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スイッチの設定 リンク層 Discovery
Protocol（CDP） （LLDP）ポート設定 

目標
 

リンク層 Discovery Protocol（CDP） （LLDP）メディア エンドポイント探索（MED）は音
声のようなアプリケーションのためのネットワーク ポリシーのアドバタイズメントをかビ
デオ、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 有効に するために
メディア エンドポイント デバイスをのようなサポートするように追加機能を提供します。
LLDP および Cisco Discovery Protocol（CDP）は両方とも同じようなプロトコルであり、
違いは LLDP がベンダー相互運用性を確保し、CDP が Cisco 所有物であることです。
 
LLDP は管理情報ベース （MIB）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。 相手ヘルプ間で共有される情報は必
要なローカル エリア ネットワーク （LAN）に新しいデバイスを追加するために時間を減ら
し、また多くのコンフィギュレーションに関する問題を解決するのに必要な詳細を提供しま
す。
 
LLDP は Cisco 所有物である Cisco 所有物およびデバイスではないデバイスの間ではたらく
必要があるシナリオで使用することができます。 スイッチはポートの電流 LLDP ステータ
スについてのすべての情報を与え、ネットワーク内の接続に関する問題を解決するのにこの
情報を使用できます。 これはネットワークのデバイスを検出するのに FindIT ネットワーク
管理のようなネットワーク開発アプリケーションによって使用されるプロトコルの 1 つで
す。
 
ある特定の LANスイッチはそれに接続される機能の次のセットの何れかのデバイスを備え
るかもしれません:
 

LLDP-MED だけサポートするデバイス（サード パーティ電話のような）
CDP だけサポートするデバイス（より古い Ciscoスイッチかより古い Cisco Phone の
ような）
LLDP だけサポートするデバイス（サードパーティ ルータまたはサード パーティ スイ
ッチのような）
LLDP および CDP を両方サポートするデバイス（Ciscoルータのような）
LLDP-MED および CDP を両方サポートするデバイス（Cisco Phone のような）
LLDP、LLDP-MED および CDP をサポートするデバイス（Ciscoスイッチのような）
 

下記の図は CDP および LLDP または LLDP-MED プロトコルが同時にデバイスを on Cisco
実行しているかシナリオに示します。 これらのプロトコルのうちのどれかが無効に するこ
とができるように制御を設定できます。
 



 

 
下記の図はプロトコルの制御が既にそれに応じて設定されていたかシナリオに示します:
CDP は Ciscoデバイスの間で LLDP-MED が Cisco とサードパーティデバイスの間で使用さ
れる間、使用されます。
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この技術情報は方法で手順をスイッチの LLDP ポート設定を行う提供します。
 
注: 学ぶためにスイッチのグローバル な LLDP プロパティを設定する方法をここをクリック
して下さい。
  

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 ポート設定
 
設定 LLDP ポート設定
 

LLDP ポート設定 ページは LLDP PDU で送信 される TLVs のおよびポートごとの LLDP を
および SNMP 通知アクティブにすること、入力を有効に します。 アドバタイズされるべき
LLDP-MED TLVs は LLDP MED ポート設定 ページで選択することができデバイスの管理ア
ドレス TLV は設定されるかもしれません。 学ぶためにスイッチの LLDP MED ポート設定
を行う方法をここをクリックして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2601
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2601


スイッチの LLDP ポート設定を行うために次の手順に従って下さい。
 
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: 利用可能 な メニューオプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、SG350X-48MP 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 > ポート設定。
 

 
ステップ 3.望ましいインターフェイス型をインターフェイスの種類 ドロップダウン リスト
から選択しそして『Go』 をクリック して下さい。
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注: この例では、ユニット 1 のポートは選択されます。
 
ステップ 4.インターフェイス番号の隣で Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
注: この例では、ユニット 1 のポート GE1 は選択されます。
 
ステップ 5.それからインターフェイスに LLDP 設定を行うために『Edit』 をクリック しま
すスクロールして下さい。
 

 
ステップ 6. （オプションの）はインターフェイス ドロップダウン リストから設定するため
に望ましいインターフェイスを選択します。
 
注: この例では、ユニット 1 のポート GE1 は選択されます。
 

 
注: Sx500 スイッチがある場合、このオプションはユニット/スロットとして示します。
 
ステップ 7.管理 ステータス エリアからのポートのための LLDP 送達オプションをクリック
して下さい。 次のオプションがあります。
 

Tx だけ—発行はしかし検出しません。
Rx だけ—探索はしかし送達しません。
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Tx 及び Rx —発行および探索。
LLDP がポートで無効に なることを disable —示します。
 

 
注: この例では、Tx 及び Rx は選択されます。
 
ステップ 8 SNMP 通知受信者に通知を送信 するために SNMP 通知 Enable チェックボック
スをチェックして下さい。
 
注: 学ぶために通知間のタイムインターバルを設定する方法をここをクリックして下さい。 
知るために SNMPv1.2 通知受信者の使用によって SNMP 通知受信者を定義する方法をここ
をクリックして下さい。
 

