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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
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
 
リンク層は Discovery Protocol（CDP） （LLDP）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。 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。 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。
 
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-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。
 
注: それは手動で バーチャルLAN （VLAN）およびネットワーク ポリシーおよび関連するインタ
ーフェイスに基づいてポート メンバーシップを作成する責任です。 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ポートVLAN メンバシップ設定を行う方法をここをクリックして
下さい。
 
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
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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。
 

 
この技術情報は方法で手順を CLI によってスイッチの LLDP-MED ネットワーク ポリシーを設定
する提供します。
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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 ポート設定を行う方法をこ
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。 
  
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 LLDP-MED ネットワーク ポリシー
 
ネットワーク ポリシー ディスカバリは使用する必要があることスイッチが VLAN ナンバーの電
話を知らせることができるようにメカニズムを提供するので最も重要のの 1 つです。 電話はプラ
グインするあらゆるスイッチ、VLAN ナンバーを得、次に呼制御が付いている通信を開始するた
めにできます。 ネットワーク ポリシー ディスカバリはサード パーティ スイッチを使用する
Ciscoスイッチ、また Cisco Phone を使用するサード パーティ電話における主要な問題を今日解
決します。 両方のケースに関しては、インターワーキング問題は配備を問題となるようにします
。
 
ネットワーク ポリシーは、もし設定するなら、接続された LLDP メディア エンドポイント デバ
イスへの発信 LLDP パケットに含んでいることができます。 メディア エンドポイント デバイス
は受け取るネットワーク ポリシーで指定どおりにトラフィックを送信 する必要があります。 た
とえば、ポリシーは VOIPフォンに指示する VOIPトラフィックのために作成することができます
:
 

タグ付きパケットとしておよび 802.1p 優先順位で VLAN 10 の音声トラフィックを 5.送信 し
て下さい。
Differentiated Services Code Point （DSCP） 46 の音声トラフィックを送信 して下さい。
 

デフォルトで、スイッチに構成されたネットワーク ポリシーがありません。 グローバル なデフ
ォルト LLDP-MED はおよびインターフェイス設定次です:
 

 
 

機能 デフォルト設定
LLDP-MED ネットワーク ポリシー 音声 Auto
LLDP-MED ファースト開始する 反復数 3
LLDP-MED 機能（インターフェイス） Yes
LLDP-MED ネットワーク ポリシー（インターフェイス） はい（自動）
LLDP-MED Location （インターフェイス） なし
LLDP-MED PoE （インターフェイス） なし
LLDP-MED 通知（インターフェイス） Disabled
LLDP-MED コンポーネント（インターフェイス） なし
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重要： LLDP がグローバルにデフォルトで無効に なるので、スイッチの LLDP-MED 設定を行う
前にそれを最初に有効に しなければなりません。 スイッチのグローバル な LLDP プロパティを
イネーブルにして設定するために、ここをクリックして下さい。
  
スイッチの LLDP MED コンフィギュレーションの設定を表示して下さい
 
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/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。
 

 
注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 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。 設定したいと思うポートの現在のコンフィギュレーション設定を表示するために
、次を入力して下さい:
 
SG350X#SHOW lldp med [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: 詳述されるこの例では使用されます。 下記に示されている LLDP-MED コンフィギュレーショ
ンの設定はデフォルト値にすべて設定 しましたです。
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CLI によって今正常にスイッチの LLDP-MED 設定を表示する必要があります。
  
ディセーブル LLDP-MED ネットワーク ポリシー
 
重要： 音声 アプリケーション用の LLDP-MED ネットワーク ポリシーのデフォルト設定は自動に
行われます。 この設定は voice VLAN オペレーションモードがオート voice VLAN である場合、
音声のための LLDP-MED ネットワーク ポリシーを生成します。 voice VLAN の voice VLAN、
802.1p 優先順位および DSCP はポリシーで使用されます。 ネットワーク ポリシーは voice
VLAN に自動的に接続されます。 この機能が有効に なるとき、音声ネットワーク ポリシーを手
動で設定することができません。
 
