
●

●

●

●

CLI によるスイッチの設定 Smartport Properties 
目標
 
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オート
smartport プロパティを設定する提供します。
 
Webベース ユーティリティの smartports を設定するために、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
  

[Software Version]
 

2.3.0.130
  

設定 Smartport Properties
 
設定 グローバル な Smartport Properties
 
smartport は、有効に されたとき、スイッチがそれに接続されるデバイスの種類を識別するよう
にします。 Cisco Discovery Protocol（CDP）や層 リンクを Discovery Protocol（CDP）設定する
ことによって有効に なることができます（LLDP）。
 
CDP は他の直接接続された Ciscoイクイップメントについての情報を共有するのに使用する独自
のデータリンク層プロトコルです。 CDP は隣接デバイスにデバイス、オペレーティングシステ
ムのバージョン、IP アドレス、設定および機能の種類をアドバタイズすることをデバイスが可能
にし、次に管理情報ベースで保存します。
 
相手ヘルプ間で共有される情報は必要なローカル エリア ネットワーク （LAN）に新しいデバイ
スを追加するために時間を減らし、また多くのコンフィギュレーションに関する問題を解決する
のに必要な詳細を提供します。
 
LLDP は CDP と同じ機能を行います。 違いは LLDP がベンダー相互運用性を確保し、CDP が
Cisco 所有物であることです。
 
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 で
す。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、それらの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://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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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。
 
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 スイッチの Smartports オート管理上のグローバル状態を設定するために、次を入力し
て下さい:
 
SG350X(config)#macro [  |  | ] 
 
注: OUI 音声 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）が有効に なる場合オート
Smartport をグローバルに 有効に することができません。
 

イネーブルになった-オート Smartport 管理上のグローバルおよびオペレーショナル ステート
は有効に なります。
無効-オート Smartport 管理上のグローバルおよびオペレーショナル ステートは無効に なり
ます。
制御された-オート Voice VLAN が作動中のときオート Smartport 管理上のグローバルおよび
オペレーショナル ステートは有効に なります。 自動 Smartport 管理状態が制御されている
場合、自動 Smartport オペレーショナル ステートは Voice VLAN マネージャによって次の通
り管理され、設定 されます:
 

- Smartport オート オペレーショナル ステートは OUI Voice VLAN が有効に なるとき無効に なり
ます。
 
- Smartport オート オペレーショナル ステートはオート Voice VLAN が有効に なるとき有効に な
ります。
 
注: オート Smartport のステータスに関係なく、Smartport 関連する型に常に手動で Smartport マ
クロを適用できます。 Smartport マクロは組み込みマクロまたはユーザが定義するマクロです。
 

ステップ 4 CDP 機能情報が接続デバイスの種類を識別することを可能にするために次を入力して
下さい:
 

SG350X(config)#macro  cdp 
 
注: この例では、CDP は有効に なります。
 
ステップ 5 接続デバイスの種類を識別するために LLDP 機能情報を使用して有効に なるために次
を入力して下さい:
 

SG350X(config)#macro  lldp 
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注: この例では、LLDP は有効に なります。 これは LLDP がスイッチで接続されたデバイスの種
類を検出する、識別するようにします。
 
ステップ 6 指定された型のデバイスの自動 検出を有効にするために、次を入力して下さい:
 
[smartport ] [ SG350X(config)#macro  | ] 

 
smartport 型-ホスト、ip_phone、ip_phone_desktop、スイッチ、ルータまたはワイヤレスア
クセスポイント（ap）の Smartport 型オート検出。
 

注: デフォルトで、ip_phone のオート検出、ip_phone_desktop、スイッチおよびワイヤレスアク
セスポイント（ap）は有効に なります。
 

注: この例では、IP Phone のオート検出は有効に なります。
 
Smartport 組み込みマクロのデフォルト オート Smartport 値を取り替えるステップ 7. （オプショ
ンの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#macro [smartport ] [] 

 
smartport 型-プリンタ、デスクトップ、ゲスト、サーバ、ホスト、ip_camera、ip_phone、
ip_phone_desktop、スイッチ、ルータまたはワイヤレスアクセスポイント（ap）の
Smartport 型オート検出。
パラメータ名値-パラメータ名および値を規定 します。 これらはマクロ オート ユーザ
smartport マクロコマンドで定義される組み込みまたはユーザが定義するマクロのパラメータ
です。
 

注: デフォルトで、Smartport 各型は組み込みマクロのペアと関連付けられます: 設定を適用する
マクロ、および設定を取除く反マクロ（マクロ無し）。 Smartport 型は_無しで前に付けられて反
マクロが対応した組み込み Smartport マクロの名前と同じ、です。 パラメータ $voice_vlan の値
はこのコマンドによって変更することができません。
 



 
注: この例では、スイッチはパラメータ $native_vlan 1.で設定されます。
 
ステップ 8 スイッチの特権EXECモードに戻るために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#exit 
 

 
ディスカバリプロトコルが有効に なる デバイスの種類が自動的に検出する、マクロ オート プロ
セス情報を表示するステップ 9. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#SHOW   
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今うまくスイッチの Smartport グローバル なプロパティを設定する必要があります。
  
