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スマートなネットワークアプリケ− ション
（SNA）トポロジービュー 

目標
 

スマートなネットワークアプリケ− ション（SNA）システムは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。 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。
 
トポロジービューはそれがデバイス間の個々のデバイスおよび接続の情報を含むネットワー
クの図形表示、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。
 
トポロジ ディスカバリ メカニズムはネットワークのデバイスを識別するためにリンク層か
ら Discovery Protocol（CDP） （LLDP）および Cisco Discovery Protocol（CDP） しきい
値の限界 値（TLVs）収集される情報を使用します。 トポロジーで提供される情報を最大化
するためにこれらのプロトコルをサポートするネットワークのすべてのデバイスは有効に
なるそれらがあるはずです。
 
この技術情報は主要なビューである SNA のトポロジービューを説明します。
  

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
  

SNA トポロジービュー
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トポロジ ディスカバリ プロセス
 
SNA を起動させるのに使用する発見のプロセスは SNA スイッチから開始されます。
CDP および LLDP ネイバー テーブル 情報が接続装置を検出するのに使用されています:
 

– CDP か LLDP をサポートするスイッチ
 
– CDP か LLDP をサポートする他の要素
 

トポロジー情報は SNA 管理ステーションに送信 され、これらのデバイスは SNA トポロジー
ビューに追加されます
次のステージでは、SNA は検出する スイッチの種類を検出する:
 

– SNA スイッチA は（ファームウェアのバージョン 2.2.5 をまたはより高い実行します）切
り替えま完全な SNA 機能セットと。
 
– SNA スイッチによる管理 セッションの開始によってリモートアクセスすることができる
部分的な SNA スイッチA は切り替えます。 これはディスカバリ、サービス エクスプロー
ラ、または完全な SNA 機能セットを提供しません。
 
– SNA によってアクセスすることができない管理対象外のスイッチA は切り替えます。
 

SNA スイッチとして、CDP 検出する トポロジービューをアップデートするために各々の追
加デバイスに関してはおよび LLDP 情報は SNA 管理ステーションに通じます。
プロセスはすべての SNA スイッチが検出する、完全なトポロジービューが表示することがで
きるまで続きます。
前の SNA セッションからのスイッチで存在 する保存されたトポロジー 以前に知られていた
各 SNA スイッチへの接続を開始するディスカバリ SNA 試み。
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各 SNA スイッチはそれから始めます位置からのディスカバリを対応します。
  
トポロジービューへの更新
 
SNA スイッチの CDP または LLDP ネイバー テーブルのどの変更でも SNA イベントを引き
起こします。
SNA プロトコルが変更が付いている SNA 管理ステーションをアップデートするのに使用さ
れています。
トポロジービューの報告された変更は示されます:
 

–スイッチはオフライン スイッチとして現われます。
 
–その他のデバイスはトポロジービューから完全に削除されます。
 

オフライン スイッチは SNA admin によって手動で取除かれるまでのトポロジービューのこ
の状態を維持します。
  
トポロジー オーバーレイ
 

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ま
たは影響を与えますトポロジーが表示する方法にです情報層。 オーバーレイは指定オーバ
ーレイに基づいてトポロジー要素のプレゼンテーションを変更します。 サポートされたオ
ーバーレイは次です:
 

 
リンク使用率
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN） メンバシップ
スパニング ツリー プロトコル（STP）
Power over Ethernet（PoE）
  
トポロジー要素
 

トポロジービューはエンティティの次の型を表示する:
 

デバイス—もし可能であれば、次の情報はデバイスをクリックする場合表示する:
 

–デバイス名
 
–複数が検出される場合 IP アドレス（A リスト）
 
–複数が検出される場合 MAC アドレス（A リスト）
 
–通知の番号—通知の数は Device アイコンのオレンジの番号によって示されます。 実際の
通知は右情報 パネルで表示する。
 
– SNA サポート
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–製造業者
 

デバイスの種類—アイコン図形はデバイスの種類を示します。
 

–スイッチ、ルータ、アクセス ポイント、コンピュータ、または IP Phone。
 
–未知数—デバイスの種類があらかじめ定義されないか、または型がどういうわけかきちん
と検出する、デバイスの種類は未知数として示されています。
 
いくつかのデバイス（特に SNA（CSNA）可能なデバイス）に個別のポート 情報のような
その他の情報が、あります。 この情報はアイコンのクリックおよびデバイスのためのデバ
イス エクスプローラ 画面を表示するによって表示することができます。
 
ネットワークのデバイスは次のカテゴリーに分かれます:
 

バックボーン デバイス—ネットワークの基本的なスケルトン。 デフォルトで、ネットワーク
で検出するすべてのスイッチ、ルータおよびアクセス ポイントはバックボーン デバイスとし
て自動的に指定されます。
 

