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RV シリーズ ルータの設定 Virtual Local Area
Network （VLAN; バーチャル LAN） メンバシッ
プ 

目標
 

Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）はエンドポイントが機能か他の共用
特性によって関連付けられる論理的に別途のインターネット プロトコル（IP） サブネット
ワークです。 これはメンバーはリソースに排他アクセスをアクセスできるように異なる部
門が個別 ネットワークを持つことができるように可能にします。
 
VLAN はまた VLAN 間ルーティングを有効に することによって VLAN 間のリソースの共有
を可能にします。 これはセキュリティに VLAN のメンバーだけその VLAN を通るリソース
にアクセスできるので一致します。 それはまた VLAN を展開することが個別 ネットワーク
を持っていること 1 つのデバイスだけ購入を意味するので保存を意味します。 デフォルト
で、RV シリーズ ルータにデフォルトVLAN が、削除されるか、編集されるか、または変更
することができない VLAN1 あります。 デバイスのモデルによって 6 まで VLAN を、作成
できます。 VLAN はまたは特定のポートに除かれてタグ付けされる、タグが付いていない
場合もあります。
 
この技術情報は RV シリーズ ルータの VLANメンバーシップを設定する方法を示すことを
向けます。
  

適当なデバイス
 

RV シリーズ— RV110W、RV130、RV130W、RV132W、RV134W
  

[Software Version]
 

1.2.0.10 — RV110W
1.0.3.16 — RV130、RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

設定 VLANメンバーシップ
 
VLAN を追加して下さい
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインはネットワーキング > LAN
>VLAN メンバシップを選択し。
 
注: この技術情報のイメージは RV132W ルータから撮られます。 オプションおよび用語は
デバイスのモデルによって変わるかもしれません。
 



 
ステップ 2. 『Add Row』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3. VLAN ID フィールドの VLAN ナンバーを入力して下さい。 VLAN ID は範囲 2
に 4094 である必要があります。 この例では、40 は VLAN ID として使用されます。
 



 
ステップ 4. Description フィールドで VLAN のための説明を入力して下さい。 販売後この
例では入力されます。
 

 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
RV シリーズ ルータに今 VLAN の追加に成功する必要があります。 コンフィギュレーショ
ンの設定が正常に保存されたこと confiirmation マッサージは VLANメンバーシップ ページ
の上部分で現われます。
 



  
メンバーを追加して下さい
 

ステップ 1： メンバーを VLAN に追加するために、適切な VLAN のチェックボックスをチ
ェックして下さい。 この例では、メンバーは販売後 VLAN 40 に追加されます。
 

 
ステップ 2. 『Edit』 をクリック して下さい。
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ステップ 3. （オプションの）チェック VLAN 間ルーティングを無効に する チェックボッ
クス。 VLAN 間 有効に される場合、ルーティングケーパビリティに含まれている VLAN に
IP アドレスを割り当てる必要があります。
 
注: この例では、インターVLAN ルーティングはチェックを外されるか、または無効に され
て残っています。
 

 
ステップ 4.優先 する ポートの VLAN タグを選択して下さい。 ドロップダウン矢印をクリ
ックし、次にタグが付いていない、タグ付けされた選択するか、または除きました。
 

タグが付いていない—インターフェイスは VLAN のタグが付いていないメンバーです。
VLAN の帯はポートVLAN にタグが付いていない送られます。
タグ付けされた—インターフェイスは VLAN のタグ付けされたメンバーです。 VLAN の帯は
ポートVLAN にタグ付けされた送られます。
除かれる—ポートは現在 VLAN のメンバーではないです。 これは VLAN が作成されるときす
べてのポートのデフォルト設定です。
 

注: この例では、販売後 VLAN はポート 1、ポート 2、およびポート 3.のメンバーとしてタ
グ付けされます。
 

 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
VLAN に今メンバーの追加に成功する必要があります。 コンフィギュレーションの設定が
正常に保存されたこと VLANメンバーシップ ページの上部分で確認のメッセージが現れま
す。
 

  
VLAN に IP アドレスを割り当てて下さい
 

ステップ 1. LAN > LAN 設定クリックして下さい。
 



 
ステップ 2. VLAN ドロップダウン矢印をクリックし、IP アドレスと割り当てられる必要が
ある VLAN を選択して下さい。
 
注: この例では、VLAN 40 に IP アドレスを追加します。
 

 
ステップ 3 theLocal IP address フィールドの下で、その VLAN に割り当てる必要がある IP
アドレスを入力して下さい。
 
注: この例では、VLAN 40 への IP アドレス 192.168.40.1 を割り当てています。
 



 
ステップ 4.サブネット マスク フィールドで VLAN のためのサブネット マスクを入力して
下さい。
 

 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
VLAN に今正常に IP アドレスを割り当てる必要があります。
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