
VLAN 間 RV180 および RV180W の設定 
目標
 

この資料の目標は RV180 および RV180W の各 VLAN の VLAN 間ルーティングおよび
DHCP 設定を行う方法でガイドすることです。 VLAN 間ルーティングはネットワークブロ
ードキャストを減らし、セキュリティを強化する VLAN 接続の間のルーティングを可能に
します。
  

適当なデバイス
 

• RV180 
• RV180W
  

VLAN 間 設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティにログイン し、ネットワーキング
> LAN > VLANメンバーシップを選択して下さい。 VLANメンバーシップ ページは開きます:
 

 
呼び出します。 VLAN を有効に するために VLAN フィールドのイネーブルをチェックして
下さい。
 

 
ステップ 3.新しい VLAN を追加するために『Add Row』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4 VLAN ID フィールドでは、VLAN ID のための数を入力して下さい。 VLAN ID は
別の VLAN と 1 VLAN を区別するユニークな ID です。
 
ステップ 5 Description フィールドでは、VLAN の説明を入力して下さい。 説明が VLAN の
VLAN か目的を識別するのを助けるのに使用されています。 いくつかの例は「ゲスト」お
よび「管理者」です。
 
ステップ 6 インターVLAN ルーティングを有効に するためにチェックボックスをルーティ
ングするインターVLAN があるようにイネーブルになった確認して下さい。
 
ステップ 7 デバイス管理 チェックボックスが VLAN のためのデバイス管理を有効に するこ
とができるあるようにイネーブルになった確認して下さい。
 
ステップ 8 ポート ドロップダウン リストのそれぞれから、どちらかのタグ付けされた、タ
グが付いていない選択するか、または除きました。
 

• タグ付けされた—どの VLAN に基づいてネットワークトラフィックをトラフィックが発
信するか識別します。 これは複数のVLAN からのトラフィックを処理するアクセス ポイン
トまたはがポートにスイッチのようなネットワークデバイスに接続してほしいとき使用さ
れます。
 
• タグが付いていない—どの VLAN に基づいてトラフィックをトラフィックが発信するか
識別しません。 これは複数のVLAN からのトラフィックを処理しないワークステーション
およびがポートにプリンタのようなエンドホストに接続されてほしいとき使用されます。
 
• 除かれる—ポートから VLAN を除きたいと思う時使用される。
 

ステップ 9.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
ステップ 10.ネットワーキング > LAN > 複数のVLAN サブネットを選択して下さい。 複数の
VLAN サブネット ページは開きます:
 



 
ステップ 11： 編集したいと思う VLAN ID があるようにチェックボックスを確認して下さ
い。
 

 
ステップ 12： [Edit] をクリックします。
 



 
ステップ 13： IP address フィールドでは、ルータのための VLAN サブネット IP アドレス
を入力して下さい。
 
ステップ 14： サブネット マスク フィールドでは、IP アドレスのためのサブネット マスク
を入力して下さい。
 
ステップ 15： DHCP モード ドロップダウン リストから、DHCPサーバ、か DHCPリレー 
『None』 を選択 して下さい。 スタティック DHCP を設定したいと思う場合スタティック
DHCP を『Configure』 をクリック して下さい。
 
注: 『None』 を選択 した場合、ステップ 23 にスキップして下さい。 『DHCP Server』 を
選択 した場合、ステップ 20 にスキップして下さい。 リレーを『DHCP』 を選択 した場合
、ステップ 26 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 16： 新しいスタティック DHCP を追加するために『Add』 をクリック して下さ



い。
 

 
ステップ 17： IP address フィールドでは、デバイスのための所望のIPアドレスを入力して
下さい。
 
ステップ 18： MAC Address フィールドでは、デバイスの MAC アドレスを入力して下さい
。
 
ステップ 19： スタティック DHCP 設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さ
い。 ステップ 29 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 20： （オプションの） Domain Name フィールドで、ドメインの名前を入力して
下さい。



ステップ 21： 開始 IP address フィールドでは、IP アドレスの望ましい範囲のための最初
の IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 22： 終り IP address フィールドでは、IP アドレスの望ましい範囲のための最後
の IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 23： （オプションの）プライマリDNSサーバ フィールドで、プライマリDNSサ
ーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 24： （オプションの）セカンダリDNSサーバ フィールドで、セカンダリDNSサ
ーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 25： Lease Time フィールドでは、IP アドレスがクライアントにリースされる時
間に数を、入力して下さい。 ステップ 27 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 26： リモート DHCP Server フィールドでは、リモート DHCPサーバの IP アドレ
スを入力して下さい。
 
ステップ 27： DNS プロキシ チェックボックスが DNS プロキシを有効に することができ
るように『Enable』 をクリック して下さい。
 
ステップ 28： 設定かキャンセルを設定を廃棄するために保存するために『SAVE』 をクリ
ック して下さい。
 



 
ステップ 29： ネットワーキング > LAN > 新しい DHCP によってリースされるクライアン
トを表示する DHCP によってリースされるクライアントを選択して下さい。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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