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スイッチの設定 CDP 設定 
目標
 

Cisco Discovery Protocol（CDP）は他の接続された Ciscoデバイスによってデバイス情報を
共有するのに Ciscoデバイスによって使用されるプロトコルです。 これにはデバイス、ファ
ームウェア バージョン、IP アドレス、シリアル番号および他の識別情報の種類が含まれて
います。 CDP 設定はグローバルにまたはスイッチの個々のポート基礎で調節することがで
きます。
 
Discovery Protocol（CDP）リンク層に類似した（LLDP）、CDP は彼ら自身および機能を
互いにアドバタイズする接続 された 隣接のための直接リンク層プロトコルです。 ただし、
LLDP とは違って、CDP は Cisco 所有物プロトコルです。
 
この技術情報は方法で手順を次の作業の流れをカバーするグラフィカル ユーザインターフ
ェイス（GUI）を通してスイッチの CDP 設定を行う提供します:
 
1.スイッチの設定 CDP グローバル なパラメータ。
 
2. インターフェイスごとの設定 CDP 設定。
 
3. CDP デバイスの機能を検出するのにオートなら場合（オプションの） Smartport が使用
されています Smartport プロパティの CDP 設定を行って下さい。 手順についてはここをク
リックしてください。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.0.130
  

設定 CDP Properties
 
設定 CDP グローバル プロパティ
 

ステップ 1.スイッチの 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 リストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
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. 『管理』 を選択 して下さい > ディスカバリ- CDP > Properties。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5842-configure-auto-smartport-properties-switch-through-cli.html
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ステップ 3 CDP ステータス領域では、スイッチの CDP をアクティブにするために Enable
チェックボックスをチェックして下さい。 このコマンドはデフォルトで有効になっていま
す。 ステップ 5.にイネーブルになった CDP、スキップすれば。
 

領域を処理する CDPパケットを受信するときスイッチにとってほしい処置に相当して 
CDPフレームのステップ 4. （オプションの）は Radio ボタンを選択します。 このエリアは
CDP がスイッチで無効に なる場合その時だけ利用できます。 オプションを選択した後、ス
テップ 13 にスキップして下さい。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

ブリッジング- CDP がグローバルに 無効に なるとき、CDPパケットは規則的なデータ
パケットとして繋がれ、Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）に基づ
いて転送されます。
フィルタリング- CDP がグローバルに 無効に なるとき、CDPパケットはフィルタリン
グされるか、または削除されます。
あふれること- CDP がグローバルに 無効に なるとき、CDPパケットはスパニングツリ
ープロトコル（STP） FORWARDING 状態にある VLAN フィルター規則を無視する製
品のすべてのポートにあふれます。
 

ステップ 5 CDP Voice VLAN アドバタイズメント領域では、スイッチを有効に なる CDP
があるチェックし、voice VLAN のメンバーでであって下さいすべてのポートの CDP 上の
voice VLAN をアドバタイズしてもらうように Enable チェックボックスを。
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ステップ 6 CDP 必須 TLVs 確認領域では、必須 Type-Length-Value （TLV）が含まれてい
ない着信 CDPパケットを廃棄するために Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

ステップ 7 CDPバージョン領域で、選択するために使用するべき CDP のバージョン Radio
ボタンをクリックして下さい。 CDPv2 はプロトコルのほとんどの最新のリリースで、より
インテリジェント な デバイス トラッキング機能を提供します。
 

注: この例では、バージョン 2 は選択されます。
 
ステップ 8 CDP 一時待機時間領域で、CDPパケット 時間数の判別するために Radio ボタン
を保持されます廃棄される前にクリックして下さい。
 
オプションは次のとおりです:
 

使用 デフォルト- 180 秒のデフォルト時間数を使用するためにクリックして下さい。
ユーザが定義する-提供されたフィールドで 10 秒から 255 秒間のカスタム時間数を入
力するためにクリックして下さい。
 

注: この例では、保持時間は 240 秒に設定 されます。
 
ステップ 9： CDP 伝送速度 フィールドで、秒の CDPパケットの伝送速度を判別するため
に Radio ボタンを選択して下さい。
 
オプションは次のとおりです:
 

使用 デフォルト- 60 秒のデフォルト時間数を使用するためにクリックして下さい。
ユーザが定義する-提供されたフィールドで 5 秒から 254 秒間のカスタム時間数を入力
するためにクリックして下さい。
 

ステップ 10： デバイス ID フォーマット フィールドで、デバイス ID のフォーマットがであ
るもの判別するために Radio ボタンをクリックして下さい。
 
オプションは次のとおりです:
 

