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スイッチの設定 音声 Virtual Local Area Network
（VLAN; バーチャル LAN） Properties 

目標
 

Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）は論理的に異なるブロードキャスト
ドメインにローカル エリア ネットワーク （LAN）をセグメント化することを可能にします
。 機密データがネットワークのブロードキャストであるかもしれないシナリオでは VLAN
はブロードキャストの指定によって強化するために仕様 VLAN にセキュリティを作成する
ことができます。 VLAN に属するユーザだけその VLAN のデータにアクセスし、処理でき
ます。 不必要な宛先にブロードキャストおよびマルチキャストを送信 する必要の減少によ
って VLAN もパフォーマンスを高めるのに使用することができます。
 
Voice VLAN は Voice over Internet Protocol （VoIP） 機器からトラフィックが IP 電話、
VoIP エンドポイントおよび音声システムのような音声 デバイスから成っている仕様 VLAN
に割り当てられるとき使用されます。 スイッチは Voice VLAN に自動的にポート メンバー
を検出する、追加でき Voice VLAN からのパケットに設定されたサービス品質（QoS）を割
り当てます。 音声 デバイスが異なる Voice VLAN にある場合通信を提供するために、IP ル
ータは必要です。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの Voice VLAN Properties を設定する提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.2.5.68
  

スイッチの設定 Voice VLAN Properties
 

スイッチのデフォルトVLAN は Voice VLAN として機能できない VLAN 1 です。 ただし、
他の構成済みのVLAN がなければ、VLAN 1 は Voice VLAN に割り当てることができます。
 
注: 知るためにスイッチの VLANの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。
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは表示 モード ドロップダウン リスト
から『Advanced』 を選択 し。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
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注: 持っていれば Sx500 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキップします。
 
ステップ 2. VLAN管理 >Voice を VLAN > Properties 選択して下さい。
 

 
ページ表示次:
 

 
デバイスで行われる Voice VLAN 設定は Voice VLAN 設定で-管理 ステータス エリア 表示す
る。
 

注: 手動で Voice VLAN Id を、デフォルト値からの CoS/802.1p 再構成して、および/または
DSCP は外部ソースから学習されたよりオート Voice VLAN が高優先順位にある静的な
Voice VLAN という結果に終ります。
 

Voice VLAN 配備に実際に加えられている Voice VLAN 設定は Voice VLAN 設定で-動作状態
エリア 表示する。
 

ステップ 3 Voice VLAN Id フィールドでは、Voice VLAN であることである VLAN の ID を
入力して下さい。



重要： Voice VLAN Id、CoS/802.1p、および/または DSCP の変更はスイッチの静的な
Voice VLAN として管理上の Voice VLAN をアドバタイズするために原因になります。 外部
Voice VLAN によって引き起こされる オプション オート Voice VLAN アクティベーション
が選択される場合、デフォルト値は維持される必要があります。 Voice VLAN Id はデフォル
トVLAN である場合もありませんでしたり範囲である場合もあります。
 

 
注: この例では、使用される Voice VLAN Id は 40 です。
 
ステップ 4. （オプションの）はドロップダウン リストからの音声ネットワーク ポリシーと
して LLDP-MED によって使用される CoS/802.1p から値を選択します。 値は 0 から 7 まで
及び、デフォルト値は 5.です。
 

 
注: この例では、6 つは選択されます。
 
ステップ 5. （オプションの）は DSCP ドロップダウン リストからの音声ネットワーク ポ
リシーとして LLDP-MED によって使用される DSCP 値を選択します。 DSCP 値が相手が
送信 する 適用業務 データと関連付けるのに使用されています。 この値はデバイスに送信
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それらを知らせ
ます。 DSCP 値 46 はデフォルトで選択されます。
 

 
注: この例では、40 は選択されます。
 
ダイナミック Voice VLAN 設定エリアのステップ 6. （オプションの）は、ダイナミック
Voice VLAN を無効に するか、または有効に する次のいずれかのオプションをクリックし
ます。
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イネーブル オート Voice VLAN —オート Voice VLAN モードのダイナミック Voice VLAN を
有効に します。 これが有効に なるときだけオート Voice VLAN アクティベーション フィー
ルドからのオプションはクリックすることができます。 詳細をこの機能について学ぶために
、ここをクリックして下さい。
有効に して下さいテレフォニー OUI を—テレフォニー OUI モードの有効ダイナミック
Voice VLAN。 この機能を設定する方法について学ぶために手順のためにここをクリックして
下さい。
disable —オート Voice VLAN かテレフォニー OUI を無効に します。
 

注: この例では、イネーブル オート Voice VLAN はクリックされます。
 
オート Voice VLAN がオート Voice VLAN アクティベーション エリアで有効に なる場合ス
テップ 7. （オプションの）は、次のいずれかのオプションをクリックします:
 

 
即時—すぐにオート Voice VLAN をアクティブにします。
外部 Voice VLAN トリガーによって—デバイスが Voice VLAN アドバタイズメントを検出す
るとき、オート Voice VLAN はアクティブになります。
 

注: 即時この例ではクリックされます。
 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2062
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2062
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917


 
ステップ 9.続行するために『OK』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 10. （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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 



 
今スイッチの Voice VLAN Properties を設定する必要があります。
 

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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