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スイッチの構成上設定 テレフォニー 固有の識別
番号（OUI）インターフェイス設定 

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。
 
構成上固有の識別番号（OUI）は電気電子学会によって、組み込まれた（IEEE）登録局割り
当てられます。 IP Phone 製造業者の数が限られ、よく知られているであるので、既知 OUI
値により見られるポートおよび自動的に Voice VLAN に割り当てられるべき関連した帯を、
引き起こします。
 
注: 詳細をスイッチのテレフォニー OUI 設定を行う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。
 

Voice VLAN に設定される全 QoS 値はインターフェイスで受信され、Voice VLAN に分類さ
れる着信 フレームすべてに適用されます。
テレフォニー 送信元MACアドレス— Voice VLAN のために設定される QoS 値は Voice VLAN
に分類される適用され、設定されたテレフォニー OUI と一致する送信元MACアドレスで OUI
が含まれていますあらゆる着信 フレームに。
 

Webベース ユーティリティのテレフォニー OUI インターフェイス ページは OUI 識別子に
基づいて voice VLAN にインターフェイスを追加することを可能にし、また voice VLAN の
OUI QoS モードを設定するのに使用されています。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチのテレフォニー OUI インターフェイス設定を行う提
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

QoS 属性は次のいずれかのモードの音声パケットにポートごとに割り当てることができます:

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


● 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 テレフォニー OUI 設定
 

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。
 
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 > 電話 OUI インターフェイス選択して下さい。
 

 
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。
 
ステップ 3.インターフェイスの種類 ドロップダウン リストからインターフェイスを選択し
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
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次のオプションがあります。
 

シングル ポートだけ選択される必要がある場合 port — インターフェイスの種類 ドロップダ
ウン リストから、『Port』 を選択 して下さい。
ラグ— インターフェイスの種類 ドロップダウン リストから、設定するためにラグを選択し
て下さい。 これはラグ設定で定義されるポートの集まりに影響を与えます。
 

注: この例では、ユニット 1 のポートは選択されます。
 
ステップ 4.始動にインターフェイスのポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して
下さい。
 

 
ステップ 5.ポートのための Radio ボタンをクリックするか、または修正したいと思います
遅らして下さい。
 

 
注: この例では、GE4 はクリックされます。
 
ステップ 6.ページをスクロールしそして『Edit』 をクリック して下さい。
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ステップ 7. （オプションの）は設定したいと思うインターフェイスに対応する Radio ボタ
ンをクリックします。
 

 
次のオプションがあります。
 

ユニット—ユニット ドロップダウン リストから、設定するためにポートを選択して下さい。
これは選択されるシングル ポートに影響を与えます。
 

注: Sx500 スイッチがある場合、このオプションはユニット/ポートとして示します。
 

ラグ— ラグ ドロップダウン リストから、設定するためにラグを選択して下さい。 これはラ
グ設定で定義されるポートの集まりに影響を与えます。
 

注: この例では、ユニット 1 のポート GE4 は選択されます。
 
ステップ 8 インターフェイスをテレフォニー OUI によって基づく voice VLAN のポートで
あるために作るようにテレフォニー OUI VLANメンバーシップ チェックボックスをチェッ
クして下さい。 パケットが一致する テレフォニー OUI で設定されるインターフェイスを受
け取ったら、そのポートは voice VLAN に含まれています。
 

 
ステップ 9.インターフェイスにおける望ましい Voice VLAN QoS モードに対応する Radio
ボタンをクリックして下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

全 QoSパラメータは voice VLAN にソートされるパケットでだけ使用されます。
テレフォニー 送信元MACアドレス— QoSパラメータは IP 電話からのパケットでだけ使用さ
れます。
 

注: この例では、すべては選択されます。
 
ステップ 10.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
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。
 

 
今スイッチのテレフォニー OUI インターフェイス設定を行う必要があります。
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