
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの Virtual Local Area Network （VLAN; バー
チャル LAN）設定 

目標 
 

VLAN はそれらが物理的 な ネットワークにある場所に関係なくように通信するためにホス
トのグループを助けます。 VLAN 機能は別のホストに接続するようにあってもし、ホスト
と同じバーチャルネットワークにあると仮定しますどこでデバイスが。 VLANトラフィック
があるインターフェイスは廃棄されるかもしれませんそのインターフェイスかパケットに割
り当てられる VLAN がある必要があります。 この記事は ISA500 シリーズ 統合セキュリテ
ィ アプライアンスの VLANの設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• v1.1.14
  

VLAN構成
 

ステップ 1. ISA500 シリーズ 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ネッ
トワーキング > VLAN を選択し。 VLAN ページは開きます:
 

  
VLAN を追加して下さい
 



 
ステップ 1： VLAN 表で、『Add』 をクリック して下さい。 VLAN - Add/Edit ウィンドウ
は開きます:
 

 
呼び出します。 Name フィールドでは、VLAN の名前を入力して下さい。 名前が VLAN の
グループからの VLAN を識別するのに使用されています。
 
ステップ 3 VLAN ID フィールドでは、3 から VLAN のための 4089 まで ID ナンバーを入力
して下さい。
 
ステップ 4 IP address フィールドでは、VLAN のための IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5 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。 ある特定の IP アドレスに関しては適切なサブネットマスクを入力して下さい。
 
ステップ 6.スパニングツリーの右へ、ネットワーク・トポロジのループを識別するために 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。 IP プロトコルのレイヤ2 でスパニング ツ
リー プロトコルが使用され、トポロジーのループを回避するのに主に使用されています。
 
ステップ 7 データのオリジナル VLAN を把握するか、またはクリックしたいと思わない場
合ポートを VLAN に追加するために、ポート リストのポートをクリックし、– >Access –デ



ータのオリジナル VLAN を把握したいと思う場合 >Trunk をクリックして下さい。 ポート
を VLAN から取除くために、メンバー一覧のポートをクリックし、< –ボタン クリックして
下さい。
 
ステップ 8 ゾーン ドロップダウン リストから、VLAN がマップされるゾーンを選択して下
さい。
 
ステップ 9. DHCP プール Settings タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 10： DHCP モードから、望ましいオプションを選択して下さい。
 

• DHCP リレー—このオプションは ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスを
リモート DHCP サーバに接続させます。
 
• DHCP サーバ—このオプションは ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンスを
DHCP サーバとして機能させます。
 
• disable —このオプションは静的な IP アドレスに VLAN のデバイスを設定 します。 この
オプションに関しては、ステップ 25 にスキップして下さい。
 

ステップ 11： DHCP リレーがステップ 10 で選択される場合、リモートサーバの IP アドレ
スをリレー IP フィールドで入力して下さいステップ 25 にスキップして下さい。
  
DHCP は設定をプーリングします
 



 
 
ステップ 12： DHCP サーバがステップ 10 で選択される場合、開始する IP フィールドで
DHCP プールの開始する IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 13： 端 IP フィールドでは、DHCP プールの最後の IP アドレスを入力して下さい
。
 
ステップ 14： Lease Time フィールドでは、ダイナミック IP アドレスが更新される前に時
間を入力して下さい。
 
ステップ 15： DNS1 フィールドでは、プライマリ Domain Name Server （DNS）の IP ア
ドレスを入力して下さい IP アドレスに名前を変換するのに使用されている。
 
ステップ 16： （オプションの） DNS2 フィールドで、セカンダリ DNS の IP アドレスを入
力して下さい
 
ステップ 17： （オプションの） WINS1 フィールドで、プライマリ Windows Internet
Name Service （WINS） サーバの IP アドレスを入力して下さい。 Windows Internet
Naming Service （WINS）はインターネットとの各デバイス 相互対話を管理します。
WINS は現在利用できるコンピュータの名前と自動的にアップデートされるおよび各自に割
り当てられる IP アドレスを使用します分散型データベース。
 
ステップ 18： （オプションの） WINS2 フィールドで、セカンダリ WINS サーバの IP アド
レスを入力して下さい。
 
ステップ 19： （オプションの） Domain Name フィールドで、VLAN のためのドメイン名
を入力して下さい。
 



ステップ 20： Default Gateway フィールドでは、デバイスのためにデフォルト ゲートウェ
イとして使用されるように IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 21： （オプションの）オプション 66 フィールドで、ネットワークが 1 TFTPサー
バだけ使用する場合トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP） サーバの IP アドレスか
ホスト名を入力して下さい。 それはこのオプションを要求するホストにプロビジョニング
サーバアドレス 情報を提供します。 これは単一 TFTPサーバの IP アドレスかホスト名だけ
をサポートします。
 
ステップ 22： （オプションの）オプション 67 フィールドで、規定 された TFTPサーバの
設定/ブートストラップ ファイル名を入力して下さい。 それはこのオプションを要求するホ
ストに設定/ブートストラップ ファイル名をつけます。 オプション 66 と共にこれがクライ
アントがファイルのための適切な TFTP要求を形成することを可能にするのに使用されてい
ます。
 
ステップ 23： （オプションの） Option 150 フィールドで、ネットワークが TFTP 2 つのサ
ーバを使用する場合コンマで分かれる TFTP 2 つのサーバの IP アドレスを入力して下さい
。
 
ステップ 24： IPv6 がデバイスで有効に なる場合 IPv6 Setting タブをクリックして下さい
。 そうでなかったら、ステップ 29 にスキップして下さい。
  
IPv6 設定
 

 
ステップ 25： IPv6 Address フィールドでは、VLAN のための IPv6 アドレスを入力して下
さい。
 
ステップ 26： IPv6 プレフィックス長フィールドでは、IPv6 プレフィクスで文字の数を入
力して下さい。
 
ステップ 27： [OK] をクリックします。 オリジナル ウィンドウは現われます。
 
ステップ 28： [Save] をクリックします。
  

VLAN を編集して下さい
 



 
ステップ 1.編集されるべき望ましい VLAN を選択し、Edit アイコンをクリックして下さい
。 VLAN - Add/Edit ページ開きます:
 
ステップ 2. 1-28 がからの必要な変更との VLAN を追加するステップから繰り返して下さい
。
 
ステップ 3. 『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.削除されるべき望ましい VLAN を選択し Delete アイコンをクリックして下さい
。
 
ステップ 2. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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