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スマートなネットワークアプリケ− ション
（SNA）上にあられたビュー 

目標
 

デバイスおよびトラフィックのための詳しいモニタリング 情報を含むネットワーク トポロ
ジの外観を表示するスマートなネットワークアプリケ− ション（SNA）はシステムです。
SNA はネットワークのすべてのサポートされているデバイスのコンフィギュレーションの
ビューおよび修正をグローバルに 有効に します。
 
トポロジ マップはそれが個々のデバイスの情報を含むネットワークの図形表示、およびデ
バイス間の接続であるので SNA アプリケーションの主要なビューです。 ユーザはトポロジ
ービュー用のさまざまな基準に基づいてトポロジービューの要素の図形表示に影響を与える
異なるオーバーレイを選択できます。
 
オーバーレイは詳細を追加するためにトポロジービューでアクティブにすることができるか
、または方法に影響を与えるためにトポロジーが表示する 情報の層です。 これはまたは指
定オーバーレイに関連した詳細なデータを示すためにトポロジー要素で表示する アイコン
を変更することによってさまざまな基準によって堪能、たとえば、異なる色のトポロジー要
素のカラリングである場合もあります。
 
この技術情報は SNA トポロジーから表示できる利用可能 なオーバーレイ オプションを説
明します。
 
注: SNA のトポロジービューに関する詳細については、ここをクリックして下さい。
 
 
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
 

注: Sx250 シリーズからのデバイスはネットワークに接続される、SNA はこれらのデバイス
から起動させることができませんとき SNA 情報を提供できます。
  

[Software Version]
 

2.2.5.68
  

オーバーレイ ビュー
 

トポロジ マップは下記の SNA のオーバーレイを示します。 このイメージでは、現在のオ
ーバーレイは SNA のデフォルト オーバーレイのリンク利用です。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5375
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上にあられる 1 つだけは一度にアクティブである場合もあります。 従って、オーバーレイ
を選択することは他のどのアクティブなオーバーレイも無効にします。 下記のように利用
可能 なオーバーレイのリストから使用したいと思うオーバーレイを選択できます:
 

 
リンク使用率
PoE 情報
VLANメンバーシップ
Spanning Tree
  
リンク使用率
 

リンク利用オーバーレイはネットワークの接続の最後の 15 秒の現在の稼働率に関するトポ
ロジ マップおよび接続エクスプローラ画面に情報を追加します。 接続およびリンクはその
トラフィック量に従って色分けされています、両方向のそれらのフロー。
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デフォルトで、以下はしきい値および対応したの色です:
 

 
0% から 69% —標準
70% から 89% —オレンジ
90% から 100% —レッド
 

トポロジービューのデバイス間の接続は接続の最も頻繁に使用される個々のリンクに従って
カラリングされます。 接続エクスプローラを表示するとき、各リンクは両方向で自身の利
用を示します。
 



 
リンクの各方向のための利用は両側からの情報の、のようなチェックによってリンクが
SNA（CSNA）可能なデバイスの間にあれば、そして利用として高い値を使用していれば計
算されます。
 
たとえば、リンクがデバイス A のポート 1 とデバイス B のポート 2 の間にあれば、1 方向
の計算はポート 1 の Transmit （tx）値とポート B.のレシーブ（Rx）値間の比較です。 高い
値はリンクの利用を判別します。
 
リンクの一方だけ SNA（CSNA）可能なデバイスである場合、リンクの利用は
SNA（CSNA）可能なデバイスだけからの情報によって判別されます。
 
トポロジ マップの集約されたディスプレイへの最も頻繁に使用されるリンクを判別すると
き、リンクの各方向は個別のリンクとみなされます。 たとえば、リンクの 1 方向に 5% の
利用があれば他の方向に 92% の利用があれば、トポロジ マップの集約された接続は接続の
最も高い利用が 92% であるので、レッドであり。
  

