
RV320 および RV325 VPN ルータの設定
VLANメンバーシップ 

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。 VLAN 間 RV320 の 4 まで VLAN および RV325 の
パケットを転送するために 14 まで VLAN を設定できます。
 
この技術情報は RV32x VPN Router シリーズの VLANメンバーシップを設定する方法を説明
します。
  

適当なデバイス
 

• RV320 は VPN Router WAN 二倍になります 
• RV325 ギガビット二重 WAN VPN Router
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.09
  

VLANメンバーシップを管理して下さい 
 

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管理 > VLANメン
バーシップを『Port』 を選択 し。 VLANメンバーシップ ページは開きます:
 

 
呼び出します。 デバイスの VLAN を有効に するために VLAN Enable チェックボックスを
チェックして下さい。



 
注: 既にこの例に使用するルータで設定される 3 デフォルトVLAN を表示できます。
  

VLAN を追加して下さい
 

ステップ 1.新しい VLAN を作成するために『Add』 をクリック して下さい。 New 列は
VLANテーブルに追加されます:
 

 
ステップ 2. VLAN ID フィールドで VLAN ID を入力して下さい。 VLAN ID は VLAN の固有
の識別番号です。 範囲は 4 から 4094 からです。 VLAN 1 はデフォルトVLAN のために予約
済みです。  
 
 

 
ステップ 3. Description フィールドで新しく作成された VLAN についての簡潔な説明を入力
して下さい。 これはすぐに新しい VLAN の目的を理解するのを助けます。
 
ステップ 4. 1 VLAN ルーティングするためにドロップダウン リストをから別の VLAN にパ
ケットをルーティングするインターVLAN から適切なインターVLAN Routing オプションを



選択して下さい。
 

• 無効—それはインターVLAN ルーティングが非アクティブであること表します。
 
• enabled —それはインターVLAN ルーティングがこの VLAN でアクティブであること表
します。 インターVLAN ルーティングは有効に なるそれがあるそれらの VLAN 間のだけ
パケットをルーティングします。 
 

 
ステップ 5.デバイス管理を管理するデバイス管理 ドロップダウン リストから適切なオプシ
ョンを選択して下さい。 デバイス管理はデバイスを管理するために VLAN からのデバイス
の Web コンフィギュレーションユーティリティにログイン する機会を提供するソフトウェ
アアプリケーションです。
 

• 無効—それはデバイスマネージャが非アクティブである、VLAN からデバイスマネージ
ャにアクセスできませんこと表し。
 
• enabled —それはデバイスマネージャがアクティブである、VLAN からデバイスマネージ
ャにアクセスできますこと表し。
 

 
ステップ 6.接続され、設定が接続されたポートと一致する必要がある LAN ポートのための
ドロップダウン リストから望ましいオプションを選択して下さい。 接続される複数のポー
ト、なぜなら各ポートと接続されれば、同じ設定を選択する必要があります。 デフォルト
はタグ付けされています。
 

• タグ付けされた—ポートと VLAN 間のアソシエーションがタグ付けされていること表し
ます。 複数のVLAN が同じ ポートのために作成されるとき判別するのにどの VLAN がに
ユニークな VLAN ID によってトラフィックによってが属するかタグ付けされた使用されて
います。
 



• タグが付いていない—ポートと VLAN 間のアソシエーションがタグが付いていないこと
表します。 それは 1 VLAN だけ作成され、トラフィックが VLAN に気づいているとき使用
されます。 1 VLAN だけ各ポートのためのタグが付いていないとしてマークすることがで
きます。 デフォルトVLAN がポートにある場合、ポートに複数のVLAN があってもタグが
付いていない常にはずです。
 
• 除かれる—インターフェイスが VLAN のメンバーではないこと表します。 このオプショ
ンを選択する場合、トラフィックは VLAN とポートの間で無効に なります。
 

注: ステップ 4 でルーティングするインターVLAN を有効に する場合トラフィックを区別す
るために VLAN をタグ付けしなければなりません。
 

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

  
VLAN を編集して下さい 
 

ステップ 1： VLAN の設定を変更したいと思う場合仕様 VLAN の側のチェックボックスを
チェックして下さい。 
 

 
ステップ 2. VLAN のための必要な情報を『Edit』 をクリック し、変更して下さい。 多くを
必要な情報を変更する方法で知るために追加 VLANセクションを参照して下さい。
 



 
ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
VLAN を削除して下さい 
 

ステップ 1： の VLAN 削除したいと思う場合仕様 VLAN の側のチェックボックスをチェッ
クし、『Delete』 を選択 して下さい。 
 

 
ステップ 2. VLAN を取除くために『Delete』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
結論
 



今 VLAN を設定する方法を知っています。 同じトピックで関連技術情報を読むことを望ん
だ場合ここをクリックして下さい。
 

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

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2687-configure-virtual-local-area-network-vlan-membership-on-an-r.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2687-configure-virtual-local-area-network-vlan-membership-on-an-r.html
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