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設定 Command Line Interface （CLI）によるス
イッチのグローバル な リンク層 Discovery
Protocol（CDP） （LLDP）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 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。 トラブルシューティングを行うのに LLDP
プロトコルを使用できます。 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
。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの LLDP プロパティを設定する提供します。
 
注: 学ぶために Webベース ユーティリティによってスイッチの 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
 

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
2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

CLI によるスイッチの設定 グローバル な LLDP Properties
 
設定 グローバル な LLDP Properties
 

ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは 
cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下さ
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


 
注: この例では、SG350X スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 スイッチの特権EXECモードでは、次の入力によってグローバルコンフィギ
ュレーション コンテキストを入力して下さい:
 

SG350X#CONFIGURE

ステップ 3 グローバルに スイッチの LLDP 機能を有効に するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#lldp 

注: LLDP はグローバルにデフォルトで有効に なります。

グローバルに LLDP 機能を無効に するステップ 4. （オプションの）は次を入力します:

SG350X(config)#no lldp 

LLDP がグローバルに 無効に なるとき処理する LLDP パケットを定義するステップ 5. （オ
プションの）は、次を入力します:

SG350X(config)#lldp lldpdu [ | ]

次のオプションがあります。

フィルタリング— LLDP がグローバルに 無効に なる時、LLDP パケットはフィルタリングさ
れるか、または削除されること規定 します。

●

あふれること— LLDP がグローバルに 無効に なる時、LLDP パケットは Virtual Local Area
Network （VLAN; バーチャル LAN）のすべてのインターフェイスにあふれるか、または転送
されること規定 します。

●

注: この例では、あふれることは入ります。

注: LLDP パケットは LLDP がグローバルに 無効に なるときフィルタリングされます。

LLDP がグローバルに 無効に なり、モードを処理する LLDP パケットがあふれれば場合、
LLDP パケットは次の例外を除いてデータパケットとして処理されます:

VLAN 入力ルールは LLDP パケットに適用されません。 LLDP パケットは Spanning Tree
Protocol （STP）状態が転送しているすべてのポートでトラップされます。

●

拒否すべてのルールを適用されません LLDP パケットにディフォルトして下さい。●

VLAN 出力ルールは LLDP パケットに適用されません。 LLDP パケットは STP 状態が転送し
ているすべてのポートにあふれます。

●

LLDP パケットはタグが付いていないように送信されます。●

ステップ 6 LLDP 通知の最大伝送 レートを設定するために、次を入力して下さい:



SG350X(config)#lldp []

間隔秒—デバイスは示された期間の単一 通知よりもっと送信 しません。 範囲は 5 つの 3600
秒までからです。 デフォルト間隔は 5 秒毎にです。

●

注: この例では、使用される間隔は 360 秒です。

デフォルト設定に LLDP 通知の最大伝送 レートを戻すステップ 7. （オプションの）は次を
入力します:

SG350X(config)#no lldp 

ステップ 8 どの位の割りでソフトウェア送信 LLDP 更新が、次を入力するか規定 するため:

SG350X(config)#lldp []

タイマー秒—どの位の割りで秒のソフトウェア送信 LLDP 更新を規定 します。 範囲は 5 か
ら 32768 秒です。 デフォルト値は 30 秒です。

●

注: この例では、使用されるタイマーは 60 秒です。

デフォルト LLDP タイマーのコンフィギュレーションを復元するステップ 9. （オプション
の）は次を入力します:

SG350X(config)#no lldp 

ステップ 10： 受信側デバイスはそれをか廃棄する前に LLDP パケットがどの位保持される
か規定 するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#lldp []

保持乗数は LLDP タイマー値の倍数として number — LLDP パケット 一時待機時間 間隔を規
定 します。 範囲は 2 から 10 であり、デフォルト値は 4.です。

●

注: この例では、保持乗数値は 5.に設定 されます。

デフォルト設定に LLDP 通知の最大伝送 レートを戻すステップ 11. （オプションの）は次
を入力します:

SG350X(config)#no lldp 

ステップ 12： 最小時間を LLDP ポート待機は LLDP 伝達の初期設定をやり直す前に規定 す
るために、次を入力します:

SG350X(config)#lldp reinit []

reinit 秒— LLDP 伝達の初期設定をやり直す前に秒の最小時間を LLDP ポート待機規定 しま●



す。 範囲は 1 から 10 からであり、デフォルト値は 2 秒です。
注: この例では、初期設定をやり直す LLDP 送信時間は 3 秒に設定 されます。

ステップ 13： （オプションの）スイッチの初期設定をやり直す LLDP 伝達 コンフィギュレ
ーションの設定を戻すために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#no lldp reinit

ステップ 14： LLDP ローカルシステム MIB の変更による連続的な LLDP フレーム伝送の間
で渡る時間数を設定するために次を入力して下さい:

SG350X(config)#lldp tx []

tx 遅延秒—値によって始められる連続的な LLDP フレーム伝送または LLDP ローカルシステ
ム MIB のステータス 変更間の秒の遅延を規定 します。 範囲は 1 から 8192 秒までであり、
デフォルト伝搬遅延は 2 秒です。

●

注: この例では、伝搬遅延は 15 秒に設定 されます。

ステップ 15： （オプションの）デフォルト 設定に送信する 遅延値を戻すために、次を入
力して下さい:

SG350X(config)#no lldp tx 

ステップ 16： （オプションの） LLDP メッセージのシャーシ ID アドバタイズメントのも
とを設定するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#lldp  ID [MAC  | ]

次のオプションがあります。

mac-address — シャーシ ID をデバイス メディア アクセス制御（MAC） アドレスを使用す
るために規定 します。 これがデフォルト設定です。

●

ホスト名—シャーシ ID をデバイスによって設定されるホスト名を使用するために規定 しま
す。

●

注: この例では、ホスト名は使用されます。



ステップ 17： （オプションの）デフォルト 設定にシャーシ ID 出典を復元するために、次
を入力して下さい:

SG350X(config)#no lldp  ID

ステップ 18： ポートが検出されるとき、LLDP はパケットをファースト開始する メカニズ
ムを使用して通常よりもっとすぐに送信できます。 ファースト開始する メカニズムのアク
ティベーションの間に送信されるパケットの数を設定するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#lldp med Fast-Start []

反復数は number —ファースト開始する LLDP データユニット（LLDPDU）がファースト開
始する メカニズムのアクティブ化の間に送信 されて いる 回数を規定 します。 範囲は 1 か
ら 10 であり、デフォルト値は 3.です。

●

注: この例では、反復数数は 5.に設定 されます。

ステップ 19： （オプションの）デフォルト設定に繰返しカウンタを戻すために、次を入力
して下さい:

SG350X(config)#no lldp med Fast-Start 

ステップ 20： スイッチの特権EXECモードに戻る exit コマンドを入力して下さい。

SG350X#EXIT

ステップ 21： （オプションの）スイッチの特権EXECモードで、次の入力によってスター
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・ファイルに行われた設定を、
保存して下さい:

SG350X#COPY running-config startup-config

ステップ 22： （オプションの）上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われたら
YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい。

注: この例では、Y は押されます。

CLI によって今うまくスイッチのグローバル な LLDP プロパティを設定する必要がありま
す。



学ぶために Webベース ユーティリティによってスイッチの特定のポートの LLDP 設定を行
う方法を手順のためにここをクリックして下さい。 CLI ベース手順に関しては、ここをク
リックして下さい。 

LLDP コンフィギュレーションの設定を示して下さい

ステップ 1： スイッチの特権EXECモードでは、グローバル な LLDP コンフィギュレーシ
ョンの設定を表示するために次を入力して下さい:

SG350X#SHOW lldp [interface-id | ]

次のオプションがあります。

interface-id — （オプションの）ポート ID を規定 します。●

詳しい— （オプションの）現在のポートに加えて非提供ポートのための情報を表示する。●

注: この例では、詳しい LLDP 設定は表示する。

LLDP 設定は次の情報を表示する:

州 LLDP スイッチの LLDP の状態。●

タイマー— LLDP 更新間のタイムインターバル。●

保持乗数—受信側デバイスはそれを廃棄する前に LLDP パケットが保持される時間数（タイ
マー間隔の倍数として）。

●

Reinit 遅延—最小のタイムインタバル LLDP 伝達の初期設定をやり直す前の LLDP ポート待
機。

●

Tx 遅延— LLDP ローカルシステム MIB の値/ステータス 変更によって始められる連続的な●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2767
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2767
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5578
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5578


LLDP フレーム伝送間の遅延。
通知間隔— LLDP 通知の最大伝送 レート。●

LLDP パケット処理— LLDP がグローバルに 無効に なる時処理する LLDP パケット。●

シャーシのシャーシ id — 識別子。●

port — ポート番号。●

州ポートの LLDP 状態。●

オプションの TLVs —オプションの TLVs アドバタイズされる。 次の値が使用できます。●

- PD —ポート説明

- SN —システム 名

- SD —システム 記述

- SC —システム ケイパビリティ

address —アドバタイズされる管理アドレス。●

通知— LLDP 通知がイネーブルまたはディセーブルであるかどうか示します。●

PVID — （アドバタイズされるインターフェイス）ポートVLAN ID。●

PPVID — （アドバタイズされるインターフェイス）プロトコルポート VLAN ID。●

プロトコル— （インターフェイス） 『Protocols』 を選択 される。●

CLI によって今スイッチの行われた LLDP 設定を表示する必要があります。
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