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スイッチの設定 リンク層 Discovery
Protocol（CDP） （LLDP）メディア エンドポ
イント探索（MED）ネットワーク ポリシー設定 

目標
 

従来の LLDP がメディア エンドポイント デバイスをサポートすることができるようにリン
ク層 Discovery Protocol（CDP） （LLDP）メディア エンドポイント探索（LLDP MED）は
追加機能を提供します。 LLDP MED ネットワーク ポリシーは音声またはビデオのようなリ
アルタイムアプリケ− ションに使用する一組のコンフィギュレーションの設定です。 各々
の接続されたメディア エンドポイント デバイスへの発信 LLDP パケットにそれに含まれて
いたネットワーク ポリシーがあります。 MED はネットワーク ポリシーで定義されるよう
にトラフィックを送信 します。
 
LLDP は頻繁に使用されます Cisco Discovery Protocol（CDP）が、Cisco 独自のディスカバ
リプロトコル、使用することができないベンダー相互運用性を提供するために。 管理者は
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN） コンフィギュレーションのアドバタ
イズメントおよびそのポートの特定のアプリケーションの関連するレイヤ2 およびレイヤ3
属性のためにこれらのネットワーク ポリシーを使用します。 従って、電話は使用する必要
がある VLAN ID に約接続されるスイッチから通知を得ることができます。 これは電話があ
らゆるスイッチに接続し、VLAN ナンバーを得、呼制御の助けによってスイッチと通信し始
めるようにします。
 
注: 学ぶためにポートとネットワーク ポリシーを関連付ける方法を手順のためにここをクリ
ックして下さい。 ポリシーが送信 されるべきであるところで 1つ以上のネットワーク ポリ
シーおよびインターフェイスを手動で設定することができます。 それは手動で ネットワー
ク ポリシーおよび関連するインターフェイスに基づいて VLAN およびポート メンバーシッ
プを作成する責任です。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの LLDP MED ネットワーク ポリシー設定を行う提供
します。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
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
2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 LLDP MED ネットワーク ポリシー設定
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音声 アプリケーション用のイネーブル LLDP MED ネットワーク ポリシー
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示 モード ドロップダ
ウン リストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
注: この例では、SG350X-48MP スイッチは使用されます。
 

 
注: 持っていれば Sx300 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキップします。
 
ステップ 2. 『管理』 を選択 して下さい > ディスカバリ– LLDP > LLDP MED ネットワーク
ポリシー。
 

 
ステップ 3.音声 アプリケーション用の LLDP MED ネットワーク ポリシーのためのオート 
チェックボックスがチェックされることを確かめて下さい。 これはスイッチが自動的に音
声 アプリケーション用のネットワーク ポリシーを生成し、アドバタイズするようにします
。 このオプションはデフォルトでチェックされます。
 
注: ユーザはオート ボックスがチェックされる場合音声ネットワーク ポリシーを手動で設
定できません。
 



 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 5. （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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
今正常にスイッチの音声 アプリケーション設定のための LLDP MED ネットワーク ポリシ
ーを有効に する必要があります。
  

LLDP MED ネットワーク ポリシーを追加して下さい
 

ステップ 1. LLDP ネットワーク ポリシー 表の新しいネットワーク ポリシーを定義するため
に Add ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 2.ネットワーク ポリシー数ドロップダウン リストから作成されるべきポリシーの
数を選択して下さい。
 

 
注: この例では、1 つは選択されます。
 
ステップ 3.ネットワーク ポリシーがアプリケーション ドロップダウン リストから定義され
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るアプリケーション（トラフィック）の種類を選択して下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

音声—音声 アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい。
音声シグナリング—音声シグナリング アプリケーションにネットワーク ポリシーを適
用して下さい。
ゲスト音声—ゲスト音声 アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい
。
ゲスト音声シグナリング—ゲスト音声シグナリング アプリケーションにネットワーク
ポリシーを適用して下さい。
Softphone 音声— softphone 音声 アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用し
て下さい。
ビデオ会議—ビデオ会議アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい
。
ストリーミング ビデオ—ストリーミング ビデオ アプリケーションにネットワーク ポリ
シーを適用して下さい。
映像信号—映像信号アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい。
 

注: この例では、ゲスト音声は選択されます。
 
ステップ 4.トラフィックが VLAN ID フィールドで送信 する必要がある VLAN ID を入力し
て下さい。
 

 
注: この例では、100 つは使用されます。
 
ステップ 5. VLAN 組版面のための望ましいタグをクリックして下さい。
 

 
タグ付けされた—インターフェイスは選択された VLAN の選択された VLAN に送信さ
れるこのインターフェイスから送信されるメンバーおよびパケット持っています VLAN
ID とタグ付けされるパケットをです。
タグが付いていない—インターフェイスは VLAN ID と選択された VLAN の選択された



