
200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
のテレフォニー 固有の識別番号（OUI）を構成
上設定して下さい 

目標
 

最後の 3 バイトはユニークなステーション ID が含まれているが、構成上固有の識別番号
（OUI）は MAC アドレスの最初の 3 バイトです。 OUI の特定の製造業者を追加できます。
OUI が追加されれば、リストされた OUI の特定の IP Phone から voice VLAN ポートで受信
されるすべてのトラフィックは voice VLAN で転送されます。 動的に voice VLAN にポート
を追加するためにテレフォニー OUI モードとは違って検出する 音声 デバイスはオート
smartport によってテレフォニー OUI に、オート Voice VLAN モード決まります基づいてい
ました。 
 
この記事の目標は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチのテレフォニー OUI を設
定する方法を説明することです。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

イネーブル テレフォニー OUI
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは VLAN管理 >
Voice VLAN > Properties を選択し。 Properties ページは開きます:
 



 
ステップ 2. Voice VLAN Id フィールドで音声トラフィックのための Voice VLAN Id を入力
して下さい。
 
注: Voice VLAN Id はデフォルト Voice VLAN Id と同じである場合もありません。
 
ステップ 3. （オプションの）は CoS/802.1p ドロップダウン リストから音声トラフィック
を置くために Class of Service（CoS） キューを選択します。 この値は LLDP-MED （リン
ク層 Discovery Protocol（CDP） -メディア エンドポイント探索プロトコル）によって音声
ネットワーク ポリシーとして使用されます。
 
ステップ 4. （オプションの）は DSCP ドロップダウン リストからそれぞれサービスで着信
音声パケットを示すために Differentiated Services Code Point （DSCP）を選択します。 こ
の値は LLDP-MED （リンク層 Discovery Protocol（CDP） -メディア エンドポイント探索
プロトコル）によって音声ネットワーク ポリシーとして使用されます。
 
注: LLDP-MED ネットワーク ポリシーに関する詳細については、200/300 シリーズによって
管理されるスイッチの記事リンク層（LLDP）メディア エンドポイント ディスカバリ
（MED）ネットワーク ポリシー 設定を Discovery Protocol（CDP）参照して下さい。
 
注: 動作状態 フィールドでは、Voice VLAN Id、CoS/802.1p および DSCP の現在の設定値
を検出できます。
 
ステップ 5 ダイナミック Voice VLAN フィールドで、テレフォニー OUI を有効に するため
にテレフォニー OUI を『Enable』 をクリック して下さい。
 
ステップ 6.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

テレフォニー OUI 表に新しい OUI を追加して下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは VLAN管理 >
Voice VLAN > テレフォニー OUI を選択し。 テレフォニー OUI ページは開きます:



 
注: テレフォニー OUI 動作状態 フィールドはテレフォニー OUI の現在のステータスを表示
する。
 
ステップ 2. （オプションの）は CoS/802.1p ドロップダウン リストから音声トラフィック
に割り当てるために Class of Service（CoS） キューを選択します。
 
ステップ 3. （オプションの）チェック指定 CoS 値でマークされるべき発信 音声トラフィ
ックを持つ解説 CoS/802.1p チェックボックス。
 
ステップ 4.インターフェイスを維持するようにインターフェイスで検出する電話のすべて
の MAC アドレスで切れた存続可能時間値の後に voice VLAN の一部であるために望むオー
ト メンバシップ 経過時間 フィールドで時間に入って下さい。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
すべてのテレフォニー OUI エントリを削除するステップ 6. （オプションの）はテレフォニ
ー OUI 表の上チェックボックスをチェックし、次に『Delete』 をクリック します。
 
特定のテレフォニー OUI エントリを削除するステップ 7. （オプションの）は削除すること
を望むテレフォニー OUI のチェックボックスをチェックし『Delete』 をクリック します。
 
すべてのユーザが定義するテレフォニー OUI エントリを削除し、デフォルト テレフォニー
OUI を維持するステップ 8. （オプションの）はデフォルト OUI を『Restore』 をクリック
します。
 



 
ステップ 9： 新しいテレフォニー OUI を追加するために、『Add』 をクリック して下さい
。 追加テレフォニー OUI ウィンドウは現われます。 
 

 
ステップ 10.テレフォニー OUI フィールドで device's MAC address の最初の 3 オクテット
を入力して下さい。
 
ステップ 11. （オプションの）は Description フィールドで OUI の説明を入力します。
 
ステップ 12： テレフォニー OUI を追加するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
イメージは下記の設定の後で変更を示します。
 



  
OUI の基礎の Voice VLAN にインターフェイスを追加して下さ
い
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは VLAN管理 >
Voice VLAN > テレフォニー OUI インターフェイスを選択し。 テレフォニー OUI インター
フェイス ページは開きます:
 



 
ステップ 2.テレフォニー OUI のために設定することを望むインターフェイスの Radio ボタ
ンをクリックして下さい。
 
ステップ 3. 『Edit』 をクリック して下さい。 編集インターフェイス Setting ウィンドウは
現われます。
 



 
別のインターフェイスを設定し、インターフェイス フィールドのポートまたは遅れ（リン
ク 集約 グループ） Radio ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから別のインターフ
ェイスを選択したいと思う場合ステップ 4. （オプションの）。
 
注: ラグはすばらしい帯域幅を提供する単一 論理リンクにインターフェイスを結合します。
 
ステップ 5 選択されたインターフェイスのテレフォニー OUI を有効に するためにテレフォ
ニー OUI VLANメンバーシップ フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さ
い。 パケットが利用可能 な テレフォニー OUI の 1 つを一致する場合、インターフェイス
は voice VLAN に追加されます。
 
ステップ 6. Voice VLAN QoS Mode フィールドの利用可能 な QoS （Quality of Service）モ
ードの 1 つをクリックして下さい:
 

• 全 voice VLAN のために意図されているすべてのパケットに QoSパラメータを適用しま
す。
 
• 電話送信元MACアドレス— IP 電話からパケットだけに QoSパラメータを適用します。
 

ステップ 7.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

マルチプルインターフェイスにインターフェイスコンフィギュレーションを適
用して下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは VLAN管理 >
Voice VLAN > テレフォニー OUI インターフェイスを選択し。 テレフォニー OUI インター
フェイス ページは開きます:
 



 
ステップ 2.マルチプルインターフェイスにコピーすることを望むインターフェイスの Radio
ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 

 
ステップ 4.フィールドにのに設定を適用したいと思うことインターフェイスに入って下さ
い。 入力としてインターフェイスのインターフェイス番号か名前を使用できます。 カンマ



で分かれる各インターフェイスに入ることができます（たとえば: 1 つ、3 つ、5 つまたは
GE1、GE3、GE5）またはインターフェイスの範囲を入力することができます（たとえば:
1-5 または GE1-GE5）。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
イメージは下記の設定の後で変更を示します。
 

 


	200/300 シリーズによって管理されるスイッチのテレフォニー 固有の識別番号（OUI）を構成上設定して下さい
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	イネーブル テレフォニー OUI
	テレフォニー OUI 表に新しい OUI を追加して下さい
	OUI の基礎の Voice VLAN にインターフェイスを追加して下さい
	マルチプルインターフェイスにインターフェイスコンフィギュレーションを適用して下さい



