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Command Line Interface （CLI）によってテスト
をスイッチのポート銅張りにする方法 
目標
 

この技術情報はスイッチの Command Line Interface （CLI）によって Gigabit Ethernet
（GE） ポートの仮想 な ケーブルテスター（VCT）によって行われる銅線用ポート テスト
のパフォーマンスを説明します。
  

概要
 

スイッチの銅テスト機能はポートが RJ45 コネクタを通ってリンクでき、また VCT の使用
のケーブル パフォーマンスの判別を助けますかどうかテストします。 インターフェイスに
問題がある場合、ステータスを見るためにそのインターフェイスで差し込まれるケーブルの
診断テストを行うことができます。 手元のこの情報を利用して、インターフェイスのトラ
ブルシューティングを実行するときよりよいデシジョンを作ることができます。
 
スイッチの CLI によって、ポートに接続される銅ケーブルの品質および特性をテストする
のに時間 領域反射計（TDR）テクノロジーを使用できます。 140 までのメーターのケーブ
ルは長さテストすることができます。
 
注: 学ぶためにスイッチの Webベース ユーティリティによってテストをポートは銅張りに
する方法をここをクリックします。
  

適当なデバイス
 

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
2.2.8.4 - Sx350、SG350X、Sx550X
  

銅テスト CLI によるスイッチのポート
 
銅線用ポート テストの実行への必須条件
 

テストを実行する前に、次の作業が必要です:
 

ケーブルをテストした場合 CAT6a データ ケーブルを使用して下さい。
（必須） ディセーブル 短到達距離 モード。 基本的なケーブル テスト結果は短到達距離が無
効に なる場合正確です。
（オプションの）ディセーブル エネルギー効率が良いイーサネット（EEE）。 高度ケーブル
テスト結果はテストしようとしていること EEE がポートで無効に なる場合正確です。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb3317-how-to-copper-test-a-port-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb3317-how-to-copper-test-a-port-on-a-switch.html


●

注: 学ぶために CLI によってスイッチのポートの短到達距離および EEE 設定を行う方法を
手順のためにここをクリックして下さい。
 
重要： ポートはテストされるとき、ダウンの状態に設定 され、通信は割り込まれます。 テ
ストの後で、ポートは UP 状態に戻ります。
  

銅線用ポート テストを実行して下さい
 

ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。
 

 
注: 利用可能なコマンドかオプションはデバイスの正確なモデルによって変わるかもしれま
せん。 この例では、SG350X スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 スイッチの特権EXECモードでは、次のコマンドのどちらかの入力によって
ポート テストを実行して下さい:
 

SG350X#TEST  tdr [interface-id] 
 

interface-id — （オプションの）イーサネットポート ID を規定 します。
 

注: この例ではテストを銅張りにするのに、特定のインターフェイスとして GE1/0/2 が使用
されています。
 

 
上記のテストはテストされたポートのケーブルに 0 メートルで短絡があることを示します
。 これは特定のポートで使用されたケーブルが損傷できることを示します。
 
ステップ 3. （オプションの）はポートの損傷されたケーブルを交換し、次に同じインター
フェイスのポート テストを再度実行します。
 

 
上記のテストはケーブルが交換された後テストされたポートのケーブルがよいことを示しま
す。
 
ステップ 4. （オプションの）はテストしたいと思うスイッチの残りのポートにステップ 2
を繰り返します。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5545-configure-green-ethernet-port-settings-on-a-switch-through-t.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5545-configure-green-ethernet-port-settings-on-a-switch-through-t.html
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注: 銅線用ポート テストはファイバーポートで動作しません。 テストしようとしているこ
とポートがファイバーポート アクティブの組み合せ ポートの一部分である場合、テストが
ファイバーポートで動作しないのでシャットダウンされる必要はありません。
 

 
CLI によって今スイッチの特定のポートの銅線用ポート テストの実行に成功しました。
  

銅線用ポート テスト結果を表示して下さい
 

開いたかショートさせたケーブルの場合、ケーブルが開いているか、またはショートさせる
あるところ-/+ の 2 つのメーターの長さの正確さ。 CLI によってスイッチの銅線用ポート テ
スト結果を示すために次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1： スイッチの特権EXECモードでは、次の入力によってすべてのポートまたは特
定のポートに実行された銅テストの結果を示して下さい:
 

SG350X#SHOW  tdr [ interface-id] 
 

interface interface-id — （オプションの）イーサネットポート ID を規定 します。
 

注: この例では、ケーブル診断が tdr コマンド入ることを示して下さい。
 
ケーブル 診断 TDR 表は次の情報を示したものです:
 

port —テストされるインターフェイス。
結果—行なわれたポート テストの結果。 次の値が使用できます。
 

-良い—ケーブルはテストに合格しました。
 
- cable — ケーブルはポートに接続されません。
 
- cable — ケーブルの一方だけ接続されます開いて下さい。
 
-短い cable — 短絡はケーブルに発生しました。
 
-未知テスト結果—エラーは発生しました。
 
-テストされない— TDR テストはポートで行なわれませんでした。
 

length —メートルのケーブル長。
date — ポート テストが行なわれた日時。
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ギガビットポート 1、他はテストされないが、2、3、5、および 7 がよいことを、第 4 もの
（gi1/0/4）持っています短いケーブルを、第 8 1 （gi1/0/8）持っています開いたケーブルを
示したものです上記の表は。
 
すべてのポートまたは特定のポートに接続される推定銅ケーブル ケーブル長を表示するス
テップ 2. （オプションの）は次を入力します:
 

SG350X#SHOW  [ interface-id] 
 

interface interface-id — （オプションの）イーサネットポート ID を規定 します。
 

注: この例では、ケーブル診断がケーブル長 コマンド入ることを示して下さい。
 
ケーブル 診断 ケーブル長 表は次の情報を示したものです:
 

port — インターフェイスの名前。
length —メートルのケーブル長。
 



 
上記の表は他は非アクティブであるがより 50 のメーターが接続されてケーブル接続するギ
ガビットイーサネットポート 1、2、3、5、6、7、および 9 がより少しに持っていることを
示したものです。 10 ギガビットイーサネットポートはすべてファイバーポートです、従っ
て、銅線用ポート テストはそれらで動作しません。
 
今正常にスイッチのポートで行なわれた銅テストの結果を表示しました。
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