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Cisco IP 電話 7800 または 7800 シリーズ
Multiplatform 電話のイーサネット設定を設定し
て下さい 
目標
 
Cisco IP 電話 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform 電話は内部 イーサネット スイッチが含ま
れていて、パケットのフォワーディングを電話と電話の背部のコンピュータ（アクセス）ポート
およびネットワーク ポートに有効に します。 コンピュータがコンピュータ（アクセス）ポート
に接続される場合、コンピュータおよび電話はスイッチに同じ物理的 な リンクを共有し、スイッ
チの同じ ポートを共有します。 これは物理的 な リンクを持っていますネットワークの Virtual
Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN） 設定のための次の影響を共有しました:
 

現在の VLAN は IP サブネット基礎で設定されるかもしれません。 ただし、追加 IP アドレス
は同じ ポートに接続する他のデバイスとして同じ サブネットに電話を割り当てて利用可能で
はないかもしれません。
VLAN サポート電話のデータトラフィックは VOIPトラフィックの品質を減らすかもしれませ
ん。
ネットワーク セキュリティは VLANのデータ トラフィックからの VLAN 音声トラフィックを
分離する必要を示すかもしれません。
 

別々のVLAN に音声トラフィックの分離によってこれらの問題を解決できます。 電話が接続され
るスイッチポートは運送の別々のVLAN のために設定されます:
 

IP 電話に出入する音声トラフィック（たとえば、Cisco Catalyst 6000 シリーズの外部
VLAN）
IP 電話（ネイティブ VLAN）のコンピュータ（アクセス）ポートを通ってスイッチに接続す
るコンピュータに出入するデータトラフィック
 

別途の外部VLAN の電話を隔離することは音声トラフィックの品質を高め、多数の電話が各電話
のための十分な IP アドレスがない既存のネットワークに追加されるようにします。
 
また Cisco IP 電話 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform 電話が音声通信に必要な複数の業界
標準および Ciscoネットワーク プロトコルをサポートします。 電話のグラフィカル ユーザイン
ターフェイス（GUI）のイーサネット 設定 ページはいろいろなネットワーク設定を表示し、変更
するためにオプションを提供します。 この記事は方法で可能性のある指示を GUI によって Cisco
IP 電話 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話のイーサネット設定を行う提供します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

IP Phone 7800 シリーズ | 11.0.1 （遅のダウンロード）
IP Phone 8800 シリーズ | 11.0.1 （遅のダウンロード）
 

この記事で参照される 8800 シリーズ電話は特定のコール コントローラを使用するエンタープラ
イズ電話ではないです。 電話の 2 つの異なる型を比較することを望んだ場合チェックは比較しま
したり及び対照します: Cisco IP MPP 電話及び Cisco Unified IP Phones。
  
Multiplatform ファームウェアが付いている電話

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


MPP 電話はテレフォニーサービス インターネット サービス プロバイダー（ITSP）からのサービ
スまたは IP 私用構内交換機（PBX）呼出し制御サーバを必要とします。 呼出す WebEx は本部を
鳴らし、Verizon は ITSP の例です。 Cisco MPP 電話を使用する IP PBX サービスのいくつかの
例はプラットフォーム含み、アスタリスクをつけ、Centile Metaswitch。
 
これらの ITSP および IP PBX コール コントローラはコール パークおよび音声メールのようなサ
ービスを提供するために電話およびコール コントローラが互いに通信する別途のシステムです。
MPP 電話が特定のコール コントローラを使用しないので、アクセスおよび手順は変わります。
 

 
IP のイーサネット設定を行う可能性のあるオプションは電話を
かけます
 
ステップ 1. IP 電話の Settings ボタンを押して下さい。
 

 
ステップ 2.範囲ナビゲーション ボタンを使用して『Network Configuration』 を選択 して下さい 

。
 

各コール コントローラは異なる手順に従うことができます従ってあなたのがどのようにはたらく
か丁度言うことができません。 特定の音声メール コマンドで情報およびヘルプに関しては、選択
したプロバイダからのヘルプ サイトを参照して下さい。 管理者がある場合、詳細および可能性の
あるトレーニングのためにそれらに連絡できます。



 
ステップ 3.イーサネット 設定を選択して下さい。
 

 
ステップ 4. （オプションの）は IP 電話の 802.1X 認証を有効に するために 802.1X 認証を選択
します。
 
重要： この機能を有効に する前に、802.1X ポート認証はスイッチで設定する必要があります。
手順についてはここをクリックしてください。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3202-configure-8021x-port-authentication-setting-on-a-switch.html


 

ステップ 5. （オプションの）はナビゲーション ボタンの左右どちらか矢印を 802.1X デバ
イス認証を切り替えるために押します。 デフォルト設定は消えています。
 

 
ステップ 6. （オプションの）はトランザクション ステータスを表示するためにトランザクショ
ン ステータスを選択します。
 

 
次の情報は下記のように表示されます:
 