LLDP-MED ネットワーク ポリシーを手動で設定するために、スイッチの LLDP-MED オート ネッ
トワーク ポリシーを無効に して下さい。
 
ステップ 1： 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

 
呼び出します。 スイッチの LLDP-MED オート ネットワーク ポリシーを無効に するために、次
を入力して下さい:
 
SG350X(config)#no lldp med   

 

 
LLDP-MED オート ネットワーク ポリシーを有効に するステップ 3. （オプションの）は次を入力
します:
 
SG350X(config)#lldp med   

 
ステップ 4.特権 EXEC コンテキストに戻る exit コマンドを入力して下さい:
 
SG350X(config)#exit

 

 
行われた設定を確認するステップ 5. （オプションの）は次を入力します:
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注: この例では、LLDP-MED ネットワーク ポリシーは自動から手動に変更されます。
 
CLI によって今正常にスイッチの LLDP-MED オート ネットワーク ポリシー設定を無効に する必
要があります。
  
設定 LLDP-MED ネットワーク ポリシー
 
ステップ 1： 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

 
呼び出します。 スイッチの LLDP-MED ネットワーク ポリシーを定義するために、次を入力して
下さい:
 
SG350X(config)#lldp med  [] [] [VLAN vlan-id] {{ VLAN [ | ]}} [] [DSCP ]

 
次のオプションがあります。
 

number — ネットワーク ポリシー 連番。 範囲は 1 32 までからあります。
application —このネットワーク ポリシーのために定義されるアプリケーションの主たる機能
の名前か番号。 利用可能 な アプリケーション 名は次のとおりです:
 

VLAN vlan-id — （アプリケーションのためのオプションの） VLAN識別名。
VLAN タイプ— （オプションの）アプリケーションがタグ付けされたのかタグなしVLAN を
使用していれば規定 します。
 

-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。
-ビデオ シグナリング—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。

-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。
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priority — （規定 された アプリケーションに使用するべきオプションの）ユーザ優先順位ま
たはレイヤ2 優先順位の上。 最少優先順位は 0 および 7 です高優先順位です。
DSCP 値— （オプションの）適用業務 データと関連付けるべき DSCP 値は相手によって送
信 しました。 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、ネットワーク ポリシー数は音声 アプリケーション用の 1 です。 VLAN ID はタ
グ付けされた VLAN 型との 40 です。 ユーザ優先順位は 5 に設定 され、DSCP 値は 4.です。
 
仕様 LLDP-MED ネットワーク ポリシーを取除くステップ 3. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#no lldp med  []

 
ポートが検出されるときステップ 4. （オプションの）は、LLDP パケットを Fast-Start 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。 Fast-Start 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定義するために、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、Fast-Start 反復数は 5.に設定 されます。
 

 
デフォルト設定に LLDP-MED Fast-Start メカニズム値を戻すステップ 5. （オプションの）は次
を入力します:
 
SG350X(config)#no lldp med Fast-Start  

 
ステップ 6.特権 EXEC コンテキストに戻る exit コマンドを入力して下さい:
 
SG350X(config)#exit

 

 
行われた設定を確認するステップ 7. （オプションの）は次を入力します:
 

-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。



SG350X#COPY running-config startup-config

 

 
スイッチの特権EXECモードのステップ 8. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X#COPY running-config startup-config

 

 
上書きファイル[startup-config]….ステップ 9. （オプションの）は YES か N のためにのためのキ
ーボードのいいえ『Y』 を押しません プロンプトは現われます。
 

 
CLI によって今うまく行いましたスイッチの LLDP-MED ネットワーク ポリシー設定をべきです
。 詳細を理解するために LLDP および LLDP-MED について学び、ここをクリックして下さい。
 
ネットワーク ポリシーはポートと LLDP-MED ポート設定を行うことによって関連付けられます
。 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。 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 Webベース ユーティリティ ベースの手順のためにここをクリックして下さい。 CLI
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ベースのために、ここをクリックして下さい。
 
また自動的にデバイスによって維持される voice VLAN に基づいて音声 アプリケーション用のネ
ットワーク ポリシーを生成し、アドバタイズするためにデバイスを設定できます。 Webベース
ユーティリティによってこの機能を設定する方法について学ぶ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。
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