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VLAN構成 ウィザードでのスイッチの設定
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル
LAN）設定 

目標
 

Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）は論理的に異なるブロードキャスト
ドメインにローカルエリア・ネットワーク（LAN）をセグメント化することを可能にします
。 機密データがネットワークのブロードキャストであるかもしれないシナリオでは VLAN
はブロードキャストの指定によって強化するために仕様 VLAN にセキュリティを作成する
ことができます。 VLAN に属するユーザだけその VLAN のデータにアクセスし、処理でき
ます。 不必要な宛先にブロードキャストおよびマルチキャストを送信 する必要の減少によ
って VLAN もパフォーマンスを高めるのに使用することができます。
 
Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチは VLAN の設定で助ける
Configuration ウィザードが含まれています。 このウィザードを実行するたびに、既存の
VLAN を作成するか、または設定でき単一 VLAN のポート メンバシップを設定します。 ポ
ートを設定し、ポートがアクセスかトランク モードにあるはずであるかどうか規定できま
す。
 
ポート モードは次の通り定義されます:
 

アクセス ポート—インターフェイスで受信されたフレームは VLAN タグがないと仮定され、
特定のVLAN に割り当てられます。 アクセス ポートはホストのために主に使用され、単一
VLAN のためのトラフィックしか運ばないことができます。
トランク ポート—インターフェイスで受信されたフレームは VLAN タグがあると仮定されま
す。 トランク ポートはスイッチまたは他のネットワーク デバイス間のリンクのため、複数
の VLAN のための運送トラフィックが可能です。
 

注: デフォルトで、すべてのインターフェイスは意味するトランク モードにあります、すべ
ての VLAN のためのトラフィックを運ぶことができることを。
 
この技術情報は方法で手順を Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチ
の VLAN をはじめて設定する提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.2.5.68
  

スイッチの設定 VLANの設定



各 VLAN は 1 から 4094 まで値のユニークな VLAN ID （VID）で設定されます。 ブリッジ
ドネットワークのデバイスのポートはデータをに送信 し、VLAN からデータを受け取るこ
とができる場合 VLAN のメンバーです。 ポートは VLAN にそのポートに宛てたすべてのパ
ケットに VLAN タグがない場合 VLAN のタグが付いていないメンバーです。 ポートは
VLAN にそのポートに宛てたすべてのパケットに VLAN タグがある場合 VLAN のタグ付け
されたメンバーです。 ポートは 1 タグなしVLAN だけのメンバーである場合もありました
り複数のタグ付けされた VLAN のメンバーである場合もあります。 VLANアクセス モード
のポートは 1 VLAN だけの一部である場合もあります。 そうでまたはトランク モード一般
にある場合、ポートは 1つ以上の VLAN の一部である場合もあります。
 
VLAN を設定し、VLAN構成 ウィザードを使用してポートを割り当てるために次の手順に従
って下さい。
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはウィザードを『Configuration』 を選
択 し。
 

 
ステップ 2. VLAN構成 ウィザード領域の下で起動ウィザードをクリックして下さい。
 

 



ステップ 3. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4.トランク ポートで設定されたいと思うポートをクリックして下さい。 トランク
ポートで既に設定されているポートは前もって選ばれます。
 

 
注: この例、GE1/1 への GE1/4 でおよび XG1/1 ポート選択されます。
 
ステップ 5. 『Next』 をクリック して下さい。
 
ステップ 6 新しい VLAN を作成するために、確かめて下さい[新しい VLAN]選択されます。
 



 
注: また既存の VLAN を設定したいと思ったら VLAN ID を選択しそしてステップ 9.にスキ
ップして下さい。
 

 
ステップ 7.新しい VLAN ID フィールドで新しい VLAN の VLAN ID を入力して下さい。
 

 
注: この例では、VLAN 20 は使用されます。
 
ステップ 8. （オプションの）は VLAN Name フィールドで VLAN 名前を入力します。
 

 
注: この例では、財務は使用されます。
 



ステップ 9：[Next] をクリックします。
 
ステップ 10. VLAN のタグが付いていないメンバーで設定されたいと思うトランク ポート
をクリックして下さい。 このステップで選択されないトランク ポートは VLAN のタグ付け
されたメンバーに似合います。
 

 
注: この例、GE1/1 への GE1/4 でおよび XG1/1 ポート選択されます。
 
ステップ 11. 『Next』 をクリック して下さい。
 
ステップ 12： VLAN のアクセス ポートでほしいポートをクリックして下さい。 アクセス
ポートはホストのために主に使用され、単一 VLAN のためのトラフィックしか運ばないこ
とができます。
 

 
注: この例では、GE1/7 への GE1/12 および GE1/36 ポートへの GE1/31 は選択されます。
 



ステップ 13： [Next] をクリックします。
 
ステップ 14： 行われた設定を検討しそして『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 15： [Finish] をクリックして設定を完了します。
 

 



ステップ 16： （オプションの）別の VLAN を設定するために、リンクをここをクリックし
て下さい。
 

 
ステップ 17： （オプションの）スタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレ
ーション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
VLAN構成 ウィザードを通して今スイッチの VLANの設定を行う必要があります。
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