●

●

 
トランザクション ステータス— 802.1X デバイス認証がつく場合別の認証状況を表示します
。
 

protocol — サーバのプロトコルを表示します。
 

ステップ 7. （オプションの）は 802.1X 認証  ページに戻るために Back ボタンを押します。
 
ステップ 8.コンフィギュレーションの設定を保存するために SUBMIT ボタンを押して下さい。
 

 
ステップ 9： スイッチポート Configエリアでは、ネットワーク ポートの速度 および デュプレッ
クスを選択するためにナビゲーション ボタンの左右どちらか矢印を押して下さい。 オプションは
、100MB 十分に半分、10MB 十分に半分、オート、10MB 100MB および完全な 1000 です。 デ
フォルト設定はオートです。
 

  -切断された—これはデフォルト ステータスです。
  -接続します— 802.1X 認証がデバイスで始められれば示します。
  -認証される— 802.1X 認証がデバイスで確立されれば示します。
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●
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重要： このオプションを設定するために、次のガイドラインを考慮して下さい:
 

電話がスイッチに接続される場合、スイッチのポートを同じ速度/二重に電話と設定するか、
またはオート・ネゴシエートするために両方を設定して下さい。
このオプションの設定を変更する場合、同じ設定に PC ポート config オプションを変更して
下さい。
 

注: この例では、完全な 1000 は使用されます。
 
ステップ 10： PC ポート Configエリアでは、コンピュータまたはアクセス ポートの速度 および
デュプレックスを選択するためにナビゲーション ボタンの左右どちらか矢印を押して下さい。 オ
プションは、100MB 十分に半分、10MB 十分に半分、オート、10MB 100MB および完全な 1000
です。 デフォルト設定はオートです。
 

 
重要： このオプションを設定するために、次のガイドラインを考慮して下さい:
 

電話がスイッチに接続される場合、スイッチのポートを同じ速度/二重に電話と設定するか、
またはオート・ネゴシエートするために両方を設定して下さい。
このオプションの設定を変更する場合、同じ設定に PC ポート config オプションを変更して
下さい。



注: この例では、完全な 1000 は使用されます。
 
ステップ 11： CDP エリアでは、オン/オフ Cisco Discovery Protocol（CDP）を切り替えるため
にナビゲーション ボタンの左右どちらか矢印を押して下さい。 CDP が有効に なるとき、デバイ
スは他の Ciscoデバイスにプロシージャをアドバタイズし、ネットワークの他のデバイスについ
ての情報を受け取ることができます。 デフォルト設定はオンになっています。 この例では、
CDP は消えます。
 

 
ステップ 12： LLDP-MED エリアでは、オン/オフ リンク層（LLDP）メディア エンドポイント探
索（MED）を Discovery Protocol（CDP）切り替えるためにナビゲーション ボタンの左右どちら
か矢印を押して下さい。 LLDP-MED が有効に なるとき、電話はまた同じプロトコルを使用する
他のデバイスにそれ自身をアドバタイズできます。 この例では、LLDP-MED は起動されます。
 
注: 学ぶためにスイッチの LLDP-MED 設定を行う方法をここをクリックして下さい。
 

 
ステップ 13： スタートアップ遅延 フィールドでは、電話が最初の LLDP-MED パケットを送信す
る前に FORWARDING 状態に到達するためにスイッチの遅延値を入力して下さい。 デフォルト
遅延は 3 秒です。 いくつかのスイッチの設定には、増加する LLDP-MED がはたらくことができ
るように高い値にこの値を必要があるかもしれません。 遅延を設定することはスパニングツリー
プロトコル（STP）を使用するネットワークのために重要である場合もあります。
 

 
注: この例では、スタートアップ遅延は 5 秒です。
 
ステップ 14： VLAN エリアでは、VLAN を有効に するか、または無効に するためにナビゲーシ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2609-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html


ョン ボタンの左右どちらか矢印を押して下さい。 VLAN を有効に することは CDP か LLDP なし
で VLAN を使用するとき VLAN ID を入力することを可能にします。 CDP か LLDP と VLAN を使
用するとき、その関連する VLAN は手動で入力された VLAN ID 上の参照元を奪取 します。
 

 
ステップ 15： VLAN ID フィールドでは、CDP （無効に なる VLAN 有効に なるおよび CDP）な
しで VLAN を使用するとき IP 電話のための VLAN ID を入力して下さい。 VLAN ID 範囲は 1 か
ら 4094 からです。 デフォルトは VLAN 1.です。
 
注: 音声パケットだけ VLAN ID とタグ付けされます。 VLAN ID が 1 である場合、VLAN ID と音
声パケットをタグ付けできません。
 

 
注: この例では、使用される VLAN ID は VLAN 40 です。
 
ステップ 16： PC ポート VLAN ID フィールドでは、電話の PC ポートからの通信をタグ付けす
るのに使用する VLAN ID を入力して下さい。 VLAN ID 範囲は 0 から 4095 からです。 デフォル
トは VLAN 1.です。
 

 
ステップ 17： 行われた設定を保存するために一定ソフトキーを押して下さい。
 



 
ステップ 18： （オプションの）行われた設定が加えられたことを確認するために、IP 電話 
の Settings ボタンを押しそして > ネットワーク ステータス『Status』 を選択 して下さい。
Status ページ ネットワークは更新済コンフィギュレーションの設定を表示する必要があります。
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