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CLI によるスイッチの設定 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
アのバージョン、IP アドレス、シリアル番号および他の識別情報の型が含まれています。 CDP
設定はグローバルにまたはスイッチの個別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 独自のプロトコルです。
 
次の作業の流れをカバーする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 CDP 設定を行う提供します:
 

設定 CDP グローバル プロパティ。
インターフェイスの設定 CDP 設定。
オートなら場合（オプションの） Smartport が CDP デバイスの機能を検出するのに使用さ
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。
CDP 設定を表示するか、またはクリアして下さい
  

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. 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=5842
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
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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、SG350X
スイッチは Telnet によってアクセスされます。 SSH は推奨されます。 
 
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:
 
SG350X#CONFIGURE

 
ステップ 3 グローバルに スイッチの CDP を有効に するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#cdp 

 

 
注: CDP はデフォルトで有効に なります。
 
CDP がグローバルに 無効に なるとき処理する CDPパケットを規定 するステップ 4. （オプショ
ンの）は、次を入力します:
 
SG350X(config)#cdp PDU [ |  | ]

 
次のオプションがあります。
 

フィルタリング— CDP がグローバルに 無効に なる時、CDPパケットはフィルタリングされ
るか、または削除されること規定 します。
ブリッジング— CDP がグローバルに 無効に なる時、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
ること規定 します。
あふれること— CDP がグローバルに 無効に なる時、CDPパケットは STP転送状態にある
VLAN フィルタリング規則を無視する製品のすべてのポートにあふれること規定 します。
 

ステップ 5 デバイスが有効に なる CDP、voice VLAN のメンバーであるポートすべての CDP の
voice VLAN をアドバタイズすることを可能にするために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#cdp  tlv 

 
注: これはアプライアンス TLV の送信を有効に します。
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ステップ 6 すべてに必須（CDPプロトコルに従って） TLVs が受信された CDPフレームにあるこ
と検証するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#cdp tlvs 

 
注: 有効に された場合、必須 TLVs が含まれていない着信 CDPパケットは廃棄され、無効 な エ
ラーカウンタは増分します。 これはすべての必須 TLVs が含まれていない CDPパケットを削除し
ます。
 

 
ステップ 7 送信された CDPパケットのバージョン 2 を規定 するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#cdp advertise-v2

 

 
注: この例では、バージョン 2 は使用されます。
 
ステップ 8 Time To Live （TTL）値を送信 された CDP メッセージに規定 するために、次を入力
して下さい:
 
SG350X(config)#cdp holdtime []

 
秒の存続可能時間 一時待機時間の秒の値。 値は送信タイマーの値より大きいはずです。
 

注: これはパケットが廃棄される前に CDPパケットが、TLV の倍数で測定されてアドバタイズす
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る間隔を保持されること時間数です。 たとえば、TLV がアドバタイズすれば間隔は 30 秒であり
、保持乗数は 4 です、そして CDPパケットは 120 秒後に廃棄されます。 デフォルト値は 180 秒
です。 この例では、TTL は 240 秒に設定 されます。
 

 
ステップ 9： どの位の割りで CDPパケットが送信されるか規定 するために、次を入力して下さ
い:
 
SG350X(config)#cdp []

 
秒の送信タイマーの秒の値。 値は TTL の値よりより少しであるはずです。
 

注: これは CDP アドバタイズメント更新が送信される秒の比率です。 デフォルト値は 60 秒です
。 この例では、タイマーは 120 秒に設定 されます。
 

 
ステップ 10： デバイス ID TLV の形式を規定 するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#cdp  ID [MAC |  | ]

 
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 mac — 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。
 

 
注: この例では、デバイス ID TLV はデバイスの MAC アドレスがあるはずです。
 
ステップ 11： ソース IP アドレス選択のために使用される CDP 送信元ポートを規定 するために
次を入力して下さい:
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SG350X(config)#cdp [interface-id]

 
interface-id —ソース IP アドレス選択のために使用される送信元ポート。 この IP アドレスは
帯の TLV で使用されます。
 

注: これは最小 IP アドレスが発信インターフェイスの最小 IP アドレスの代りに TLV でアドバタ
イズされるインターフェイスを規定 します。
 

  
インターフェイスの設定 CDP 設定
 
ステップ 12： 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:
 
SG350X(config)#interface [interface-id]

 
interface-id —イーサネットポート ID を規定 します。
 

 
ステップ 13： インターフェイスの CDP を有効に するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#cdp 

 

 
注: CDP はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 14： （オプションの）一致する場合 CDPパケットで受け取ったポートの VoIP ステー



タスが SYSLOG VoIP ミスマッチ メッセージの実際の設定および生成と一致すること検証を有効
に するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#cdp   voip

 
注: 有効に されたとき、Syslog メッセージは voice VLAN ミスマッチが検出する場合送信 されま
す。 これはローカルデバイスがアドバタイジングであるものを着信 フレームの voice VLAN 情報
が一致することを意味します。 この機能はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 15： （オプションの）それらが一致する場合 CDPパケットで受け取ったネイティブ
VLAN が SYSLOG VLAN ネイティブ ミスマッチ メッセージのポートおよび生成の実際のネイテ
ィブ VLAN と一致すること検証を有効に するために、次を入力して下さい:
 
