
RV160 および RV260 の VLANの設定の設定 
目標

この資料の目標は RV160 および RV260 の IPv4 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル
LAN）設定を行う方法を示すことです。

概要

VLAN 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。 VLAN を作成で
きますが VLAN が少なくとも 1 つのポートに、手動でまたは動的に接続されるまでこれは効果を
もたらしません。 ポートは 1つ以上の VLAN に常に属する必要があります。

エンジニアリング、マーケティングおよび会計チームのために作成された 3 VLAN の例は下記に
あります。

適当なデバイス

RV160●

RV260●

[Software Version]

1.0.00.13●



VLAN構成

ステップ 1.ルータのグラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）へのログイン。

ステップ 2.ナビゲートへの LAN > VLANの設定。



ステップ 3.新しい VLAN を作成するために『Add』 をクリック して下さい。

ステップ 4.作成したいと思うおよび名前を入力して下さいそれのための VLAN ID。 VLAN ID 範
囲は 1-4093 からあります。

VLAN の名前として VLAN ID およびエンジニアリングとして 200 を入力しました。



ステップ 5. VLAN 間ルーティングおよびデバイス管理両方のためのイネーブルになったボックス
のチェックを外して下さい。

VLAN 間ルーティングが 1 VLAN から別の VLAN にパケットをルーティングするのに使用されて
います。 一般に、これはそれとして残します VLAN をより少なくセキュアに推奨されません。
それが互いの間でルーティングすることは VLAN に必要であるかもしれない時があります。 これ
が事実である場合、詳細については目標とされた ACL 制限と RV34x ルータの VLAN 間ルーティ
ングをチェックして下さい。

デバイスの GUI に、VLAN からログイン するのにブラウザを使用することを可能にしデバイスを
管理するデバイス管理はソフトウェアです。

この例では、VLAN をセキュア保存することを VLAN 間ルーティングかデバイス管理が可能にし
ませんでした。

ステップ 6 私用 IPv4 アドレスは IP address フィールドの自動にデータを入力する。 選択する場
合これを調節できます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1393-Inter-VLAN-Routing-with-Targeted-ACL-Restrictions.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1393-Inter-VLAN-Routing-with-Targeted-ACL-Restrictions.html


ステップ 7 サブネット マスクの下のサブネット マスクは自動にデータを入力する。 変更を行な
う場合、これは自動的にフィールドを調節します。

このデモに関しては、255.255.255.0 か /24 としてサブネット マスクを残します。

ステップ 8.ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル型を選択して下さい。 次の
オプションは次のとおりです:

無効– VLAN の DHCP IPv4 サーバを無効に します。 これはテスト環境で推奨されます。 このシ
ナリオでは、すべての IP アドレスは手動で設定される必要があり、すべての通信は内部です。

サーバ-これは最も頻繁に使用されるオプションです。

タイム リースは 5 から 43,200 分の時間値を入力します。 デフォルトは 1440 分（24 時間へ
の等号）です。

●

範囲 開始するおよび書架列側面–動的に割り当てることができる IP アドレスの範囲開始およ
び終了を入力して下さい。

●



DNSサーバ–プロキシとして、またはドロップダウン リストからの ISP から DNSサーバを使
用するために選択して下さい。

●

WINS サーバ– WINS サーバ名を入力して下さい。●

DHCP オプション:●

オプション 66 – TFTPサーバの IP アドレスを入力して下さい。●

オプション 150 – TFTP サーバのリストの IP アドレスを入力して下さい。●

オプション 67 –設定ファイル名を入力して下さい。●

リレー– DHCP リレー エージェントを設定するためにリモート DHCPサーバ IPv4 アドレス
を入力して下さい。 これはより多くの拡張設定です。

●

ステップ 9.新しい VLAN を作成するために『Apply』 をクリック して下さい。

ポートに VLAN を割り当てて下さい

16 VLAN は Wide Area Network （WAN）のための 1 VLAN で RV160 か RV260 で、設定するこ
とができます。 ポートにない VLAN は除く必要があります。 これはユーザがとりわけ割り当て
た VLAN/VLANs のためのそのポートのトラフィックを専ら保存します。 それは最良の方法とみ
なされます。

ポートはアクセス ポートまたはトランク ポートであるために設定 することができます:

アクセス ポート- 1 VLAN を割り当てられる。 タグなしフレームは渡されます。●

トランク ポート-複数の VLAN を運ぶことができます。 802.1q. 「トランキングは」ネイティ
ブ VLAN がタグが付いていないことができるように可能にします。 トランクでほしいと思わ

●



ない VLAN は除く必要があります。
1 VLAN は自身のポートを割り当てました:

アクセス ポートを考慮しました。●

このポートが割り当てられる VLAN はタグが付いていない分類する必要があります。●

他の VLAN はすべてそのポートのために除かれて分類する必要があります。●

1 つのポートを共有する 2つ以上の VLAN:

トランク ポートを考慮しました。●

VLAN の 1 つはタグが付いていない分類することができます。●

トランク ポートの一部である VLAN の他はタグ付けされた分類する必要があります。●

トランク ポートの一部ではない VLAN はそのポートのために除かれて分類する必要がありま
す。

●

注: この例では、トランクがありません。

ステップ 10.編集するために VLAN ID を選択して下さい。 [Edit] をクリックします。

この例では、VLAN 1 および VLAN 200 を選択しました。

ステップ 11. VLAN を LAN ポートに割り当て、タグが付いていないタグ付けされるか、または除
かれるように各設定を規定 するために『Edit』 をクリック して下さい。

LAN1 のこの例では、私達除かれるタグが付いていないおよび VLAN 200 として割り当てられた
VLAN 1。 LAN2 に関しては私達および VLAN 200 タグが付いていない除かれる割り当てられた
VLAN 1。

ステップ 12： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

結論



RV160 および RV260 のポートに今正常に新しい VLAN および構成済みのVLAN を作成する必要
があります。 他の VLAN を作成するためにプロセスを繰り返して下さい。
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