VLAN に送信されるこのインターフェイスから送信されるメンバーおよびパケット タグ
付けされませんです。 ポートは 1 VLAN にだけタグが付いていないように追加するこ
とができます。
 

注: タグ付けされるこの例では選択されます。
 
ステップ 6.このネットワーク ポリシーによって定義されるトラフィックに適用されるユー
ザ優先順位 ドロップダウン リストからトラフィック 優先順位を選択して下さい。 これは
サービス（CoS）値のコストです。 最少優先順位は 0 および 7 です高優先順位です。
 

 
注: この例では、3 つは選択されます。
 
ステップ 7. DSCP 値ドロップダウン リストからの相手が送信 する 適用業務 データと関連
付けるために Differentiated Services Code Point （DSCP）値を選択して下さい。 これはス
イッチに送信 する アプリケーショントラフィックをどのようにマークする必要があるか相
手を知らせます。 それは 0 から 63 まで及びます。
 

 
注: この例では、4 つは選択されます。
 
ステップ 8.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 9. （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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
今スイッチの音声 アプリケーション設定のための LLDP MED ネットワーク ポリシーの追
加に成功する必要があります。
  

LLDP MED ネットワーク ポリシーを編集して下さい
 

ステップ 1： エントリをチェックし、LLDP ネットワーク ポリシー 表の特定のエントリの
設定をアップデートするために『Edit』 をクリック して下さい。
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ステップ 2.ネットワーク ポリシーがアプリケーション ドロップダウン リストから定義され
るアプリケーションまたはトラフィックの種類を選択して下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

音声—音声 アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい。
音声シグナリング—音声シグナリング アプリケーションにネットワーク ポリシーを適
用して下さい。
ゲスト音声—ゲスト音声 アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい
。
ゲスト音声シグナリング—ゲスト音声シグナリング アプリケーションにネットワーク
ポリシーを適用して下さい。
Softphone 音声— softphone 音声 アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用し
て下さい。
ビデオ会議—ビデオ会議アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい
。
ストリーミング ビデオ—ストリーミング ビデオ アプリケーションにネットワーク ポリ
シーを適用して下さい。
映像信号—映像信号アプリケーションにネットワーク ポリシーを適用して下さい。
 

注: この例では、ゲスト音声はストリーミング ビデオに変更されました。
 
ステップ 3.トラフィックが VLAN ID フィールドで送信 する必要がある VLAN ID を入力し
て下さい。
 

 
注: この例では、VLAN ID 100 は保たれます。
 
ステップ 4. VLAN 組版面からの望ましいタグをクリックして下さい。
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タグ付けされた—インターフェイスは選択された VLAN の選択された VLAN に送信さ
れるこのインターフェイスから送信されるメンバーおよびパケット持っています VLAN
ID とタグ付けされるパケットをです。
タグが付いていない—インターフェイスは VLAN ID と選択された VLAN の選択された
VLAN に送信されるこのインターフェイスから送信されるメンバーおよびパケット タグ
付けされませんです。 ポートは 1 VLAN にだけタグが付いていないように追加するこ
とができます。
 

注: タグ付けされるこの例では保たれます。
 
ステップ 5.このネットワーク ポリシーによって定義されるトラフィックに適用されるユー
ザ優先順位 ドロップダウン リストからトラフィック 優先順位を選択して下さい。 これは
CoS 値です。 最少優先順位は 0 および 7 です高優先順位です。
 

 
注: この例では、ユーザ優先順位 3 は 5.に変更されます。
 
ステップ 6. DSCP 値ドロップダウン リストからの相手が送信 する 適用業務 データと関連
付けるために DSCP 値を選択して下さい。 これはスイッチに送信 する アプリケーション
トラフィックをどのようにマークする必要があるか相手を知らせます。 それは 0 から 63 ま
で及びます。
 

 
注: この例では、4 という DSCP 値は保たれます。
 
ステップ 7.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 8. （オプションの）は適切なエントリを選択し、LLDP ネットワーク ポリシー 表
のエントリを削除するために『Delete』 をクリック します。
 

 
ステップ 9. （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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
今正常にスイッチの音声 アプリケーション設定のための LLDP MED ネットワーク ポリシ
ーを編集する必要があります。
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