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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）ポート設定 
目標
 
この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってスイッチのリンク層
（LLDP）ポート設定を Discovery Protocol（CDP）行う提供します。
  
概要
 
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。 LLDP および Cisco Discovery
Protocol（CDP）は両方とも同じようなプロトコルですが、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。
 
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
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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。
 

 
重要： LLDP-MED ネットワーク ポリシー 設定はこの設定のための前提条件です。 知るために 
Webベース ユーティリティによってネットワーク ポリシーを設定する方法を手順のためにここ
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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 ポート設定
 
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な機能の 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 Voice over Internet Protocol （VoIP） トラフィックのために作成することが
できます VOIPフォンに指示する:
 

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: この例では、ge1/0/5 の LLDP コンフィギュレーションの設定は表示する。 特定のインターフ
ェイスの 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
。
 

 
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。
  
ポートのディセーブル LLDP-MED
 
選択式ににネットワークの LLDP-MED パケットを送信し、受信するためにインターフェイスを
設定できます。 特定のポートの LLDP-MED を無効に することは制御を引き継ぐために CDP を
設定することを可能にします。 これはポートの接続装置が Ciscoスイッチまたは Cisco Phone で
ある場合有利です。
 
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 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5571-configure-global-link-layer-discovery-protocol-lldp-settings.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5571-configure-global-link-layer-discovery-protocol-lldp-settings.html


ステップ 2.次の入力によって設定したいと思うインターフェイスに入って下さい:
 
SG350X(config)#interface [interface-id] 
 

 
ステップ 3 特定のポートの LLDP-MED を無効に するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#lldp med  
 

 
ステップ 4.特権 EXEC コンテキストに戻る end コマンドを入力して下さい:
 

 
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:
 

 
CLI によって今正常にスイッチの特定のポートの LLDP-MED を無効に する必要があります。
  
設定 LLDP-MED ポート設定
 
ポートの LLDP-MED 設定を設定することは各インターフェイスのための発信 LLDP-MED 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 型長さ 値
（TLVs）の選択を有効に します。 LLDP-MED TLVs が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。
 
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 
 
ステップ 2.次の入力によって設定したいと思うインターフェイスに入って下さい:
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注: このポートに接続されるデバイスが LLDP を、Cisco Phone のような、サード パーティ電話
サポートする、または Ciscoスイッチことを確かめて下さい。
 
SG350X(config)#interface [interface-id] 
 
注: この例では、インターフェイス ge1/0/5 は使用されます。
 

 
ステップ 3 特定のポートの LLDP-MED 設定を定義するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#lldp med [tlv] 
 
次のオプションがあります。
 

イネーブル-ポートのイネーブル LLDP-MED。
tlv -含まれるはずである TLV を規定 します。 利用可能 な TLVs は次のとおりです: 

ネットワーク ポリシー-ネットワーク ポリシー TLV が送信されるかどうか規定 します。
位置- Location TLV が送信されるかどうか規定 します。
poepse - Power over Ethernet 電源ソース機器（PoE PSE）が送信されるかどうか規定
します。
コンポーネント-コンポーネント TLV が送信されるかどうか規定 します。

 
注: デフォルトで、LLDP-MED はネットワーク ポリシー TLV と有効に なります。 機能 TLV は
LLDP-MED が有効に なる場合含まれています常に。
 

 
ポートの LLDP-MED 設定を戻すステップ 4. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config-if)#nolldp med 
 
ステップ 5 ポートの 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  [ | ] 
 
次のオプションがあります。
 

追加するか、または削除して下さい数-大使館員はインターフェイスにまたは特定のネットワ
ーク ポリシーをそれに応じて取除きます。
数-ネットワーク ポリシー 連番を規定 します。 範囲は 1-32 です
 

注: 各ポートの場合、等音声のようなアプリケーション毎に 1 つのネットワーク ポリシーだけ、
音声シグナリング接続な、できます。 この例では、ネットワーク ポリシー 1 は追加されます。
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ポートからすべての LLDP-MED ネットワーク ポリシーを取除くステップ 6. （オプションの）は
次を入力します:
 
SG350X(config-if)#nolldp med  [] 
 
特定のポートの LLDP-MED トポロジーの変更 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知
の送信を設定するステップ 7. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config-if)#lldp med [ | ] 
 
次のオプションがあります。
 

イネーブル- LLDP-MED トポロジーの変更通知を送信 する有効。
ディセーブル- LLDP-MED トポロジーの変更通知を送信 する無効。
 

注: この例では、SNMP 通知は有効に なります。 デフォルト設定は「無効」です。
 

 
ステップ 8 ポートの LLDP-MED のためのローカルな情報を設定するために、次を入力して下さ
い:
 
SG350X(config-if)#lldp med {{[] | [ ] | [ecselin ]}} 
 
次のオプションがあります。
 

座標データ- 16進フォーマットの座標として場所データを規定 します。 これは ID のような
等位位置を、緯度、高度、経度、高度型等与えます。 このフィールドで 16進数の 16 のペア
を入力することができます。
市民アドレス データ- 16進フォーマットの市民アドレスとして場所データを規定 します。 こ
れは位置に名前のような市民アドレスを、郵便番号、ビルディング数、ユニット、フロア、
陸標等指定します。 このフィールドで 16進数の 6 つから 160 のペアを入力することができ
ます。
ecselin データ- 16進フォーマットの非常呼出サービス緊急事態の発生場所 識別番号（ECS
ELIN）として場所データを規定 します。 ELIN 情報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。 このフィールドで 16進数の 10 から 25 のペアを入
力することができます。
データ- ANSI/TIA 1057 で定義される形式の場所データを規定 します: 点を打たれた 16進デ
ータ。 16進文字ストリングの各バイトは 2 つの 16進数字です。 バイトは期間かコロンで分
かれます。
 

注: この例では、市民アドレス 12AB34CD56EF および ecselin 12AB34CD56EF78AB90CD12EF
は使用されます。
 



 
ステップ 9.特権 EXEC コンテキストに戻る end コマンドを入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#end 
 

 
行われた設定を確認するステップ 10. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#SHOW lldp med [interface-id] 
 

 
スイッチの特権EXECモードのステップ 11. （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 
 

 
ステップ 12： （オプションの）上書きファイル[startup-config]…. 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 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ポートの LLDP-MED 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。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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