 SG350X(config-if)#cdp  

 
注: 有効に されたとき、Syslog メッセージはネイティブVLANミスマッチが検出する場合送信 さ
れます。 これはローカルデバイスがアドバタイジングであるものを着信 フレームのネイティブ
VLAN 情報が一致することを意味します。 この機能はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 16： （オプションの）一致する場合 CDPパケットで受け取ったポートの双方向状態が
SYSLOG 二重モードのミスマッチ メッセージのポート実際の設定および生成と一致すること検
証を有効に するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#cdp  

 
注: 有効に されたとき、Syslog メッセージはデュプレックス情報が組合わせを誤まられる場合送
信 されます。 これはローカルデバイスがアドバタイジングであるものを着信 フレームのデュプ
レックス情報が一致することを意味します。 この機能はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 17： 特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#end

 

 
CLI によって今うまくスイッチの CDP 設定を行う必要があります。
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CDP 設定を表示するか、またはクリアして下さい
 
ステップ 1： スイッチのグローバル な CDP情報を表示するために、次を入力して下さい:
 
SG350X#SHOW cdp

 

 
注: この例では、スイッチの行われた CDP 設定の概要は表示する。
 
特定の相手についての情報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 cdp [* | ] [ | ]

 
次のオプションがあります。
 

* —すべての相手を規定 します。
デバイス名—ネイバーの名前を規定 します。
protocol —隣接で有効に なるプロトコルについての情報にディスプレイを制限します。
version —隣接で動作するソフトウェアのバージョンについての情報にディスプレイを制限し
ます。
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注: この例では、すべての相手の CDP情報は表示する。
 
ステップ 3 CDP が有効に なる ポートについての情報を表示するために、次を入力して下さい:
 
SG350X#SHOW cdp [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、ポート ge1/0/2 の CDP 設定は表示する。
 
ステップ 4 本管か 2次キャッシュで保存される相手についての情報を表示するために次を入力し
て下さい:
 
SG350X#SHOW CDP [interface-id] [ | ]

 
interface-id —このポートに接続される相手を表示する。
detail — ネットワーク アドレス、イネーブルになったプロトコル、一時待機時間およびソフ
トウェア バージョンを含むメインキャッシュからのネイバー（または隣接）についての詳細
な情報を表示する。
セカンダリ— 2次キャッシュからの相手についての情報を表示する。
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注: この例では、2次キャッシュからの相手についての情報は示されています。
 
送信されたパケットの数を含む CDP カウンターを、表示するステップ 5. （オプションの）は受
け取り、checksumエラーは、次を入力します:
 
SG350X#SHOW cdp tlv [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、インターフェイス ge1/0/1 のための CDP カウンターは表示する。
 
ステップ 6 送信されたパケットの数を含む CDP カウンターを、表示する受け取り、checksumエ
ラーは、次を入力します:
 
SG350X#SHOW CDP[  | interface-id]

 
グローバル—グローバル なカウンターだけ表示する。
interface-id —カウンターが表示する必要があるポート。
 

カウンターは次を表示する:
 

出力されるパケット合計数—ローカルデバイスによって送信 される CDP アドバタイズメン
トの数。 この値が出力され、CDPバージョン 2 アドバタイズメント CDPバージョン 1 アド
バタイズメントの合計アウトプットフィールドであることに注目して下さい。
入力—ローカルデバイスによって受け取った CDP アドバタイズメントの数。 この値が入力
され、CDPバージョン 2 アドバタイズメント CDPバージョン 1 アドバタイズメントの合計
入力フィールドであることに注目して下さい。
Hdr 構文—ローカルデバイスによって受け取った悪いヘッダが付いている CDP アドバタイズ
メントの数。
Chksum エラー—回数は着信 CDP アドバタイズメントでチェックサム（確認）オペレーショ
ン壊れました。
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デバイスがときにそれらを受け取る伝達のためのアドバタイズメントパケットをアセンブル
し、解析するように試みていたときに memory — 回数にローカルデバイス アドバタイズメ
ント キャッシュテーブルで CDP アドバタイズメントを保存する十分なメモリがありません
でした。
無効—受け取った無効 な CDP アドバタイズメントの数。
出力される CDPバージョン 1 アドバタイズメント— CDPバージョン 1 アドバタイズメント
の数はローカルデバイスによって送信 しました。
入力される CDPバージョン 1 アドバタイズメント—ローカルデバイスによって受け取った
CDPバージョン 1 アドバタイズメントの数。
出力される CDPバージョン 2 アドバタイズメント— CDPバージョン 2 アドバタイズメント
の数はローカルデバイスによって送信 しました。
入力される CDPバージョン 2 アドバタイズメント—ローカルデバイスによって受け取った
CDPバージョン 2 アドバタイズメントの数。
 

 
注: この例では、グローバル な CDPトラフィックの詳細は表示する。
 
CDPトラフィックをリセットするステップ 7. （オプションの）は 0 に、入力します次を逆らい
ます:
 
SG350X#CLEAR cdp [  | interface-id]

 
グローバル—クリア グローバル なカウンターだけ。
interface-id —クリアする必要があるカウンターのインターフェイス 識別子を規定 します。
 

 
注: この例では、インターフェイス ge1/0/2 のための CDPトラフィックはゼロにリセットされま
す。
 
CDPキャッシュ 表を削除するステップ 8. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#CLEAR CDP

 



 
スイッチの特権EXECモードのステップ 9. （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:
 
SG350X#COPY running-config startup-config

 

 
上書きファイル[startup-config]….ステップ 10. （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 によって今スイッチの CDP コンフィギュレーションの設定を表示するか、またはクリアする
必要があります。
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