MAC アドレス-デバイス ID TLV がデバイスの MAC アドレスが含まれていること規定
します。
シリアル番号-デバイス ID TLV がデバイスのハードウェア シリアル番号が含まれてい
ること規定 します。
ホスト名-デバイス ID TLV がデバイスのホスト名が含まれていること規定 します。
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注: この例では、MAC アドレスは選択されます。
 
ステップ 11： ソースインターフェイス領域で、IP アドレスが発信 CDPパケットの TLV フ
ィールドに置かれるものを判別するために Radio ボタンを選択して下さい。
 
オプションは次のとおりです:
 

使用 デフォルト-アウトゴーイング インターフェイスの IP アドレスを使用するために
クリックして下さい。 このオプションが選択される場合、ステップ 13 にスキップして
下さい。
ユーザが定義する-インターフェイス エリアのドロップダウン リストからインターフェ
イスを（インターフェイスの『IP address』 を選択 された使用されます）選択するた
めにクリックして下さい。
 

注: ユーザが定義するこの例では選択されます。
 
ステップ 12： （オプションの）インターフェイス エリアで、対応したドロップダウン リ
ストからユニットおよびポートを選択して下さい。
 

ステップ 13： Syslog Voice VLAN ミスマッチ領域では、voice VLAN ミスマッチが検出さ
れるとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスをチェックして下
さい。 Vlan不整合は着信フレームの VLAN 情報がローカル デバイスのアドバタイズされた
機能を一致するときあります。
 

ステップ 14： Syslog ネイティブ Vlan不整合領域では、ネイティブ Vlan不整合が検出され
るとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスをチェックして下さ
い。
 

ステップ 15： Syslog デュプレックスの不一致領域では、デュプレックスの不一致が検出さ
れるとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスをチェックして下
さい。
 

ステップ 16： [Apply] をクリックします。
 



今うまくスイッチのグローバル な CDP 設定を行う必要があります。
  

設定 CDP インターフェイス Properties
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは > ディスカバリ CDP > インターフ
ェイス設定『管理』 を選択 し。
 
注: このページは高度表示モードだけで利用できます。 表示モードは Web ユーティリティ
の右上隅のドロップダウン リストと変更することができます。
 



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。
 

注: スイッチがスタックの一部である場合、表の上でドロップダウン リストを使用すること
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 CDP インターフェイス設定表で、設定したいと思うインターフェイスの Radio
ボタンを選択して下さい。
 

ステップ 4.それから『Edit』 をクリック しますスクロールして下さい。
 

ステップ 5 インターフェイス エリアは CDP インターフェイス設定表で『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。



ステップ 6 CDP ステータス領域では、規定 されるポート上で CDP を有効に するために 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

ステップ 7 Syslog Voice VLAN ミスマッチ領域では、voice VLAN ミスマッチが規定 される
ポートで検出されるとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスを
チェックして下さい。 Vlan不整合は着信フレームの VLAN 情報がローカル デバイスのアド
バタイズされた機能を一致するときあります。
 

ステップ 8 Syslog ネイティブ Vlan不整合領域では、ネイティブ Vlan不整合が規定 される
ポートで検出されるとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスを
チェックして下さい。
 

ステップ 9： Syslog デュプレックスの不一致領域では、デュプレックスの不一致が規定 さ
れるポートで検出されるとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボック
スをチェックして下さい。
 

ステップ 10.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。 変
更は特定のポートに加えられます。
 

すぐに別のポートにポートの設定かポートをコピーするステップ 11. （オプションの）は
Radio ボタンを選択し、スクロールし、コピー Settings ボタンをクリックします。
 

注: この例では、GE2 は選択されます。



ステップ 12： （オプションの）入力フィールドからのコピー設定で、ポートを入力すれば
そのポート（カンマで分かれる）特定のポートの設定をにコピーしたいと思います。 また
ポート範囲を入力することができます。
 

注: この例では、ポート 2 の CDP 設定はポート 13 および 15 から 20 に加えられます。
 
ステップ 13： それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
CDP ポート設定はコピーする必要があります。
 

今うまくスイッチのポートの CDP 設定を行う必要があります。
  

CDP 設定を表示するか、またはクリアして下さい
 
CDP ローカル 情報
 

ステップ 1： スイッチの CDP ローカル情報を表示するために、> ディスカバリ- CDP >
CDP ローカル 情報 『管理』 を選択 して下さい。
 

呼び出します。 インターフェイス エリアで、対応したドロップダウン リストからユニット
およびポートを選択して下さい。
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注: この例では、ユニット 1 のポート GE1 の CDP ローカル情報は表示されます。
 

次の詳細は下記のように表示されます:
 
CDP が有効に なるかどうか CDP 州ディスプレイ。
 
デバイス ID TLV
 

デバイス ID TLV でアドバタイズされるデバイス ID のデバイス ID 型。
デバイス ID -デバイス ID TLV でアドバタイズされるデバイス ID。
 