PoE 情報
 

上にあられる Power over Ethernet （PoE）はネットワークの要素の電源および消費ステー
タスを表示する。 このオーバーレイはリンクによって提供される残りの電力に基づいて電
源供給デバイスへの電力量に基づいてリンクに色を適用します。 オーバーレイはまた電源
を要求する要求される電源を受け取っていないデバイスをハイライト表示します。 達され
るユーザはできますしきい値これらの色がデータの各型のために変更する、および各しきい
値に使用する特定の色を選択。
 



 
アイコンは電源供給スイッチに追加され、スイッチ 電力バジェット 消費に従ってカラリン
グされます。
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0 から電力バジェットの 80% を供給するデバイス—グリーン（標準）
81% から電力バジェットの 95% を供給するデバイス—オレンジ
96% から電力バジェットの 100% を供給するデバイス—レッド
 

イーサネットで電源を受け取るデバイスはにじみによって囲まれます。
 
電源が供給される少なくとも 1 リンクが含まれている接続はトポロジ マップで強調表示さ
れます。
 
接続エクスプローラでは、電源を転送する各リンクは電源の提供の示す値、および電源フロ
ーの方向を表示する。 この示す値はポートごとにリンクがリンク集約 （LAG）にあっても
、表示する。 他はがラグのいくつかのリンクが電源を提供することは可能性のあるです。
 



 
注: この例では、GE1/5 ポートは 80%-95% 電源を消費します。
  

VLANメンバーシップ
 

いくつかのオーバーレイは VLANメンバーシップ オーバーレイのようなそれらと、関連付
けられるパラメータがあるかもしれません。 たとえば、上にあるために VLANメンバーシ
ップを選択するときまた対応した Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）を
選択して下さい。 このオーバーレイはネットワークのさまざまなポートおよびデバイスの
VLANメンバーシップのビューを有効に します。 たとえば、下記のイメージで橙色行はリ
ンクの一端がどこに指定 VLAN のメンバーであり、もう一方の端がないか意味する非対称
的な接続を表示します。
 
VLANメンバーシップ オーバーレイをアクティブにするとき、ネットワークの既存のVLAN
のリストは VLAN ID によって表示する、リストされています。 VLAN を選択するとき、ノ
ードはこの VLAN のメンバーである強調表示されます。
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デバイス間のリンクは次のいずれかの状態で表示する:
 

どちらかのデバイスの接続されたインターフェイスのどちらも VLAN のメンバーの SNA デ
バイス間のリンクは無標です。
SNA デバイスと SNA デバイスのインターフェイスが VLAN にない非 SNA デバイス間のリ
ンクは無標です。
両方のデバイスの接続されたインターフェイスが VLAN のメンバーである SNA デバイス間
のリンクは VLAN のメンバーとして強調表示されます。
SNA デバイスと SNA デバイスのインターフェイスが VLAN のメンバーである非 SNA デバ
イス間のリンクは強調表示されます。
接続されたインターフェイスの 1 つが VLAN および他の 1 のメンバーである SNA デバイス
間の非対称的なリンクは橙色でマークされますありません。
 

トポロジ マップのデバイス間のリンク（ラグ）の集約間の接続は次のルールに従ってマー
クされます:
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少なくとも 1 リンクが強調表示される場合、接続は強調表示されます。
少なくとも 1 リンクに非対称的な接続がある場合、接続は橙色です。
 

接続エクスプローラでは、各リンクはそれぞれ表示することができます。 リンクにカラリ
ングされた橙色であることに加えて非対称的な設定、リンクの側がメンバー VLAN のでは
ない接続エクスプローラ ディスプレイがある時。
 

 
注: この例では、GE1/21 は VLANの構成員 20 です。
  

Spanning Tree
 



スパニングツリー オーバーレイはネットワークのアクティブ接続形態を表示する。 このオ
ーバーレイがアクティブになるとき、示す値はスパニングツリールート デバイスおよびす
べての接続に追加されます。 この示す値は共通スパンニング ツリーによってブロックされ
るリンクを強調表示します。
 

 
接続エクスプローラを表示するとき、すべてのブロックされたリンクは強調表示されます。
 



 
リンクがブロックされるとき、リンクの終わりがブロックされたインターフェイスである接
続エクスプローラは規定 します。
 

 
注: この例では、ブロックされたインターフェイスがありません。
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