 
ステップ 9.スイッチのように右矢印 ボタンを TLVs 『Optional』 を選択 されたリストにそ
れらを転送するために送達し、クリックすること TLVs をクリックして下さい。 TLVs は複
合データを伝えるのに使用されている短い情報要素です。 各 TLV はデバイスID、型または
管理アドレスのような情報の単一の型をアドバタイズします。
 
注: また、望ましいオプションを選択し、左の矢印 ボタンをクリックして TLVs を取除くこ
とができます。
 
利用可能 な TLVs は次の情報が含まれています:
 

ポートについてのポート description — 情報、製造業者を含んで、製品名およびハード
ウェアまたはソフトウェア バージョン。
システム 名—英数字形式のシステムの割り当てられた名前。 値は sysName オブジェ
クトに匹敵します。
システム 記述—英数字形式のネットワークエンティティの説明。 これにはデバイスに
よってサポートされるハードウェア、オペレーティング システムおよびネットワーキ
ング ソフトウェアのシステムおよびバージョンの名前が含まれています。 値は
sysDescr オブジェクトに匹敵します。
システム ケイパビリティ—これらの機能がデバイスで有効に なるかどうかデバイスの
主たる機能、および。 機能は 2 オクテットにつき示されます。 ビット 0 〜 7 は他、リ
ピータ、ブリッジ、Wireless Local Area Network アクセス ポイント（WLAN AP）、ル
ータ、電話、Data Over Cable Service Interface Specification （DOCSIS） ケーブル デ
バイスおよびステーションを、それぞれ示します。 ビット 8 〜 15 は予約済みです。
802.3 MAC-PHY —送信側デバイスの二重およびビットレート機能および現在の二重お
よびビットレート設定。 現在の設定がオート ネゴシエーションかマニュアル設定が原
因であるかどうかまた示します。
MDI による 802.3 電源—複数のドキュメント インターフェイス（MDI）によって送信
される最大電力。
802.3 リンク 集約—リンクは（LLDP が PDU 送信されるポートと対応づけられた）集
約することができるかどうか。 その場合、集約されたポート識別子を提供することを

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2697
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2697
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リンクが現在集約されるかどうかまた示します。
802.3 最大フレームサイズ— MAC-PHY 実装の最大フレームサイズ機能。
MDI による 4線式電源—これは 60W PoE をサポートする PoE ポートに関連しています
。 電源 60 W のを可能にするイーサネット上の電源をサポートするために定義される
Cisco 独自の TLV。 標準サポートは 30 W までです。
 

 
注: この例では、ポート 説明およびシステム 記述は TLVs 『Optional』 を選択 されたリス
トに転送されます。
 
ステップ 10.デバイスの IP管理 アドレスをアドバタイズすることをアドバタイズメント
Modeオプション・ボタンの何れかから選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

オートは advertise — ソフトウェアがデバイスのすべての IP アドレスからアドバタイ
ズするために自動的に管理アドレスを選択すること規定 します。 複数の IP アドレスの
場合には、ソフトウェアはダイナミック IP アドレス間の最も低い IP アドレスを選択し
ます。 ダイナミック アドレスがない場合、ソフトウェアは静的な IP アドレス間の最も
低い IP アドレスを選択します。
なし—管理IPアドレスをアドバタイズしないで下さい。
マニュアルは advertise —アドバタイズされるこのオプションおよび管理IPアドレスを
選択します。 デバイスが複数の IP アドレスで設定されるとき選択しますこのオプショ
ンを推奨します。
 

 
注: この例では、手動は選択されますアドバタイズします。
 
手動がアドバタイズする場合ステップ 11. （オプションの）は IP アドレス ドロップダウン
リストからステップ 9 で、選択します管理IPアドレスを選択されます。
 



 
注: この例では、使用される管理IPアドレスは 192.168.100.103 です。
 
ステップ 12： TLV の PVID をアドバタイズするために PVID チェックボックスをチェック
して下さい。
 

 
ステップ 13： VLAN ID フィールドでアドバタイズされる VLAN を入力して下さい。
 

 
注: この例では、使用される VLAN ID は 40 です。
 
ステップ 14： 送達し、スイッチのように右矢印 ボタンを指定プロトコルID にそれらを転
送するためにクリックするためにリストしなさいことプロトコルID をクリックして下さい
。
 
注: また、望ましいオプションを選択し、左の矢印 ボタンをクリックしてプロトコルID を
取除くことができます。
 

 
注: この例では、RSTP は指定プロトコルID リストに移動されます。
 
ステップ 15： 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 16： （オプションの）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 して下さい。
 



 
今うまくスイッチの LLDP ポート設定を行う必要があります。
  

LLDP ポート設定をコピーして下さい
 

ステップ 1： LLDP ポート設定 表で、インターフェイス番号の隣で Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 

 
注: この例では、GE1 は選択されます。
 
ステップ 2.それから別のインターフェイスに LLDP 設定をコピーするために『Copy』 をク
リック します設定をスクロールして下さい。
 

 
ステップ 3.フィールドにエントリからコピー設定でインターフェイス番号か数を#入力して
下さい。
 



 
注: この例では、LLDP 設定はインターフェイス 3 に 10.にコピーされます。
 
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。
 

 
他のポートに今 1 つのポートの LLDP 設定を完全にコピーする必要があります。
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