バックボーン デバイスは検出する後、手動で取除かれるまでトポロジ マップに残ります。
デバイスがネットワークから切断されている場合、まだオフライン デバイスとしてトポロ
ジ マップで現われます。
 
以前に使用した同じ IP アドレスによってネットワークに接続される限り SNA（CSNA）可
能なデバイスか管理対象装置は検出する残ります。
 

オフライン デバイス—によるまたは手動で トポロジー トポロジー 検知機構に以前に追加さ
れたバックボーン デバイス。 これらのデバイスは SNA によって今もはや検出する。
 

オフライン デバイスに次の特性があります:
 
–トポロジ マップのオンライン デバイスからの個別の外観。
 
–トポロジーで移動し配置は保存することができます。 またデバイスにタグを追加できます
。
 
–検索機能によって選択可能および探索可能。 オフライン デバイスが選択されるとき、情報
パネルはデバイスの基本的な識別情報およびタグ、基本的な識別を越えるサービス、通知、
または概要を表示する。
 
–オフライン デバイスのデバイス エクスプローラかデバイス管理 グラフィカル ユーザ イン
ターフェイス （GUI）を起動させることが不可能。
 
–手動で取除くことができます。 デバイスは削除された後、手動で 検出するか、または追加
されるまでトポロジ マップでもはや現われません。 すべてはこのデバイスによってデバイ
スが将来再度検出する準を失われ、復元するタグ付けします。
 
SNA は定期的に管理されるか、にまたは SNA スイッチはもどって来られたオンラインがあ
るかどうか確認するためにオフライン デバイスに接続するように試みます。 これらの試み
の間に、示す値はデバイスで表示する。
 

クライアントデバイス—ネットワークのエンド ポイント クライアントは通常バックボーン
デバイスに（コンピュータおよび IP 電話のような）接続しました。 トポロジ マップでは、
これらのデバイスは同じバックボーン デバイスに接続される同じ型のその他のデバイスによ
ってグループ化しました表示する。 これらのデバイスのグループ化はクライアントグループ
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呼出され、クライアントグループから成り立っている個々のクライアントはエクスプローラ
をクリックすることおよび入力することによって表示することができます。
 

デバイスがそれに接続される 1つ以上のクライアントデバイスを備えている場合 a はそれで
 + 現われ、+ クライアントを表示するためにクリックできます。
 

 
ポート—デバイスのポートを表示するために、そのデバイスを選択し、次にダブルクリック
して下さい。 デバイスがスタック モードにある場合デバイスのすべてのポートを表示するこ
れはすべてのユニットを含むパネルを開きます。 次の属性は表示する:
 

–ポート名
 
–ユニット
 
–管理状態
 
–ポートがソフトウェアによって消える場合動作状態（を含む無効に する原因を）
 
–リンク集約 （LAG） メンバシップ
 
– （説明が定義されたら）説明
 
–速度
 
–スイッチポートモード
 
–ポート使用率（Rx および Tx）
 

デバイス間の接続—デバイス間の接続は現在のオーバーレイによって色分けされています。
接続は 2 つのデバイス間のリンクのデバイスまたは集約間の単一のリンクを表すかもしれま
せん。 トポロジ マップのスイッチ間の接続の幅は接続でリンクの操作上速度によって判別さ
れるように接続で利用可能 な集約された帯域幅の示す値です。
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次の接続幅は最も狭いから最も広くに利用できます、:
 
–レベル 1 — 1 GB 以下
 
–レベル 2 — 1 GB への 10 GB 以下
 
–レベル 3 — 10 GB 以上
 
キャパシティが計算することができないまたはバックボーン デバイスとクライアント間の
リンクはレベル 1 としてリンクします示されていますリンク。
 
SNA（CSNA）可能なデバイス間の接続は両側から検出する。 双方間の接続の計算された
キャパシティ間に違いがある場合、幅は 2 つの値の下部のに従って引出されます。
 
リンクをクリックして特定のリンクのための接続エクスプローラを入力することができます
。 次の情報が表示されます。
 
–既知なら）リンクの双方のポート名（。
 
–関連したラグ ID。
 
–接続装置についての基本情報: デバイスの種類、デバイス名および IP アドレス。
 
–接続から成り立つ各リンクのためのリンク帯域幅。
 

Cloud — SNA が詳しくマッピング することができないネットワークのセクション。 それら
は次のアイコンによって示されます:
 

 
複数のデバイスが特定のポートを通してネットワークに判別する接続される、それらのデバ
イス間の関係をマッピング することがことをできません。 これはその中に
SNA（CSNA）可能なデバイスがないので発生します。 SNA はトポロジ マップのクラウド
を引き、接続されたクライアントとしてこのクラウドで検出する デバイスを表示する。
 
注: ほとんどの SNA オペレーションはクラウドへ適用されないです。
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