
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの Cisco
Discovery Protocol（CDP） Properties 

目標
 

Cisco Discovery Protocol（CDP）が主に近隣デバイスのプロトコル アドレスを得、それら
のデバイスのプラットフォームを検出するのに使用されています。 CDP もインターフェイ
スについての情報にルータ使用を示すのに使用することができます。
 
この資料の目標は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの Properties の Cisco Discovery
Protocol（CDP）設定を助けることです。
 
次の設定が完了する必要があるスイッチの CDP を設定するため: 
1.設定 CDP プロパティ、この技術情報でカバーされる。 
2. Settings ページ インターフェイスですることができる各インターフェイスのための設定
CDP。 
3. Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの記事 Smartport 設定で（カバーされる設定
Smartport 特性は、これオート Smartport が CDP デバイスの機能を確認すればのに使用さ
れている場合）必要です。
  

適当なデバイス
 

• Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

Cisco Discovery Protocol（CDP） Properties
 

ステップ 1. WEB ベース 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:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2827
ukp.aspx?vw=1&articleid=2827


 
スイッチの CDP を有効に するステップ 2. （オプションの）は CDP Status フィールドの 
Enable チェックボックスをチェックします。
 

 
タイムセーバ: ステップ 2 に従う場合、CDPフレーム処理設定は自動的に無効に なります。
ステップ 4.にスキップして下さい。
 
ステップ 3 CDPフレーム処理フィールドで、パケットが従われた基準と受信される場合取
るべき 処置を示す Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• ブリッジング— VLAN に基づいて着信 CDPパケットを転送します。
 
• フィルタリング—着信 CDPパケットを削除します。
 
• あふれること—入力ポート以外すべてのポートに着信 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、すべてのイネーブルに
なった CDP ポート上で voice VLAN アドバタイズメントを有効に 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 CDP 必須 TLV の確認フィールドでは、必須タイプ長さ 値（TLVs）が含まれな
いし、無効な Error カウンターを増分する着信 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、望ましい CDPバージョンの Radio ボタンをクリ
ックして下さい。
 

• バージョン 1 —これはネットワークで Ciscoデバイスのディスカバリのために使用され
た CDP の最初のバージョンです。 このバージョンは下位互換性のために主に使用されま
す。
 
• バージョン 2 —これはエラーを見つけ出し、高価なダウンタイムを最小化するのに使用
されている、急速なレポーティング メカニズムのような機能を高めた CDP のほとんどの
最近のバージョンです。 それはネイティブ VLAN ID かポート デュプレックス状態が接続
デバイスの間で一致する 例をトラッキングすることを可能にします。 これはすべてのス
イッチの既定のバージョンです。
 

ステップ 7 CDP 一時待機時間フィールドで、それらを廃棄する前に CDPパケットが保持さ
れるの時間を割り当てる望ましい方法の Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• 使用は default —これデフォルト値を割り当てます。 既定の時刻は 180 秒です。
 
• ユーザが定義する—秒に望ましい時間に入ることを許可します。 それは 10 秒から 255
秒の間にであるはずです。
 

ステップ 8 CDP 伝送速度 フィールドで、CDP アドバタイズメントが送信 する必要がある
比率を割り当てる望ましい方法の Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 使用は default —これデフォルト値を割り当てます。 デフォルト率は 60 秒です。
 
• ユーザが定義する—秒に望ましい比率を入力することを許可します。 それは 5 秒から
254 秒の間にであるはずです。 
 

ステップ 9： デバイス ID フォーマット フィールドで、デバイス ID の望ましいフォーマッ
トの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 10： ソースインターフェイス フィールドで、フレームの TLV で使用されるべき
IP アドレスを与える望ましい方法の Radio ボタンをクリックして下さい。
 



 
• 使用は default — 発信インターフェイスの IP アドレス使用されます。
 
• ユーザが定義する—これはステップ 11.のインターフェイス フィールドで定義されるイ
ンターフェイスの IP アドレスを使用します。
 

注: 使用 デフォルトを選択する場合、ステップ 12 にスキップして下さい。
 
ステップ 11： インターフェイス フィールドで、ユニット/スロットおよびポート ドロップ
ダウン リストからポートを選択して下さい。
 
ステップ 12： （オプションの） voice VLAN ミスマッチがあるとき syslog メッセージを送
信 するために、Syslog Voice VLAN ミスマッチ フィールドの Enable チェックボックスを
チェックして下さい。
 

 
ステップ 13： （オプションの）ネイティブ Vlan不整合があるとき syslog メッセージを送
信 するために、Syslog ネイティブ Vlan不整合 フィールドの Enable チェックボックスをチ
ェックして下さい。
 
ステップ 14： （オプションの）デュプレックス情報 ミスマッチがあるとき syslog メッセ
ージを送信 するために、Syslog デュプレックスの不一致フィールドの Enable チェックボ
ックスをチェックして下さい。
 
ステップ 15： [Apply] をクリックします。 
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