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RV34x シリーズ ルータの設定 Virtual Local Area
Network （VLAN; バーチャル LAN）設定 

目標
 

RV34x シリーズ二重 WAN な VPN Router はスモール ビジネスのためにうってつけの使い
やすく、適用範囲が広い、高性能 デバイスです。 追加されたセキュリティ機能によって、
Web フィルタリング、アプリケーション コントロールおよび IPソース ガードのような、
このルータシリーズはスモールオフィスに非常にセキュア、ブロードバンド な、配線され
た接続および遠隔地の従業員を配信します。 これらの新しいセキュリティ機能はまたネッ
トワークで微調整によって許可されるアクティビティの容易さを提供します。
 
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）は物理的な位置に関係なくブロード
キャスト ドメインを、形成するために結合されるホストの論理 グループです。 マネージメ
ントVLAN はマネージメントVLAN で設定されるユーザだけデバイスにアクセスできるよう
に設定されます。 マネージメントVLAN の設定はネットワークにより多くのセキュリティ
を追加して必要です。 マネージメントVLAN の攻撃はネットワーク セキュリティを破るこ
とができますデフォルト以外何かにマネージメントVLAN を変更することを従って助言しま
す。 これは異なる物理的 な LAN を渡る VLANの構成員間のセキュアコミュニケーションを
可能にします。 
 
VLAN はインターネット プロトコル（IP） バージョンの 2 つの型で設定することができま
す: IPバージョン 4 （IPv4）および IP バージョン 6(IPv6)。 最初は、IPv4 はドット付き
10進表記で表された 32ビット 2 進数を使用した主要なアドレス システムでした。 現在、
IPv4 アドレスはほとんどなくなり、新しいシステムは、IPv6、新しいアドレスのために使
用中を増加しました。 IPv6 は 128 ビット 2 進数を表すのに 16進数およびコロンを使用し
ます。
 
この資料の目標は RV34x シリーズ ルータの IP バージョンの各種タイプで VLAN を設定す
る方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.1.16
  

RV34x シリーズ ルータの VLAN を設定して下さい
 
IPv4-based VLAN を設定して下さい
 

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 LAN > VLANの設定選択し
。
 



 
呼び出します。 VLANテーブルで、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 3 VLAN ID フィールドでは、VLAN ID であるために 2-4094 間の数を入力して下
さい。
 
注: この例では、VLAN ID は 20 です。 VLAN 名前は入力された VLAN ID に調和で自動的に
読み込みます。
 



 
ステップ 4. （オプションの）チェック異なる VLAN の間の通信を許可するイネーブル
VLAN 間ルーティング チェックボックス。 これはデフォルトでチェックされます。
 
注: VLAN は LAN 環境でブロードキャスト ドメインを分けます。 ある VLAN のホストが別
の VLAN のホストと通信する必要がある場合、トラフィックはそれらの間をルーティング
される必要があります。
 

 
ステップ 5 IPv4 Address フィールドでは、IPv4 アドレスを割り当てて下さい。
 
注: この例では、192.168.2.1 は IPv4 アドレスとして使用されます。
 

 
ステップ 6. IPv4 アドレスのためのプレフィクス長を入力して下さい。 これはサブネットワ
ークのホストの数を判別します。
 
注: この例では、24 は使用されます。
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ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今うまく RV34x シリーズ ルータの IPv4-based VLAN を設定する必要があります。
 

  
IPv6-based VLAN を設定して下さい
 

ステップ 1： IPv6 カラムは IPv4 アドレス/マスク カラムの側で右です。 IPv6 アドレス/マ
スク カラムで、IPv6 がプレフィクスを得る方式を判別するために 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。
 

static — 手動でユニークなローカルアドレスかプレフィクスを入力して下さい。
DHCP-PD からのプレフィクス—プレフィクスは IPv6 プレフィクス 委任（DHCP-PD）を通
して Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 得られます。 これが選択され
た場合、ステップ 3.にスキップして下さい。
 

注: この例では、スタティックは選択されます。
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ステップ 2.プレフィックス フィールドでユニークなローカルアドレスのプレフィクスを入
力して下さい。
 
注: この例では、fec0:3:: 使用されます。
 

 
DHCP-PD からのプレフィクスが選択された場合ステップ 3. （オプションの）、文字 A か
ら F の 4 文字 組み合せの最大をおよび 0-9 はフィールドで入力します。 これが選択される
場合、他のフィールドは選択不可能になります。 ステップ 7.にスキップして下さい。
 
注: この例では、842a は使用されます。
 

 
ステップ 4 プレフィクス長 フィールドでは、IPv6 アドレスのための望ましいプレフィクス
長を入力して下さい。
 
注: この例では、64 はプレフィクス長として使用されます。
 

 
ステップ 5. IPv6 アドレスの最後の 64 ビットがどのように得られるか判別するためにイン
ターフェイス 識別子 エリアの 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。
 

EUI-64 — 拡張固有の識別番号（EUI)-64 は自動的に IPv6 ホスト アドレスを設定することの
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方式です。
インターフェイス ID がフィールドで文字 A から F および 0-9 の 4 文字 組み合せの最大を入
力すると同時に static —静的に 64 ビット アドレスを割り当てて下さい。
 

注： この例では、EUI-64 は選択されます。
 

 
スタティックが選択された場合ステップ 6. （オプションの）、文字 A から F の 4 文字 組
み合せの最大をおよび 0 から 9 はフィールドで入力します。
 
注: この例では、842a は使用されます。
 

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

 
今うまく RV34x シリーズ ルータの IPv6 設定を行う必要があります。
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ポートに VLAN を割り当てて下さい
 

ステップ 1： ポート テーブルへの VLAN では、ポートに VLAN を割り当てるために『
Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 2 VLAN を割り当てるためにポートを選択して下さい。 各ポートにから選択する
ドロップダウン オプションがあります。 次のオプションがあります。
 

タグが付いていない—このモードはある特定の VLAN とポート間のアソシエーションがタグ
が付いていないこと規定 します。 着信トラフィックはポートを持つタグが付いていないアソ
シエーションとの VLAN に転送されます。 このポートからのこの VLAN 出力からのトラフィ
ックはタグが付いていないです。
タグ付けされた—このモードはある特定の VLAN とポート間のアソシエーションがタグ付け
されていること規定 します。 このポートの着信トラフィックはフレームの VLAN タグで現
在の VLAN 情報に基づいてある特定の VLAN に転送されます。 アソシエーションがタグ付け
されているときこのポートの出トラフィックに維持された VLAN タグがあります。
除かれる—このモードはある特定の VLAN とポート間にアソシエーションがないこと規定 し
ます。 VLAN からのトラフィックはこのポートからの入力および出力で許可されません。
 

注: ポートの数はデバイスのモデルによって異なるかもしれません。 RV345 におよび
RV345P に両方 16 のポートがある間、RV340 に 4 つの LAN ポートがあります。 この例で
は、VLAN 20 は LAN2 でタグ付けされます。
 



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

 
ステップ 4 設定を永久に保存するために、コピー/保存設定 ページに行くか、またはページ 

の上部部分でアイコンをクリックして下さい。
 



 
RV34x シリーズ ルータのポートに今正常に VLAN を割り当てる必要があります。
 

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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