システム名 TLV
 

システム 名-デバイスのシステム 名。
 

アドレス TLV
 

アドレス 1-3 - IP アドレス（デバイス アドレス TLV でアドバタイズされる）。
 

ポート TLV
 

ポート ID -ポート TLV でアドバタイズされるポートの識別。
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機能 TLV
 

機能-ポート TLV でアドバタイズされる機能。
 

バージョン TLV
 

デバイスが動作しているソフトウェア リリースについてのバージョン情報。
 

プラットフォーム TLV
 

プラットフォーム-プラットフォーム TLV でアドバタイズされるプラットフォームの識
別。
 

ネイティブ VLAN TLV
 

ネイティブ VLAN -ネイティブ VLAN TLV でアドバタイズされるネイティブ VLAN識別
名。
 

十分に/半二重 TLV
 

二重-完全な/半二重 TLV でアドバタイズされるポートは半分または全二重方式であるか
どうか。
 

アプライアンス TLV
 

アプライアンスID -アプライアンス TLV でアドバタイズされるポートに接続されるデバ
イスの型。
アプライアンス VLAN ID -アプライアンスによって使用されるデバイスの VLAN。 たと
えば、アプライアンスが IP 電話なら、これは voice VLAN です。
 

拡張信頼 TLV
 

拡張信頼-パケットが受信されるパケット自体を示すためにホスト/サーバが信頼される
ことを意味するポートが信頼されることをイネーブルになった示します。 この場合、
そのようなポートで受信されるパケットはマークし直されません。 、次のフィールド
が関連していればポートが信頼されないことを無効示します。
 

信頼できないポート TLV のための CoS
 

信頼できないポートのための CoS -拡張信頼がポートで無効に なる場合、このフィール
ドはレイヤ2 CoS 値を、意味、802.1D/802.1p 優先度値表示します。 これは信頼できな
いポートで受信されるすべてのパケットがデバイスによってマークし直される CoS 値
です。
 

電源利用可能な TLV
 

要求 ID -最後の電源要求 ID はエコーを最後に電源によって要求された TLV で受け取っ
た要求 ID フィールド受け取りました。 インターフェイス最後がに移行するので電源が
TLV を受け取られたら要求しなかった場合 0 時です。
電源管理 ID -次のいずれかのイベント発生するたびに 1 （または 2 によって増分される
値 0）避けるため:
 

利用可能電源または管理電力レベル変更
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電源は最後受け取られたセットと異なっている要求 ID エリアと TLV を受け取られます要求
しました（または最初の値が受け取られるとき）。 へのインターフェイス遷移。
 

ポートによって消費される利用可能なパワー電力量。
管理電力レベル-パワー消費量 TLV のためのポッド デバイスにサプライヤーの要求を表
示します。 デバイスはこのフィールドの「プリファレンス」を常に表示しません。
 

MDI （UPOE） TLV による 4線式電源
 
この TLV がサポートされるかどうか表示します。
 

サポートされる 4 ペア PoE - PoE がサポートされるかどうか表示します。
検出予備ペアの必要な/分類が-この分類が必要となるかどうか表示します。
PD はペアを望みました州を表示します PD スペア ペア期待状態を倹約します。
PD はペア操作上州を表示します PSE スペア ペア状態を倹約します。
  

CDP 相手情報
 

ステップ 1： スイッチの CDP 隣接情報を表示するために、> ディスカバリ- CDP > CDP 相
手情報 『管理』 を選択 して下さい。
 

フィルタを選択するステップ 2. （オプションの）はフィルタ チェックボックスをチェック
し、ローカル インターフェイスを選択し、『Go』 をクリック します。
 

CDP 隣接情報 ページはリンク パートナー（相手）のための次のフィールドが含まれていま
す:
 

デバイス ID -相手デバイス ID。
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システム 名-相手システム 名。
相手が接続されるローカル ポートのローカル Interface-nuMber。
アドバタイズメント バージョン- CDPプロトコル バージョン。
存続可能時間（秒） -タイムインターバル（秒で）そのあとでこの相手のための情報は
削除されます。
機能-相手がアドバタイズする機能。
プラットフォーム-相手のプラットフォーム TLV からの情報。
隣接インターフェイス-相手のアウトゴーイング インターフェイス。
 

特定の隣接の CDP 隣接詳細を表示するステップ 3. （オプションの）はデバイス ID Radio
ボタンをクリックしましたりそして Details ボタンをクリックします。
 

注: この例では、デバイス ID 40a6e8e6f4d3 の情報は表示されます。
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このページは相手についての次の情報が含まれています:
 

