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スイッチの UDLD 設定を設定して下さい 
目標
 
単方向リンク検出（UDLD）はレイヤ2 プロトコルです単方向リンクを検出するために光ファイバ
かツイストペア イーサネット ケーブルを通して接続されるデバイスを有効に する。 単方向リン
クによっては近隣デバイスからのトラフィックがローカル デバイスによって受信されるが、ロー
カル デバイスからのトラフィックは相手によって受信されません時はいつでもが発生します。
 
UDLD の目的は相手がローカル デバイス（単方向リンク）からトラフィックを受信しないし、そ
れらのポートをシャットダウンするポートを検出することです。 すべての接続装置は正常に単方
向リンクを検出するためにプロトコルのための UDLD をサポートする必要があります。 ローカル
デバイスだけ UDLD をサポートする場合、デバイスがリンクのステータスを検出することは可能
性のあるではないです。 この場合、リンクのステータスは未定に設定 されます。 ユーザは未定
状態のポートがシャットダウンされるか、またはただ通知を誘発するかどうか設定できます。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの UDLD 設定を行う提供します。
  
適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.5.63
  

設定 UDLD 設定
 
設定 UDLD グローバル設定
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップダウン リストから『
Advanced』 を選択 し。
 

 
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、SG550XG-8F8T は使用されます。
 
ステップ 2.管理 > UDLD > UDLD グローバル設定を『Port』 を選択 して下さい。
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ステップ 3 メッセージ時間フィールドでは、UDLD メッセージの送信間の間隔を入力して下さい
。 このフィールドはファイバおよび銅線用ポート両方のために関連しています。 デフォルト値は
15秒です。
 

 
ステップ 4.ファイバ ポート UDLD デフォルトステートのための次のいずれかのオプションを選
択して下さい:
 

無効— UDLD はデバイスのすべてのポートで無効に なります。 このオプションはデフォル
トで選択されます。
標準—スイッチはリンクが単方向である場合インターフェイスをシャットダウンしました。
リンクが未定である場合、通知は発行されます。
積極的—スイッチはリンクが単方向である場合インターフェイスをシャットダウンしました
。 リンクが双方向である場合、スイッチは UDLD情報時以降にシャットダウンしました。 ポ
ート状態は未定としてマークされます。
 

注: このエリアはファイバ ポートのためだけに関連しています。 銅線用ポートの UDLD 状態は
Settings ページ UDLD インターフェイスで個別に設定する必要があります。 手順に関しては、設
定 UDLD インターフェイス設定セクションにスキップして下さい。
 

 
注: この例では、標準は選択されます。
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ステップ 5.行われた設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今うまくスイッチの UDLD グローバル設定を行う必要があります。
  
設定 UDLD インターフェイス設定
 
スイッチの Webベース ユーティリティの Settings ページ特定のポートのための UDLD 状態を変
更するのに UDLD インターフェイスを使用できます。 このページでは、状態は銅またはファイバ
ポートのために設定 することができます。
 
インターフェイスのための UDLD を設定するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.管理 > UDLD > UDLD インターフェイス設定を『Port』 を選択 して下さい。
 

 
UDLD ポート設定表では、情報は UDLD が有効に なるまたはポートのある特定のグループだけフ
ィルタリングしたらすべてのポートのためにポートのそのグループのために、情報表示されます
表示されます。 表は次の情報を表示したものです:
 

port —ポート識別名。
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州 UDLD は可能性のある状態次のとおりです:
 

双方向州は可能性のある状態次のとおりです:
 

neighbors —検出される接続装置の数の番号。
 

 
フィルタを選択するステップ 2. （オプションの）はユニットを選択し、『Go』 をクリック しま
す。 この例では、ユニット 1 のポートは選択されます。
 

- default —ポートは UDLD グローバル な Settings ページのファイバ ポート UDLD デフォルトス
テートの値を受け取ります。
-無効— UDLD はデバイスのすべてのファイバ ポートでデフォルトで無効に なります。
-標準—スイッチはリンクは単方向であることを検出する場合インターフェイスをシャットダウン
しました。 それはリンクが未定である場合通知を発行します。
-積極的—スイッチはリンクが単方向である場合インターフェイスをシャットダウンしました。
リンクが双方向である場合、デバイスは UDLD情報時以降にシャットダウンしました。 ポート状
態は未定としてマークされます。

-検出—ポートの最新の UDLD 状態は判別の過程においてあります。 有効期限はまだ UDLD がポ
ートで動作し始めてからので最後の判断（1 あったら）、またはように状態まだ判別されていな
い切れていません。
-双方向—ローカル デバイスによって送信 される トラフィックは相手によって受信され、相手か
らのトラフィックはローカル デバイスによって受信されます。
-未定—ポートと接続されたポート間のリンクの状態は UDLD メッセージが受け取られないか、
または UDLD メッセージはそれでローカル デバイス ID が含まれなかったので判別することがで
きません。
-無効（デフォルト） — UDLD はこのポートで無効に なりました。
- shutdown —ポートは接続装置とのリンクがアグレッシブモードで未定であるのでシャットダウ
ンされました。
- idle —ポートはアイドル状態です。



 
注: スイッチがスタックの一部である場合、このドロップダウン リストの使用によってスタック
の他のユニットのインターフェイスを表示できます。
 
ステップ 3 UDLD ポート設定表で、『Edit』 をクリック する設定したいと思うインターフェイス
の Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
注: この例では、ポート XG2 は選択されます。
 
ステップ 4 インターフェイス エリアは UDLD ポート設定表で『Port』 を選択 される表示します
。 設定するためにそれぞれ別のユニットおよびポートを選択するのにユニットおよびポート ドロ
ップダウン リストを使用できます。
 

 



注: この例では、ユニット 1 のポート XG2 は保たれます。
 
ステップ 5. UDLD State 領域からの選択されたインターフェイスの UDLD 状態をクリックして下
さい。 『DEFAULT』 を選択 する場合、ポートは UDLD グローバル な Settings ページのファイ
バ ポート UDLD デフォルトステートの値を受け取ります。
 

 
注: この例では、標準は選択されます。
 
ステップ 6.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7. （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・ファイルに行われた設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 



 
今うまくスイッチの UDLD インターフェイス設定を行う必要があります。
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