイプ—管理アドレス フィールドにリストされているタイプの管理IPア

●

●

●

ドレス（たとえば、IPv4）。
address — 管理 使用のために最も適切な戻りアドレス。
インターフェイス サブタイプ—インターフェイス番号を定義するために使用される方
式に番号を付けます。
インターフェイス番号—この管理アドレスと関連付けられる特定のインターフェイス。

MAC/PHY 詳細
次の情報は表示する:

●

●

●

●

サポートされるオート ネゴシエーション—ポート速度 オート ネゴシエーション サポー
ト ステータス。 有効値は本当および偽です。
オート ネゴシエーション 使用可能なポート速度オート ネゴシエーション 活動状況。
有効値は本当および偽です。
オート ネゴシエーションはポート速度 オート ネゴシエーション機能を capabilities
—アドバタイズしました; たとえば、1000BASE-T 半二重モード、100BASE-TX フルデ
ュプレクスモード。
操作上 MAU type —メディア・アタッチメント・ユニット（MAU）タイプ。 MAU はネ
ットワークにイーサネットインターフェイスの衝突検出およびビット インジェクトか
らのデジタルデータ 変換を含む物理層 機能を、行います; たとえば、100BASE-TX フ
ルデュプレクスモード。

802.3 MDI による電源
次の情報は表示する:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

MDI 電力サポート ポートは class —電力サポート ポート クラスをアドバタイズしまし
た。
PSE MDI 電源サポート—最大デマンド インジケータ（MDI）電源がポートでサポート
されれば示します。
州 PSE MDI 電源は MDI 電源がポートで有効に なる場合示します。
PSE 電源ペアは制御します能力—電源ペア制御がポートでサポートされれば示します
。
PSE 電源ペア—ポートでサポートされる電源ペア制御 タイプ。
PSE パワークラス—ポートのアドバタイズされたパワークラス。
ポートに接続されるタイプのポッド デバイスに type —動力を与えて下さい。
入力電源—ポート 入力電源。
電力 priority — ポート電力優先順位。
PD によって要求される電源値—ポッド デバイスによって要求される電力量。
PSE によって割り当てられる電源値—入力電源 機器（PSE）によって割り当てられる
電源ディストリビューター（PD）への電力量。

MDI による 4線式電源
注: このエリアは Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチだけで利用で
きます。
次の情報は表示する:

●

●

●

●

サポートされる 4 ペア PoE —システムおよびポート サポートを示しま 4 ペア ネット
ワークを有効に します。 これはこのハードウェア能力がある特定のポートのためにだ
け本当です。
検出予備ペアは/分類 required — 4 ペア ワイヤーが必要であることを示します。
PD はペアを望みました州を示します 4 ペア能力を有効に するように要求するポッド
デバイスを倹約します。
PD は 4 ペア能力がイネーブルまたはディセーブルである場合ペア操作上州を示します
倹約します。

802.3 詳細
次の情報は表示する:

●

802.3 最大フレームサイズ—アドバタイズ された 最高値のポートでサポートされるフ
レームサイズ。

802.3 リンク 集約
次の情報は表示する:

●

●

●

集約機能—ポートが集約することができれば示します。
集約は status — ポートが現在集約される場合示します。
集約 ポート ID —アドバタイズされた集約されたポート ID。

802.3 エネルギー効率が良いイーサネット（EEE）
次の情報は表示する:

●

●

●

●

リモート Tx —低レベル アイドル状態（LPI）モードを離れた後データを送信し始める
前に送信リンク相手が待っている時間を示します（マイクロ秒で）。
リモート Rx —送信リンク相手は LPI モードの後でデータの伝達の前に待っているよう
に受信リンク相手要求する時間を示します（マイクロ秒で）。
Tx ローカル エコー—リモートリンク パートナーの Tx 値のあるローカル リンク相手の
リフレクションを示します。
Rx ローカル エコー—リモートリンク パートナーの Rx 値ののローカル リンク相手のリ
フレクションを示します。

MED 詳細
次の情報は表示する:

●

●

●

●

●

サポートされる機能—ポートでサポートされる MED 機能。
ポートで有効に なる 現在の capabilities — MED 機能。
デバイス クラス— LLDP-MED エンドポイント デバイス クラス。 可能性のある デバイ
ス クラスは次のとおりです:
エンドポイント クラス 1 —一般的 な エンドポイント クラス、提供基本的な LLDP サ
ービス。
エンドポイント クラス 2 —メディア エンドポイント クラス、提供メディア ストリー
ミング機能、またすべてのクラス 1 機能。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

エンドポイント クラス 3 —通信デバイス クラス、位置、911、レイヤ2 デバイスサポー
トおよびデバイス情報 マネージメント能力とすべてのクラス 1 およびクラス 2 機能を
提供します。
PoE デバイスの種類—ポート Power over Ethernet （PoE）タイプ; たとえば、PD か
PSE。
PoE 入力電源—ポート 入力電源。
PoE 電力 priority — ポート電力優先順位。
PoE 電源値—ポート電源値。
ハードウェアリビジョン—ハードウェアバージョン。
ファームウェアリビジョン—ファームウェアのバージョン。
ソフトウェアリビジョン—ソフトウェア バージョン。
シリアル番号—デバイス シリアル番号。
製造業者 name — デバイス 製造業者名前。
モデル name — デバイス モデル名前。
資産 id —資産 ID。

802.1 VLAN およびプロトコル
次の情報は表示する:

●

PVID — アドバタイズされたポート Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル
LAN） ID。

PPVIDs
次の情報は表示する:

●

●

●

VID — プロトコル VLAN ID。
サポートされる—サポートされたポート および プロトコル VLAN ID。
enabled — 使用可能なポートおよびプロトコル VLAN ID。

VLAN ID
次の情報は表示する:

●

●

VID — ポート および プロトコル VLAN ID。
VLAN は name — VLAN 名前をアドバタイズしました。

プロトコルID
次の情報は表示する:

●

プロトコルID —アドバタイズされたプロトコルID。

ローカルな情報
次の情報は表示する:

●

●

●

●

市民—市民または住所。
調整します—ロケーション マップは—緯度、経度および高度を調整します。
ECS ELIN —デバイスの非常呼出サービス（ECS）緊急事態の発生場所 識別番号
（ELIN）。
未知—未知ローカルな情報。

ネットワーク ポリシー
次の情報は表示する:

●

●

●

●

●

アプリケ− ションタイプ—ネットワーク ポリシー アプリケ− ションタイプ（たとえば
、音声）。
ネットワーク ポリシーが定義される VLAN id — VLAN ID。
ネットワーク ポリシーが定義される VLAN type — VLAN タイプ、タグ付けされたかタ
グが付いていない。
ユーザ優先順位—ネットワーク ポリシー ユーザ優先順位。
dscp — ネットワーク ポリシー Differentiated Services Code Point （DSCP）。

ステップ 3. （オプションの）は LLDP ネイバ情報 ページに戻るためにネイバー テーブル
ボタンをクリックします。

今スイッチのポートのネイバ情報を表示する必要があります。

