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設定 Command Line Interface （CLI）によるス
イッチのグリーン イーサネットポート設定 

目標
 

グリーン イーサネットは環境に優しいおよびデバイスの消費電力を減らすように設計され
ているいくつかの特性のための Common Name です。 エネルギー効率が良いイーサネット
（EEE ギガバイト ポートが付いているデバイスだけ EEE と有効に なる一方）とは違って
、グリーン イーサネット エネルギー検出はすべてのポートで有効に なります。
 
グリーン イーサネット機能は全面的な電源使用方法を次のように減らすことができます:
 

エネルギー 検出 モード—非アクティブ リンクで、ポートは非アクティブ モードにポー
ト アップの管理 ステータスを保存している間移行し、電源を節約します。 このモード
からの完全なオペレーショナル モードへのリカバリはファースト、透過的であり、帯
は失われません。 このモードは Gigabit Ethernet （GE）および Fast Ethernet
（FE）両方ポートでサポートされます。 このモードはデフォルトで無効に なります。
短到達距離 モード—この機能はケーブルの短い長さで電源保存を提供します。 ケーブ
ル長が分析された後、電源使用方法はさまざまなケーブル長ができるように調節されま
す。 従ってケーブルが 10 ギガビット ポートのための 30 のメーターおよびポートの他
の型のための 50 のメーターより短い場合、デバイス使用ケーブル、保存エネルギー上
の帯を送信 するより少ない電源。 このモードは RJ45 GE ポートだけでサポートされ、
コンボ ポートに適用しません。 このモードはデフォルトで無効に なります。
 

グリーン イーサネット設定はグローバルにおよび/またはスイッチ インターフェイスごとに
行うことができます。 この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によ
ってスイッチのグリーン イーサネットポート設定を行う提供します。
 
注: 学ぶために Webベース ユーティリティによってスイッチのグリーン イーサネットポー
ト設定を行う方法を手順のためにここをクリックして下さい。
  

適当なデバイス
 

Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

設定 CLI によるスイッチのグリーン イーサネットポート設定
 
スイッチのグリーン イーサネットポート設定を表示して下さい

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=2541
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=2541
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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。
 

 
注: 利用可能なコマンドかオプションはデバイス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。 スイッチの現在のグリーン イーサネットコンフィギュレーションおよび情
報を表示するために、特権EXECモードで次のコマンドを入力して下さい:
 

 
次のオプションがあります。
 

interface-id — （オプションの）特定のイーサネットポートの現在のグリーン イーサネ
ット 情報を表示する。
詳しい— （オプションの）スイッチおよびポートのための現在のグリーン イーサネッ
ト 情報を表示する。
 

注: この例では、特定のインターフェイスのグリーン イーサネット 情報を表示するのにグ
リーン イーサネット GE1/0/5 がコマンド使用されていることを示して下さい。
 

 
スイッチのエネルギー 検出 モードのエネルギー検出 モード エリア ディスプレイ 現在のス
テータス。 デバイスがアクティブ リンク パートナーに接続されないときこれが電源を節約
するのに使用されています。
 
短到達距離 モード エリアはスイッチの短到達距離の現在のステータスを表示する。 これは
リンクが普通処理できるよりより少ない電源とリンクを実行することを可能にします。
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ディセーブル ポートLED モード エリアはスイッチのポート 発光ダイオード （LED）の現
在のステータスを表示する。 このオプションが無効に なるとき、LED はリンクステータス
を、アクティビティ、等表示する。 ディセーブル ポートLED 機能はデバイス LED によっ
て消費される電源を節約します。 デバイスが専有されていない余地に頻繁にあるので、こ
れらの LED を持っていることはですエネルギーの無駄点灯しました。 グリーン イーサネッ
ト機能は必要とならないときリンク、速度および Power over Ethernet （PoE）のためのポ
ートLED を無効に することを可能にします。 それはまたデバッグのために必要なら、接続
追加デバイス、等 LED を有効に することを可能にします。 デフォルト設定は「無効」です
。
 
