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スイッチのインターフェイスの設定ポート
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル
LAN） メンバシップ 

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。
 
VLAN はそれらが同じブロードキャスト ドメイン上のあったように同じスイッチに通信す
るために接続されないホストのグループを可能にします。 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。 Generic Attribute Registration Protocol （GARP） VLAN
登録プロトコル（GVRP）がインターフェイスのために有効に なるとき、VLAN は動的に割
り当てることができ、手動でそれらを割り当てることは必要ではないです。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの 1つ以上の VLAN にポートを割り当てる提供します
。
  

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
  

インターフェイスの設定 VLANメンバーシップ
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインはそれから VLAN管理 > ポ
ート VLANメンバーシップを選択します。
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ステップ 2.インターフェイス型を（ポートかラグ）選択し、『Go』 をクリック して下さい
。 次のフィールドは選択されたタイプのすべてのインターフェイスのために表示されます:
 

 
interface —ポートか遅れ ID。
モード—インターフェイス VLAN モード Settings ページ インターフェイスで選択された。
管理VLAN —ドロップダウン リスト インターフェイスがメンバーであるかもしれないすべて
の VLAN を表示する。
操作上 VLAN —ドロップダウン リスト インターフェイスが現在メンバーであるすべての
VLAN を表示する。
ラグ— 選択されるインターフェイスがポートである場合、それがメンバーであるラグを表示
します。
 

注: この例では、ユニット 2 のポートは選択されます。
 
ステップ 3.設定したいと思うポートの Radio ボタンをクリックして下さい。
 



 
注: この例では、GE30 は選択されます。
 
ステップ 4.ページの一番下にスクロールしそして加入 VLAN ボタンをクリックして下さい
。
 

 
ステップ 5.正しいポートかラグがインターフェイス エリアで選択されることを確かめて下
さい。



 
注: 現在の VLAN モードはポート VLAN モードを表示します Settings ページ インターフェ
イスで選択された。 この例では、モードはアクセスするために設定 されます。 詳細をこの
機能を設定する方法について学ぶために手順のためにここをクリックして下さい。
 
ステップ 6.ドロップダウン リストからアクセス VLAN ID を選択して下さい。 ポートはア
クセス モードにあるとき、アクセス VLAN のメンバーです。 デフォルト値は 1 です。
 

 
注: この例では、VLAN 20 は選択されます。
 
ステップ 7.ドロップダウン リストからマルチキャスト TV VLAN を選択して下さい。 ポー
トはアクセス モードにあるとき、マルチキャスト TV VLAN のメンバーです。 デフォルト
値はどれもではないです。
 

 
注: このオプションは Sx250 スイッチで利用できません。
 
次の設定は非アクティブ インターフェイス VLAN モードのためです。 これらの効果はイン
ターフェイス VLAN モードが Settings ページ VLANインターフェイスで変更されるまで保
存されますが、実施されません。 詳細をこの機能を設定する方法について学ぶために手順
のためにここをクリックして下さい。
 
ステップ 8.ドロップダウン リストからネイティブ VLAN ID を選択して下さい。 ポートは
トランク モードにあるとき、ネイティブ VLAN のメンバーです。 デフォルト値は 1 です。
 

 
ステップ 9： ポートはトランク モードにあるとき、タグ付けされた VLAN のメンバーです
。 次のオプションから選択して下さい:
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
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すべての VLAN —ポートはトランク モードにあるとき、すべての VLAN のメンバーです。
ユーザが定義する—ポートはトランク モードにあるとき、このフィールドで入る VLAN のメ
ンバーです。
 

 
注: ユーザが定義するこの例では選択され、VLAN は 30-40 使用されます。
 
ステップ 10.タグなしVLAN フィールドで VLAN ID を入力して下さい。 ポートは一般のモ
ードにあるとき、この VLAN のタグが付いていないメンバーです。
 

 
注: この例では、VLAN 1 は使用されます。
 
ステップ 11.タグ付けされた VLAN フィールドで VLAN ID を入力して下さい。 ポートは一
般のモードにあるとき、この VLAN のタグ付けされたメンバーです。
 

 
注: この例では、VLAN 30 は使用されます。
 
ステップ 12： 禁止された VLAN フィールドで VLAN ID を入力して下さい。 ポートが一般
のモードにあるとき、インターフェイスは GVRP 登録からの VLAN に加入することができ
ません。 ポートが他のどの VLAN のもメンバーのとき、ポートのこのオプションを有効に
することは予約済みの VLAN ID （VID）である内部 VLAN 4095 のポート部品を作ります。
 

 
注: この例では、VLAN 40 は使用されます。
 
ステップ 13： 一般 PVID ドロップダウン リストから VLAN ID を選択して下さい。 ポート
は一般のモードにあるとき、これらの VLAN のメンバーです。 デフォルト値は 1 です。
 



 
ステップ 14： （オプションの）顧客 VLAN ID ドロップダウン リストから VLAN ID を選択
して下さい。 ポートは顧客 モードにあるとき、この VLAN のメンバーです。
 

 
注: この例では、VLAN 20 は選択されます。
 
ステップ 15： （オプションの）顧客 マルチキャスト VLAN フィールドで VLAN ID を入力
して下さい。 ポートは顧客 モードにあるとき、このマルチキャスト TV VLAN のメンバー
です。
 
注: このオプションは Sx250 スイッチで利用できません。
 



 
注: この例では、VLAN ID は入りません。
 
ステップ 16： それから『Close』 をクリック します 『Apply』 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。
 



 
スイッチの 1つ以上の VLAN に今正常にポートを割り当てる必要があります。
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