インターフェイスの設定 Smartport Properties
 
smartport マクロはユーザが定義する一組の Cisco IOS Command Line Interface （CLI）コマンド
です。 それは一般的な設定をすぐに、容易に、および一貫して設定することを可能にします。 そ
れはネットワークデバイスのための機能、設定および通信を有効に します。
 
Smartport マクロはマクロ名、またはマクロと関連付けられる Smartport 型によってインターフ
ェイスに適用することができます。 マクロ名による Smartport マクロを適用することは CLI によ
ってしかすることができません。
 
注: マクロがインターフェイスに適用されるとき、現在のインターフェイス コンフィギュレーシ
ョンは失われません。 新しいコマンドはインターフェイスに追加され、実行コンフィギュレーシ
ョン ファイルで保存されます。
 
注: インターフェイスが IP Phone、プリンタ、ルータ、または Access Point （AP）に接続され
る場合ネットワーク アクセスおよびサービス品質（QoS）必要条件は変わります。
 
Smartport Cisco が提供 したマクロに関する詳細については、ここをクリックして下さい。
 
インターフェイスに Smartport 型によって Smartport マクロを適用する 2 つの方法があります:
 

静的な Smartport -インターフェイスに手動で Smartport 型を割り当てます。 結果はインター
フェイスに Smartport 対応するマクロ適用されますです。 接続装置が CDP や LLDP によっ
てディスカバリを可能にしない場合、それらは望ましいインターフェイスに静的に割り当て
る必要があります。
オート Smartport -オート Smartport は設定を適用する前にインターフェイスに接続されるべ
きデバイスを待っています。 デバイスがインターフェイスから検出するとき、（割り当てら
れた場合） Smartport マクロは接続デバイスの Smartport 型に対応する自動的に適用されま
す。 このコマンドはデフォルトで有効になっています。
 

Smartport 型がインターフェイスに加えられるとき、Smartport 関連するマクロの Smartport 型お
よび設定は実行コンフィギュレーション ファイルで保存されます。 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・ファイルに実行コンフィギュレーション ファイルを保存
する場合、デバイスは再度ブートするの後でインターフェイスに次の通り Smartport 型および
Smartport マクロを適用します:
 

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・ファイルがインターフェ

/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/cli_guide/CLI_Tesla_SG350X_SG350XG_2_2_5.pdf
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イスに対する Smartport 型を規定 しない場合、Smartport 型はディフォルトするために設定
されます。
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・ファイルが Smartport 静
的な型を規定 する場合、インターフェイスの Smartport 型はこの静的な型に設定 されます。
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・ファイルがオート
Smartport によって動的に割り当てられた Smartport 型を規定 すれば:
Smartport オート グローバル な オペレーショナル ステート、インターフェイス オート
Smartport 状態および耐久性があるステータスがすべてのイネーブルなら、Smartport 型はこ
の動的な型に設定 されます。
他に、対応した反マクロは適用し、インターフェイス ステータスはディフォルトするために
設定 されます。
 

スイッチの特定のインターフェイスの Smartport 設定を行うために、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 
 
呼び出します。 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 ge1/0/19 

 
interface-id -設定されるべきインターフェイス ID を規定 します。
 

注: この例では、インターフェイス ge1/0/19 は設定されています。 Cisco 8861 IP Phone はこの
ポートに接続されます。 静的に同じプロトコルでポート範囲を設定するために、ge1/0/[starting
ポート番号を入力しま-ポート番号を終了します]
 
ステップ 3 インターフェイスの Smartport オート機能を有効に するために、次を入力して下さい
:
 

SG350X(config-if)#macro  smartport 
 
注: この例では、オート Smartport はインターフェイスで有効に なります。
 
Smartport 耐久性があるインターフェイスとしてインターフェイスを設定 するステップ 4. （オプ
ションの）は次を入力します:
 
 SG350X(config-if)#macro  
 
注: Smartport 耐久性があるインターフェイスはダイナミック コンフィギュレーションを以下の場
合保ちます: down/up、接続デバイス経過時間、および再度ブートするをリンクして下さい。 永
続性および再度ブートするを渡って有効である Smartport 設定に関しては実行コンフィギュレー
ション ファイルはスタートアップ 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
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に保存する必要があります。
 

 
注: この例では、オート耐久性があるインターフェイスで有効に なります。
 
ステップ 5 手動でにまたは静的に インターフェイスに Smartport 型を、入力します次を割り当て
て下さい:
 
SG350X(config-if)#macro  smartport [smartport ] 

 
パラメータ名値-プリンタ、デスクトップ、ゲスト、サーバ、ホスト、ip_camera、
ip_phone、ip_phone_desktop、スイッチ、ルータまたはワイヤレスアクセスポイント
（ap）のような Smartport 型を規定 します。
 

 
注: この例では、IP Phone のインターフェイス ge1/0/19 は静的に割り当てられます。
 
ステップ 6.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 
 

 
ステップ 7 すべての Smartports または特定の 1 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   [interface-id | ] 

 
interface-id -イーサネットインターフェイスまたはポート チャネルのようなインターフェイ
ス 識別子。
詳しい-現在のポートに加えて非提供ポートのための情報を表示する。
 



 
注: この例では、インターフェイス ge1/0/19 の Smartport オート情報は表示する。
 
スイッチの特権EXECモードのステップ 8. （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]…プロンプトが現われればステップ 9. （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。
 

 
今うまくスイッチの特定のポートの Smartport 設定を行いました。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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