
ESW2-350G スイッチのリンク層 Discovery
Protocol（CDP） （LLDP）ローカル情報 

目標
 

ネットワーク管理者がマルチベンダ環境のネットワーク管理を解決し、修正することを可能
にするリンク層は Discovery Protocol（CDP） （LLDP）プロトコルです。 LLDP は管理情
報ベースでデータを保存する隣接デバイスに識別、設定および機能をアドバタイズすること
をデバイスが可能にします。
 
LLDP ローカル情報 ページの表示専用フィールドが示すものをこの資料に説明されています
。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

LLDP ローカル情報
 

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-
LLDP > LLDP ローカル情報 『管理』 を選択 し。 LLDP ローカル情報 ページは開きます:
 



 



 
 
ステップ 2.インターフェイス ドロップダウン リストから望ましいインターフェイスを選択
して下さい。 
 
グローバル な エリアは次の情報を表示する:
 

• シャーシ ID サブタイプ—シャーシ ID の種類（MAC アドレスのような）。
 
• シャーシ id — シャーシの識別子（たとえば、シャーシ ID サブタイプが MAC アドレス
なら、シャーシ ID はスイッチの MAC MAC アドレスです）。
 
• システム 名—スイッチの名前。
 
• システム 記述—スイッチの記述。
 
• サポートされたシステム ケイパビリティ—デバイスの主たる機能（たとえば、ブリッジ
、WLAN AP、またはルータ）。
 
• 対応システム capabilities — デバイスのプライマリ イネーブルになった機能か機能。
 
• ポート ID サブタイプ—示されているポート識別子の種類。
 
• ポート ID —ポートの識別子。
 
• ポートの種類についてのポート 情報それは、イーサネットのようなまたはギガビット イ
ーサネット（802.3z） description —あります。



管理アドレス エリアはローカル LLDP エージェントのアドレスを表示します。 アドレスは
次の要素が含まれています:
 

• アドレス サブタイプ—管理IPアドレスの種類は管理アドレス フィールドで表示する。
 
• address — 管理 使用のために最も適切な戻りアドレス。
 
• インターフェイス サブタイプ—インターフェイス番号を定義するのに使用される番号の
方式。
 
• インターフェイス番号—管理アドレスと関連付けられる特定のインターフェイス。 
 

MAC/PHY はエリアを表示する次の情報を詳述します:
 

• サポートされるオート ネゴシエーション—オート・ネゴシエートされたポート速度 サポ
ート ステータス。
 
• オート ネゴシエーション enabled —オート・ネゴシエートされたポート速度 活動状況。
 
• 1000 BASE-T 半二重モードまたは 100BASE-TX フルデュプレクスモードのようなオー
ト ネゴシエーションによってアドバタイズされる capabilities —オート・ネゴシエートさ
れたポート速度機能。
 
• 操作上 MAU type —メディア・アタッチメント・ユニット（MAU）はネットワークにデ
ジタルデータ 変換、イーサネット コリジョン衝突検出およびビット インジェクトのよう
な物理層 機能を行います。 
 



 
注: 物理層との 802.3 取り引きおよびメーターのデータ レート、メディア タイプおよび最
大長のようなネットワークのデータリンク層規格（たとえば、10BAse5 （イーサネットネ
ットワークは） 10 メガビット/伝送速度、ベースバンド メディアおよび 500 のメートル セ
グメント二番目を規定 します）。 エネルギー効率が良いイーサネットのための 802.3az ま
たはバックプレーンのための 802.3ap のような規格の下位範疇があります。
 
803.2 詳細 エリアは次の情報を表示する:
 

• 802.3 最大フレームサイズ—最大は IEEE 802.3 フレームサイズをサポートしました。
 



 
注: リンク 集約がスループットを増加し、リンク障害の場合には冗長性を提供するためにマ
ルチプルネットワーク接続を並行して結合するのに使用されています。
 
802.3 リンク 集約 エリアは次の情報を表示する:
 

• 集約機能—インターフェイスが他結合するとことができるかどうか表示する。
 
• 集約は status — インターフェイスが現在集約されるかどうか表示する。
 
• 集約 ポート ID —デバイスによってアドバタイズされる集約されたインターフェイス ID
を表示する。
 



 
注: LLDP メディア エンドポイント探索（MED）はメディア エンドポイント デバイスをサ
ポートするために追加機能を提供する LLDP の拡張です。 MED はアドバタイズメントを有
効に し、位置 データベースの作成を可能にするためにネットワークのディスカバリは、デ
バイス 位置 ディスカバリおよびトラブルシューティング情報ポリシングを行ないます。
Details ページ MED は次の情報を表示する:
 

• サポートされる機能—選択されたポートでサポートされる MED 機能。
 
• 現在の capabilities — ポートで現在 有効に なる MED 機能
 
• デバイス クラス—ポートに接続する LLDP-MED デバイスのエンドポイント クラス。 可
能性のある デバイス クラスは次のとおりです:
 

–エンドポイント クラス 1 —その一般的 な エンドポイント クラスは基本的な LLDP サー
ビスだけ提供します。
 
–エンドポイント クラス 2 —メディア ストリーミング機能、またすべての基本 LLDP サ
ービスを提供するメディア エンドポイント クラス。
 
–エンドポイント クラス 3 — 911 を提供する通信デバイス クラス、他の 2 つのクラスに
よって提供されるサービスに加える位置、レイヤ2スイッチ サポートおよびデバイス情報
マネージメント能力。
 

• PoE デバイスの種類—ポート Power over Ethernet （PoE）タイプ。 たとえば、動力を
与えられる。
 
• PoE 入力電源—ポートの入力電源。



• PoE はポートの電力優先順位に priority —動力を与えます。
 
• PoE 電源値—ポートの電源値
 
• ハードウェアリビジョン—ハードウェアバージョン数。
 
• ファームウェアリビジョン—ファームウェアのバージョン 番号。
 
• シリアル番号—デバイスのシリアル番号。
 
• 製造業者 name — デバイスの製造業者名前。
 
• デバイスのモデル名前を name —模倣して下さい。
 
• 資産 id — デバイスの資産 ID。
 

 
ローカルな情報 エリアは次の情報を表示する:
 

• 市民—住所。
 
• 調整します—マップ座標（緯度、経度、高度）。
 
• ECS ELIN —非常呼出サービス緊急事態の発生場所 識別番号。
 

注: 上の情報は標準 ANSI-TIA- 1057 に関して示されています。
 
ネットワーク ポリシー 表は次の情報を表示するものです:
 



• アプリケ− ションタイプ—音声のようなタイプを、表示する。
 
• VLAN id — ネットワーク ポリシーが定義される VLAN ID。
 
• ネットワーク ポリシーのために定義される VLAN type — VLAN タイプ。 次の値が使用
できます。
 

–タグ付けされた—タグ付けされた VLAN のために定義されるネットワーク ポリシー。
 
–タグが付いていない—タグなしVLAN のために定義されるネットワーク ポリシー。
 

• ユーザ優先順位—ネットワーク ポリシーのためのユーザ優先順位。
 
• dscp — ネットワーク ポリシー DSCP。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はポートのためのポートステータスを表示するために LLDP
ポートステータス 表をクリックします。
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