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SG350XG および SG550XG の CDP 設定 
目的
 

Cisco Discovery Protocol（CDP）はプロトコルです他の接続された 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ている。 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 SG350XG および SG550XG シリーズ 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。
 
この資料の目標は SG350XG および SG550XG のグローバル な、個々の CDP 設定を行う
方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

SG350XG
SG550XG
  

[Software Version]
 

v2.0.0.73
  

CDP 設定
 
グローバル プロパティ
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > ディスカバリ–
CDP > Properties 『管理』 を選択 し。 Properties ページは開きます。
 



 
呼び出します。 CDP Status フィールドでは、スイッチの CDP をアクティブにするために 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。 基本的な表示 モードを使用している場合
、ステップ 14 にスキップして下さい。 ステップ 4.にイネーブルになった CDP、スキップ
すれば。
 

 
注: Web ユーティリティの右上隅の表示 モードはドロップダウン リストを使用して変更す
ることができます。
 
ステップ 3 フィールドを処理する CDPフレームでは CDPパケットを受信するときスイッチ
にとってほしい処置に相当して Radio ボタンを選択して下さい。 このフィールドは CDP
がスイッチで有効に ならない場合その時だけ利用できます。 オプションを選択した後、ス
テップ 11.にスキップして下さい。
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次のオプションがあります。
 

ブリッジング– VLAN に基づいてパケットを転送して下さい。
フィルタリング–パケットを削除して下さい。
あふれること–から起こしたポートを除いてすべてのポートに CDPパケットを、転送します
。
 

ステップ 4 CDP Voice VLAN アドバタイズメント フィールドでは、スイッチを有効に なる
CDP があるチェックし、voice VLAN のメンバーでであって下さいすべてのポートの CDP
上の voice VLAN をアドバタイズしてもらうように Enable チェックボックスを。
 

 
ステップ 5 CDP 必須 TLVs 検証 フィールドでは、必須 TLV （Type-Length-Value）が含ま
れていない着信 CDPパケットを廃棄するために Enable チェックボックスをチェックして下
さい。
 

 
ステップ 6 CDPバージョン フィールドで、選択するために使用するべき CDP のバージョ
ン Radio ボタンを選択して下さい（2） バージョン 1 かバージョン。
 



 
ステップ 7 CDP 一時待機時間 フィールドで、CDPパケット 時間数の判別するために Radio
ボタンを保持されます廃棄される前に選択して下さい。 デフォルト時間数（180 秒）を 10
– 255 秒間のカスタム時間数を規定 するのに使用するように使用 デフォルトをまたはユー
ザが定義する選択して下さい。
 

 
ステップ 8 CDP 伝送速度 フィールドで、秒の CDPパケットの伝送速度を判別するために
Radio ボタンを選択して下さい。 デフォルト時間数（60 秒）を 5 – 254 秒間のカスタム時
間数を規定 するのに使用するように使用 デフォルトをまたはユーザが定義する選択して下
さい。
 

 
ステップ 9： デバイスID 形式 フィールドで、デバイスID の形式がであるもの判別するため
に Radio ボタンを選択して下さい。 デバイスID、シリアル番号またはホスト名としてスイ
ッチの MAC アドレスをシリアル番号をホスト名を使用するのに使用するのに使用するよう
に MAC アドレスを選択して下さい。



 
ステップ 10： ソースインターフェイス フィールドで、IP アドレスが発信 CDPパケットの
TLV フィールドに置かれるものを判別するために Radio ボタンを選択して下さい。 発信イ
ンターフェイスの IP アドレスをインターフェイス フィールドのドロップダウン リストから
インターフェイスを（選択したインターフェイスの IP アドレスは使用されます）選択する
のに使用するように使用 デフォルトをまたはユーザが定義する選択して下さい。
 

 
ステップ 11： Syslog Voice VLAN ミスマッチ フィールドでは、voice VLAN ミスマッチが
検出するとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスをチェックし
て下さい。 Vlan不整合は着信 フレームの VLAN 情報がローカルデバイスのアドバタイズさ
れた機能を一致するときあります。
 

 
ステップ 12： Syslog ネイティブVLANミスマッチ フィールドでは、ネイティブVLANミス
マッチが検出するとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスをチ
ェックして下さい。
 

 
ステップ 13： Syslog 二重モードのミスマッチ フィールドでは、二重モードのミスマッチ
が検出するとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボックスをチェック
して下さい。
 



 
ステップ 14： [Apply] をクリックします。
 

  
Properties をインターフェイスさせて下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > ディスカバリ–
CDP > インターフェイス設定『管理』 を選択 し。 Settings ページ インターフェイスは開
きます。
 



 
注: このページは高度表示 モードだけで利用できます。 Web ユーティリティの右上隅の表
示 モードはドロップダウン リストと変更することができます。
 
呼び出します。 CDP インターフェイス設定表で、編集…ボタンを設定し、クリックしたい
と思うインターフェイスの Radio ボタンを選択して下さい。 編集 CDP インターフェイス
Settings ウィンドウは開きます。
 

 
注: スイッチがスタックの一部である場合、表の上でドロップダウン リストを使用すること
によってスタックの他のユニットのインターフェイスを表示することができます。
 
ステップ 3 インターフェイス フィールドは CDP インターフェイス設定表で選択されるポー
トを表示する。 設定するためにそれぞれ別のユニットおよびポートを選択するのにユニッ
トおよびポート ドロップダウン リストを使用できます。
 



 
ステップ 4 CDP Status フィールドでは、規定 される ポート上で CDP を有効に するため
に Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 5 Syslog Voice VLAN ミスマッチ フィールドでは、voice VLAN ミスマッチが規定
される ポートで検出するとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボック
スをチェックして下さい。 Vlan不整合は着信 フレームの VLAN 情報がローカルデバイスの
アドバタイズされた機能を一致するときあります。
 

 
ステップ 6 Syslog ネイティブVLANミスマッチ フィールドでは、ネイティブVLANミスマッ
チが規定 される ポートで検出するとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェッ
クボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 7 Syslog 二重モードのミスマッチ フィールドでは、二重モードのミスマッチが規
定 される ポートで検出するとき syslog メッセージを送信 するために Enable チェックボッ
クスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。 変更は規定 された ポートに加えられます
。 Settings ページ インターフェイスへ戻らないで別のポートを設定するのにインターフェ
イス フィールドを使用できます。
 

 
ステップ 9： すぐに別のポートにポートの設定をコピーするために、Radio ボタンを選択し
、コピー設定…ボタンをクリックして下さい。 コピー Settings ウィンドウは開きます。
 



 
ステップ 10： テキスト フィールドでは、ポートを入力すればそのポート（カンマで分かれ
る）特定のポートの設定をにコピーしたいと思います。 またポート範囲を入力することが
できます。
 

 
ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定はコピーされます。
 

 


	SG350XG および SG550XG の CDP 設定
	目的
	適当なデバイス
	[Software Version]
	CDP 設定
	グローバル プロパティ
	Properties をインターフェイスさせて下さい