デバイス ID -近隣デバイス ID の識別。
システム 名-近隣デバイス ID の名前。
ローカル インターフェイス-フレームが到着したポートのインターフェイス数。
アドバタイズメント バージョン- CDP のバージョン。
存続可能時間-タイムインターバル（秒で）そのあとでこの相手のための情報は削除さ
れます。
機能-デバイスの主要な機能。 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、WLAN AP、ルータ、電話、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。
プラットフォーム-隣接プラットフォームの識別。
隣接インターフェイス-フレームが到着した相手の数をインターフェイスさせて下さい
。
ネイティブ VLAN -相手ネイティブ VLAN。
相手のアプリケーションの実行のアプリケーション 名。
二重-相手インターフェイスは半分または全二重方式であるかどうか。
アドレス-相手のアドレス。
引かれる電源-インターフェイスの相手が消費する電力量。
バージョン-相手のソフトウェア バージョン。
 

電源要求
 

要求 ID -最後の電源要求 ID はエコーを最後に電源によって要求された TLV で受け取っ
た要求 ID フィールド受け取りました。 インターフェイス最後がに移行するので電源が
TLV を受け取られたら要求しなかった場合 0 時です。
電源管理 ID -次のいずれかのイベント発生するたびに 1 （または 2 によって増分される
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値 0）避けるため:
 

Change 値利用可能電源または管理電力レベル領域。 電源は要求 ID フィールドと最後受け
取られたセットと異なっている TLV を受け取られます要求しました（または最初の値が受
け取られるとき）。 へのインターフェイス遷移。
 

ポートによって消費される利用可能なパワー電力量。
管理電力レベル-パワー消費量 TLV のためのポッド デバイスにサプライヤーの要求を表
示します。 デバイスはこのエリアの「プリファレンス」を常に表示しません。
 

MDI による 4線式電源
 

サポートされる 4 ペア PoE -システムおよび 4 ペアを有効に するポート サポートが配
線することを示します（このハードウェア能力がある）特定ののためにだけ本当ポート
。
検出予備ペアの必要な/分類が- 4 ペア ネットワーク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かどうかペア操作上州を示し
ます倹約します。
 

ステップ 4. （オプションの）は詳しい CDP 隣接ウィンドウを閉じるために Close ボタン
をクリックします。
 

オート Smartport が有効に なればステップ 5. （オプションの）はディフォルトするために
すべての接続装置を切るためにクリア表ボタンを CDP から、それ変更しますすべてのポー
トの種類をクリックし。



ステップ 6. （オプションの）は CDP 隣接情報表をリフレッシュするために Refresh ボタ
ンをクリックします。
 

 
CDP 統計情報
 

Statistics ページ CDP はポートから送信 されるか、または受信される CDPフレームに関す
る情報を表示します。 CDPパケットはスイッチ インターフェイスに接続されるデバイスか
ら受信され Smartport 機能のために使用されます。
 
ステップ 1： スイッチの CDP 統計情報を表示するために、> ディスカバリ- CDP > CDP 統
計情報 『管理』 を選択 して下さい。
 



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。
 

次のフィールドは OOB ポートを含む各インターフェイスのために表示されます:



●

●

受信される/送信されるパケット:
 

-バージョン 1 -受信される/送信される CDPバージョン 1 パケットの番号。
 

 
-バージョン 2 -受信される/送信される CDPバージョン 2 パケットの番号。
 

 
-合計-受信される/送信される CDPパケットの総数。
 

 
CDP エラー統計情報-このセクションは CDP エラー カウンタを表示します。

-不正 な チェックサム-不正 な チェックサム値と受信されるパケットの数。
 

 
-他のエラー-不正 な チェックサム以外エラーと受信されるパケットの数。
 

 
-パケット 情報が余地の欠如が理由でキャッシュで保存できなかった時の最大数上
の相手。
 

 
特定のインターフェイスの clear counters へのステップ 3. （オプションの）は、対応する
インターフェイスの Radio ボタンをクリックしましたりそしてインターフェイス カウンタ
ーを『CLEAR』 をクリック します。
 

この例では、GE26 は選択されます。
 
すべてのインターフェイスのすべてのカウンターをクリアするステップ 4. （オプションの
）はすべてのインターフェイス カウンターを『CLEAR』 をクリック します。 すべてのカ
ウンターをリフレッシュするために、『Refresh』 をクリック して下さい。
 



GUI を使用して今うまくスイッチの CDP 設定を行う必要があります。
 
スイッチの CDP 設定を Command Line Interface （CLI）を使用して行うために、ここをク
リックして下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5835-configure-cdp-settings-on-a-switch-through-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5835-configure-cdp-settings-on-a-switch-through-cli.html
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