電源保存エリアはグリーン イーサネットおよび短到達距離モードが動作するとき保存され
る電力量を表示する。 EEE 電源保存はそれがダイナミックで、ポート使用率に対応するの
で考慮に入れられません。
 
累積エネルギー保存されたエリアは最後のスイッチ 再度ブートするから保存されるエネル
ギーの量を示します。 この値は電源保存に影響を与えるイベントがあるたびに更新済です
。
 
短到達距離 ケーブル長 しきい値 エリアは機能するために短到達距離 モードのための最小
ケーブル長を表示する。 デフォルト設定は 50m です。
 

 
ポート設定 表は次を表示するものです:
 

 
port — ポート番号。
エネルギー 検出—ポートのエネルギー 検出 モードの状態。
 

- Admin -はエネルギー 検出 モードが有効に なるかどうか示します。
 
-オペレーション—エネルギー 検出 モードが現在正常に動作しているかどうか示しま
す。
 
-原因—エネルギー 検出 モードが正常に動作していないなぜか原因。 有効値はリンク
（LU）アップし、リンクします（LD）。
 

短到達距離—ポートの短到達距離 モードの状態。
 

- Admin -は短到達距離 モードが有効に なるかどうか示します。
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-強制—短到達距離強制モードがインターフェイスで有効に なるかどうか示します。
 
-オペレーション—短到達距離 モードが現在正常に動作しているかどうか示します。
 
-原因—短到達距離 モードが正常に動作していないなぜか原因。 有効値はリンク
（LU）アップし、リンクします（LD）。
 

VCT ケーブル長—メートルの仮想 な ケーブルテスター（VCT）ケーブル長。
 

CLI によって今正常にスイッチの特定のポートのグリーン イーサネット設定を表示する必
要があります。
  

設定 スイッチのグリーン イーサネットポート設定
 

ステップ 1.次の入力によってスイッチのグローバル コンフィギュレーション モードを開始
して下さい:
 

 
ステップ 2.次の入力によって設定したいと思うインターフェイスに入って下さい:
 

 
注: この例では、使用されるインターフェイスは GE1/0/5 です。
 

 
インターフェイスのエネルギー 検出 モードを有効に するステップ 3. （オプションの）は
次を入力します:
 

 
注: この例では、エネルギー 検出 モードは有効に なります。 インターフェイスのこの機能
を無効に するために、グリーン イーサネット エネルギー検出 コマンドを入力しないで下
さい。 設定しているインターフェイスがアクティブ、受け取ればポート アクティビティに
関する通知 メッセージをなら。
 

 
重要： 短到達距離 モードを有効に したいと思う場合 EEE モードは最初に無効に する必要
があります。
 
スイッチの EEE を無効に するステップ 4. （オプションの）は次を入力します:
 



 
注: この例では、EEE は無効に なります。 この機能を有効に するために、eee enable コマ
ンドを入力して下さい。
 

 
インターフェイスの短到達距離 モードを有効に するステップ 5. （オプションの）は次を入
力します:
 

 
注: この例では、短到達距離 モードは有効に なります。 インターフェイスのこの機能を無
効に するために、グリーン イーサネット 短到達距離 コマンドを入力しないで下さい。
 

 
ステップ 6.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。
 

 
CLI によって今うまくスイッチの特定のポートのグリーン イーサネット設定を行う必要が
あります。
  

スイッチのグリーン イーサネットポート設定を確認して下さい
 

ステップ 1： 特権EXECモードでは、次の入力によってインターフェイスの行われたグリー
ン イーサネット設定を確認して下さい:
 

 
注: この例では、グリーン イーサネット GE1/0/5 がコマンド使用されることを示して下さい
。
 



 
すべてのインターフェイスのポート設定をチェックするステップ 2. （オプションの）は次
を入力します:
 

 

 
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・ファイルに行われた設
定を保存するステップ 3. （オプションの）は次を入力します:



 

 
ステップ 4. （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
押しません上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われれば。
 

 
注: この例では、Y は押されます。
 
CLI によって今正常にスイッチのポートのグリーン イーサネット設定を確認する必要があ
ります。
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