
ESW2-350G スイッチのリンク層 Discovery
Protocol（CDP） （LLDP）メディア エンドポ
イント探索（MED）ポート設定 設定 

目標
 

LLDP メディア エンドポイント探索（LLDP MED）は音声のようなアプリケーションのため
にネットワークのアドバタイズメントを有効に 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ポリシングを行ないますかビデオ、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提供します。 LLDP および CDP は両
方とも同じようなプロトコルです、違いは LLDP 確保しますベンダー相互運用性をであり、
CDP は Cisco 所有物です。 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機能することをユーザーのニーズ シナリオで使用することができます
。
 
注: ネットワーク ポリシーはこの設定のための前提条件で設定する必要があります。 ネッ
トワーク ポリシーを設定するために ESW2-350G スイッチの技術情報リンク層メディア エ
ンドポイント探索（LLDP-MED）ネットワーク ポリシー 設定を Discovery
Protocol（CDP）通過して下さい。
 
この技術情報はスイッチの各ポートのための LLDP MED を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

LLDP MED ポート設定 設定
 

ステップ 1.スイッチの 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 MED ポート設定 『管理』 を選択 し。 LLDP MED ポート設定 ペ
ージは開きます。 
 
注: 各インターフェイスのための発信 LLDP アドバタイズメントに含まれているネットワー
ク ポリシーおよび/または LLDP MED ポート設定 ページは LLDP-MED 型長さ 値
（TLVs）の選択を有効に します。 LLDP TLVs はプロトコルが転送する個々の情報を記述
するのに使用されていますあります。
 



 
音声 アプリケーション用の LLDP ネットワーク ポリシーが自動モードにまたはないないか
どうかステップ 2. （オプションの）は LLDP MED ポート設定 ページの上のメッセージ示
します。 このモードを変更するために LLDP MED ネットワーク ポリシー リンクをクリッ
クして下さい。 音声 アプリケーションが LLDP MED ポート設定 ページの Autoモードに設
定 されなければ 利用可能 な ネットワーク ポリシーのリストで利用可能になります。
 

 
ステップ 3. Radio ボタンをインターフェイス番号の隣でクリックし、ポートに追加 LLDP
MED TLVs を関連付けるために『Edit』 をクリック して下さい。 編集 LLDP MED Port
Settings ウィンドウは現われます。 
 



 
 
ステップ 4. （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
にインターフェイスを選択します。
 

 
ステップ 5 現在のポート上で LLDP MED を有効に するために LLDP MED Status 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 6. （オプションの）チェックはログ 通知がポートごとにとき MED をサポートす
る端末 送信 されるかどうか選択するべき SNMP 通知 フィールドの Enable チェックボック
ス検出されました。
 

 
ステップ 7.スイッチのように右矢印 アイコンを 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 利用可能 なオプションのリスト
の 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。 TLVs を取除くために TLVs 『Optional』 を選択 されたリストからの
TLVs をクリックし、それらを『Optional』 を選択 された TLVs から取除き、利用可能 なオ
プションの TLVs にそれを移動するために左の矢印 アイコンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 8.利用可能 な ネットワーク ポリシーの LLDP MED ポリシーをリストします
LLDP によって送達しますスイッチのようにクリックすれば右矢印 アイコンを指定ネットワ
ーク ポリシー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て下さい。 音声 アプ
リケーションが Autoモードにある場合、このリストで利用可能でし、利用可能 な ネットワ
ーク ポリシーの下でここに手動で選択することができません。 ポリシー クリックをポリシ
ー指定ネットワーク ポリシーから取除き、それらを指定ネットワーク ポリシーから取除き
、利用可能 な ネットワーク ポリシーにそれを移動するために左の矢印 アイコンをクリッ
クするため。
 
注: 1つ以上のユーザが定義するネットワーク ポリシーをアドバタイズメントに含めるため
に利用可能 なオプションの TLVs からネットワーク ポリシーを選択して下さい。
 

 



注: Location 座標、Location 市民アドレスおよび Location ECS ELIN 情報は Administration
> ディスカバリで- LLDP > LLDP ローカル情報表示することができます。 このヒントは標
準 ANSI-TIA- 1057 に関して示されています。
 
LLDP のように Location 座標フィールドで送達することステップ 9. （オプションの）は等
位ロケーションを入力します。 これは ID のような等位位置を、緯度、高度、経度、高度型
与えます。
 
注: このフィールドに 16進数の 16 のペアが必要となります。
 
LLDP のように Location 市民 Address フィールドで送達することステップ 10. （オプショ
ンの）は市民アドレスを入力します。 これは位置に名前のような市民アドレスを指定しま
す。 郵便番号、ビルディング、ユニット、フロア、陸標、等。
 
注: このフィールドに 16進数の最低 6 つのペアが必要となります。
 
LLDP のように Location ECS ELIN フィールドで送達することステップ 11. （オプションの
）は非常呼出サービス（ECS） ELIN を入力します。 緊急事態の発生場所 識別番号
（ELIN）によってこれがネットワークデバイスの位置を規定 するのに使用されています。
 
注: このフィールドに 16進数の最低 10 のペアが必要となります。
 
ステップ 12： LLDP MED ポート設定を修正し、実行コンフィギュレーション ファイルを
アップデートするために『Apply』 をクリック して下さい。
 

  
LLDP MED ポート設定をコピーして下さい
 

ステップ 1.スイッチの 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 MED ポート設定 『管理』 を選択 し。 LLDP MED ポート設定 ペ
ージは開きます。
 



 
ステップ 2.望ましいエントリ Radio ボタンをクリックし、別のものに 1 設定の設定をコピ
ーするために設定を『Copy』 をクリック して下さい。 新しいウィンドウが表示されます
。
 

 
ステップ 3. 『Configuration』 を選択 される提供されたフィールドでコピーされるポートを
入力して下さい。 カンマが付いている異なるポートか範囲を分けて下さい。
 
ステップ 4.設定を加えるために『Apply』 をクリック して下さい。
 

  
LLDP ローカル情報 詳細を表示して下さい
 

ステップ 1.スイッチの 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 MED ポート設定 『管理』 を選択 し。 LLDP MED ポート設定 ペ
ージは開きます。
 

 
ステップ 2. LLDP ローカル情報の詳細を表示するために LLDP ローカル情報 詳細をクリッ
クして下さい。 これはまた > ディスカバリ- LLDP > LLDP ローカル情報 『管理』 を選択
する場合表示することができます。
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