
Discovery Protocol（CDP） リンク層を通した
SPA500 シリーズ電話が付いている接続応答
SG200/300 シリーズ スイッチ（LLDP） 

目標
 

リンク層は Discovery Protocol（CDP） （LLDP）デバイスがデバイスの相手を認識するよ
うにします。 LLDP はデバイスのデバイス、MAC アドレスおよび IP アドレスのタイプのよ
うな情報を提供します。 この技術情報は LLDP によって SPA シリーズ電話によって
SG200/300 スイッチを接続する方法を説明します。 このプロシージャは LLDP を設定でき
る Cisco またはデバイスのあらゆる IP Phone と使用することができます。
 
注: シスコ製品を使うと Cisco Discovery Protocol（CDP）または LLDP を使うとこの接続
はすることができます。
  

適当なデバイス
 

• SG200/300 シリーズ スイッチ 
• SPA500 シリーズ電話
  

[Software Version]
 

• 1.2.7.76 [SG300] 
• 7.5.4 [SPA500]
  

SPA500 による LLDP の接続応答 SG200/300
 
SG200/300 の VLAN を作成して下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログオンし、VLAN管理を > 作
成します VLAN を選択して下さい。
 

 
ステップ 2. SG200/300 シリーズ スイッチの VLAN を作成して下さい。
 
注: VLAN を作成するために、200/300 シリーズによって管理されるスイッチの記事 
VLAN構成で述べられるステップに従って下さい。



SG200/300 の Voice VLAN Id 設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログイン し、VLAN管理 >
Voice VLAN > Properties を選択して下さい。
 

 
ステップ 2. Voice VLAN Id フィールドの voice VLAN に割り当てることを望む ID を入力し
て下さい。
 
注: Voice VLAN に関する詳細については、200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
の記事 Voice VLAN 設定を参照して下さい。
  

SG200/300 の LLDP を有効に して下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログオンし、> ディスカバリ-
LLDP > Properties 『管理』 を選択 して下さい。
 



 
呼び出します。 SG200/300 シリーズ スイッチの LLDP 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。
 
注: LLDP に関する詳細については、200/300 シリーズによって管理されるスイッチの記事
リンク層 Properties 設定を Discovery Protocol（CDP）参照して下さい。
  

SG200/300 の LLDP-MED を有効に して下さい
 

LLDP-MED ネットワーク ポリシーは一組の音声またはビデオのようなリアルタイムアプリ
ケ− ションのコンフィギュレーションの設定です。 ネットワーク ポリシーは接続されたメ
ディア エンドポイント デバイスに発信 LLDP パケットに含まれています。 MED は受け取
るネットワーク ポリシーで指定どおりにそれからトラフィックを送信 します。
 
ステップ 1. 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 ネットワーク ポリシー 『管理』 を選択 し。
 

 
呼び出します。 LLDP-MED がすべてのポートで有効に なることを確かめるために音声 ア
プリケーション チェックボックスがあるように LLDP MED ネットワーク ポリシーのオー
トを確認して下さい。
 



注: LLDP-MED に関する詳細については、200/300 シリーズによって管理されるスイッチの
記事リンク層（LLDP）メディア エンドポイント ディスカバリ（MED）ネットワーク ポリ
シー 設定を Discovery Protocol（CDP）参照して下さい。
  

SG200/300 の CDP を無効に して下さい
 

ステップ 1. 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-
CDP > Properties 『管理』 を選択 し。
 

 
ステップ 2. Enable チェックボックスのチェックを外すことによって SG200/300 シリーズ
スイッチの Cisco Discovery Protocol（CDP）および SPA500 を無効に して下さい。 この
プロトコルはデバイスが LLDP の使用なしで互いおよび属性を認識するようにします。
 
ステップ 3 Web コンフィギュレーションユーティリティで、> ディスカバリ- LLDP> ネイ
バ情報 『管理』 を選択 して下さい。 
 

 
 
ステップ 4.デバイスを接続し、接続したデバイスが LLDP ネイバ情報 表に現われることを
確認して下さい。
  

SPA500 シリーズ電話の CDP を無効に して下さい
 

Cisco Discovery Protocol（CDP）は Cisco のすべての製品によって使用されるプロトコル
です。 このプロトコルはデバイスが LLDP の使用なしで互いおよび属性を認識するように
します。 2 つの方法で、電話のインターフェイスからのまたは Webページを通した CDP
を無効に することができます。
  
電話インターフェイスを通したディセーブル CDP
 



 
ステップ 1： 電話インターフェイスで、> イネーブル CDP Settings > Network
Configuration の順に選択 して下さい。
 
ステップ 2.インターフェイスをロック解除し、プロパティを変更するためにコードを入力
して下さい。 電話のコードは** #あります。
 
ステップ 3.デバイスのディセーブル CDP。
  
Web によるディセーブル CDP
 

 
ステップ 1： 電話に接続されている間、Web コンフィギュレーションユーティリティにロ
グイン し、システム > CDP を選択して下さい。
 
注: PC または統合された通信（UC）デバイスを通して電話に直接アクセスできます。 Web
コンフィギュレーションユーティリティから設定を変更したいと思う場合インターフェイス
から書き込み可能な Webサーバを有効に するために確かめて下さい。 これをインターフェ
イスで有効に するためにに行って下さい、書き込み可能な > Security 設定 > Webサーバを
『Settings』 を選択 し 『Yes』 を選択 して下さい。
 
ステップ 2.電話の CDP を無効に するために CDP ドロップダウン リストから『No』 を選
択 して下さい。
 
手順 3：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。
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