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リセット スイッチのオート音声 Virtual Local
Area Network （VLAN; バーチャル LAN）設定 

目標
 

音声 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）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。
 
オート Voice VLAN はスイッチが（LLDP）アドバタイズメント その他のデバイスからの
voice VLAN 情報を取得し、を通して IP 電話を Cisco Discovery Protocol（CDP）およびリ
ンク層 Discovery Protocol（CDP） 検出するようにします。 スイッチが使用する voice
VLAN はその他のデバイスから動的に学習されます。 最も低い MAC アドレスのデバイスに
属する voice VLAN は使用されます。
 
オート Voice VLAN モードが有効に なる場合、関連したグローバル なおよびインターフェ
イス パラメータを表示するのにオート Voice VLAN ページを使用して下さい。 オート
Voice VLAN をリセットする場合、voice VLAN はデフォルト voice VLAN へのスイッチで設
定 され、また有効に なるオート Voice VLAN のネットワークのあらゆるスイッチの検出す
るおよび同期処理を再起動します。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチのオート VLANの設定をリセットする提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx200 シリーズ
Sx250 シリーズ
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]
 

1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500
2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

設定はスイッチのオート VLANの設定をリセットしました
 
動作状態をリセットして下さい
 

重要： 下記のステップを続行する前に VLAN がスイッチで設定されることを確かめて下さ
い。 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。 学ぶためにスイッチの Voice VLAN 設定を行う方法をここ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=5097
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=2840


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。
 

 
注: 持っていれば Sx200 は、Sx300、ステップ 2.にまたは Sx500 シリーズは切り替えます
、スキップします。
 
ステップ 2. VLAN管理 >Voice を VLAN > オート Voice VLAN 選択して下さい。
 

 
注: メニューオプションはあるスイッチによって変わるかもしれません。 この例では、
SG350X スイッチは使用されます。
 
このページのオペレーション ステータス ブロックは現在の voice VLAN および出典につい
ての情報を示します:
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オート Voice VLAN は status —オート Voice VLAN が有効に なるかどうか表示する。
Voice VLAN Id —現在の voice VLAN の識別子。
出典は type — voice VLAN がルート デバイスによって検出される出典の種類を表示する。
CoS/802.1p —音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED が使用される CoS/802.1p 値を
表示します。
dscp — 音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED が使用される DSCP 値を表示します
。
ルートスイッチ MAC アドレス— voice VLAN が学習される voice VLAN で検出するか、また
は設定されるオート Voice VLAN ルート デバイスの MAC アドレス。
switch mac address — デバイスの基礎 MAC アドレス。 スイッチ MAC アドレスがルートス
イッチ MAC アドレスである場合、デバイスはオート Voice VLAN ルート デバイスです。
voice VLAN が更新済だったこと Voice VLAN Id 変更タイム最後。
 

注: この例では、6 つは選択されます。
 
ステップ 3. voice VLAN をデフォルトにリセットし、LAN のすべての自動音声 VLAN 有効
に された スイッチのオート Voice VLAN ディスカバリを再起動するためにオート Voice
VLAN を『Restart』 をクリック して下さい。
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ステップ 4.続行するために『OK』 をクリック して下さい。
 

  
Voice VLAN ローカル ソース テーブルをリフレッシュして下さい
 

Voice VLAN ローカル ソース テーブルはデバイスで設定される voice VLAN、また直接接続
されした 隣接デバイスによってアドバタイズされる voice VLAN 設定を表示します。 それ
は次のフィールドが含まれています:
 

interface — voice VLAN 設定が受け取られるか、または設定されたインターフェイスを表示
する。 N/A、設定されましたデバイス自体で現われます。 インターフェイスが現われる場合
、音声コンフィギュレーションはネイバーから届きました。
送信元MACアドレス—の MAC アドレス 音声コンフィギュレーションが届いた結合された通
信（UC）。
音声コンフィギュレーションが届いた UC の種類の type —ソースをたどって下さい。 次の
オプションを使用できます。
 

- default — デバイスのデフォルト voice VLAN 設定。
 
- static — デバイスで定義されるユーザが定義する voice VLAN 設定。
 
- cdp — voice VLAN 設定をアドバタイズした UC は CDP を実行しています。
 
- LLDP — voice VLAN 設定をアドバタイズした UC は LLDP を実行しています。
 
- Voice VLAN Id —アドバタイズされるか、または構成された音声 VLAN の識別子。
 

Voice VLAN Id —現在の voice VLAN の識別子。
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CoS/802.1p —音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED によって使用するアドバタイズ
されたか、または設定された CoS/802.1p 値。
dscp — 音声ネットワーク ポリシーとして LLDP-MED によって使用するアドバタイズされた
か、または設定された DSCP 値。
最もよいローカルは source —この voice VLAN がデバイスによって使用されたかどうか表示
する。 次のオプションを使用できます。
 

-はい—デバイスは他のオート音声 VLAN 対応 スイッチによって同期するのにこの voice
VLAN を使用します。 この voice VLAN は高優先順位出典からの voice VLAN が検出されな
ければネットワークのための voice VLAN です。 1 つのローカル出典だけ最もよいローカル
出典です。
 
-非これは最もよいローカル出典ではないです。
 
新しい Voice VLAN 設定を行う場合ステップ 5. （オプションの）は、ページの情報をリフ
レッシュするために『Refresh』 をクリック します。
 

 
スイッチのオート Voice VLAN 設定は今正常にリセットする必要があります。
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