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CLI によってスイッチの 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
クによっては隣接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ネイバーによって受信されません時はいつでもが発生します
。
 
UDLD の目的はネイバー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 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、またはただ通知を引き起こすかどうか設定できます。
 
この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってスイッチの UDLD 設定を
行う提供します。
  
適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.5.63
  

設定 UDLD 設定
 
設定 UDLD グローバルな設定
 
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: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリックしま
す切り替えて下さい。
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


注: コマンドはスイッチ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、
SG550XG-8F8T 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モードから、次の入力によってグローバル コンフィギュレ
ーション モードを開始して下さい:
 
SG550XG-8F8T#CONFIGURE

ステップ 3 UDLD メッセージの送信間の間隔の Global 値を設定するために、次を入力して下さい
:

SG550XG-8F8T(config)#udld []

秒— 2 つの送信 された プローブ メッセージ間の間隔。 有効値は 1 から 90 秒からです。●

注: この設定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。 この例では、間隔は 60 秒に設定 されます。

ステップ 4 グローバルに スイッチの UDLDプロトコルを有効に するために、次を入力して下さ
い:

SG550XG-8F8T(config)#udld [ | ]

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す。 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す。
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す。 ポート
状態は未定としてマークされます。

●

注: この設定はファイバーポートのためだけに関連しています。 銅線用ポートの UDLD 状態はイ
ンターフェイスごとに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、標準は使用されます。

スイッチの UDLD を無効に するステップ 5. （オプションの）は次を入力します:

SG550XG-8F8T(config)#no udld

CLI によって今うまくスイッチの UDLD グローバルな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

特定のポートのための UDLD 状態を変更するためにスイッチの UDLD インターフェイス設定を行
うことができます。 これは銅またはファイバーポートのための UDLD 状態を設定することを可能
にします。

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： グローバル コンフィギュレーション モードでは、次の入力によってインターフェ
イスコンフィギュレーション コンテキストを入力して下さい:

SG550XG-8F8T(config)#interface [interface-id]

interface-id —イーサネットポート ID を規定 します。●

注: この例では、インターフェイス XG1/0/2 は使用されます。

呼び出します。 イーサネットポート上で UDLDプロトコルを有効に するために、次を入力して下
さい:

SG550XG-8F8T(config)#udld [ |  | ]

標準—スイッチはリンクは単方向であること検出する場合インターフェイスをシャットダウ
ンします。 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す。
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。

●

disable — UDLD はデバイスのすべてのファイバーポートでデフォルトで無効に なります。●

デフォルトは次の通りです:

ファイバインターフェイスは udld コマンドによって設定される状態にあります。●

非ファイバ インターフェイスはディセーブル状態にあります。●



注: この例では、UDLD ポートは積極的で設定されます。

ステップ 3.スイッチの特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい:

SG550XG-8F8T(config-if)#end

CLI によって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。

スイッチの管理上および操作上 UDLD ステータスを表示するステップ 4. （オプションの）は次
を入力します:

SG550XG-8F8T#SHOW udld [interface-id] []

interface-id — （オプションの）インターフェイスを規定 します。●

neighbors — （オプションの）ネイバ情報だけを表示する。●



スイッチの特権EXECモードのステップ 5. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を保存します:

SG550XG-8F8T#COPY running-config startup-config

上書きファイル[startup-config]….ステップ 6. （オプションの）は YES か N のためにのためのキ
ーボードのいいえ『Y』 を押しません プロンプトは現われます。

CLI によって今うまくスイッチの UDLD 設定を行う必要があります。
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