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Media Access Control（MAC）スイッチのベー
スの Virtual Local Area Network （VLAN; バーチ
ャル LAN）グループを設定して下さい 

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。
 
複数のプロトコルが動作しているネットワーキング デバイスはよくある VLAN にグループ
化することができません。 標準外デバイスが特定のプロトコルに加わるデバイスを含むた
めに異なる VLAN の間でトラフィックを通過させるのに使用されています。 従って、ユー
ザは VLAN の多くの機能を利用できません。
 
VLANグループはロード バランスにレイヤ2 ネットワークのトラフィック使用されます。 パ
ケットは異なる分類に関して配られ、VLAN に割り当てられます。 多くの異なった分類は
あり、複数の分類体系が定義されれば、パケットはこの順序で VLAN に割り当てられます:
 

tag — VLAN ナンバーはタグから認識されます。
MAC ベース vlan — VLAN は出典 Media Access Control（MAC）から-入力インターフェイス
のに VLAN マッピング認識されます。
サブネット ベース vlan — VLAN は入力インターフェイスの出典サブネットに VLAN マッピ
ングから認識されます。 学ぶためにこの機能を設定する方法を手順のためにここをクリック
して下さい。
プロトコルベース vlan — VLAN はイーサネット タイプ入力インターフェイスのプロトコル
に VLAN マッピングから認識されます。 
PVID — VLAN はポート デフォルトVLAN ID から認識されます。
 

送信元MACアドレスに従って分類されるべき MAC ベースの VLAN 分類有効パケット。 そ
れからインターフェイスごとの MAC に VLAN マッピングを定義できます。 また別の MAC
が含まれている各グループによっては当たる何人か MAC ベースの VLANグループを定義で
きます。 これらの MAC ベースのグループは特定のポートかラグに割り当てることができま
す。 MAC ベースの VLANグループは同じ ポートの MAC アドレスのオーバーラップ範囲が
含まれている場合がありません。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの MAC ベースのグループを設定する提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5410
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5410
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Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 – Sx500 シリーズ
2.2.5.68 – Sx350 シリーズ、Sx350X シリーズ、Sx550X シリーズ
  

スイッチの設定 MAC ベースの VLANグループ
 
MAC ベースの VLANグループを追加して下さい
 

ステップ 1.ログイン Webベース ユーティリティへのおよび chooseAdvanced 表示モード
ドロップダウン リストから。
 

 
注: 持っていれば Sx500 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキップします。
 
ステップ 2. VLAN管理 >VLAN グループを > MAC ベースのグループ選択して下さい。
 

 
注: 利用可能なメニュー オプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、SG350X-48MP は使用されます。
 
ステップ 3 MAC ベースのグループ表で、『Add』 をクリック して下さい。
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ステップ 4. VLANグループに割り当てられるべき MAC アドレスを入力して下さい。 この
MAC アドレスは他のどの VLANグループにも割り当てることができません。
 

 
注: この例では、0a:1b:2c:4d:5e:6f は使用されます。
 
ステップ 5.プレフィクス マスクを定義するのに使用したいと思う方式に対応する Radio ボ
タンをクリックして下さい。 一定量のビットのプレフィクス マスク外観は VLANグループ
にそれから MAC アドレスを割り当て。
 
オプションは次のとおりです:
 

host —全体の MAC アドレスは検知 され、グループに入ります。 ホストを使用するときしか
MAC アドレスを一つずつグループ化なできます。 このオプションが選択される場合、ステ
ップ 7.にスキップして下さい。
length — MAC アドレスのセクションだけ（左から右へ）検知 され、次にグループに置かれ
ます。 下部のは長さ数、少数のビット 検知 されます。 これは VLANグループに多数の MAC
アドレスをすぐに割り当てることができることを意味します。 このオプションが選択される
場合、長さ フィールドでプレフィクス マスクの長さを入力して下さい。
 

 
注: この例では、長さは選択され、12 は使用されます。
 
ステップ 6 Group ID フィールドでは、MAC ベースの VLANグループを識別するために ID
を入力して下さい。
 

 
注: この例では、5 つは使用されます。
 
ステップ 7.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 8. （オプションの）はスタートアップ 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 します。
 

 
今スイッチに MAC ベースの VLANグループを追加する必要があります。
  

削除 MAC ベースの VLANグループ
 

ステップ 1. VLANグループを > MAC ベースのグループ選択して下さい。
 
呼び出します。 MAC ベースのグループ表では、削除することを望む MAC ベースの
VLANグループの隣でボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3. MAC ベースの VLANグループを削除するために Delete ボタンをクリックして
下さい。
 



 
ステップ 4. （オプションの）はスタートアップ 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 します。
 

 
MAC ベースの VLANグループはスイッチから今削除する必要があります。
 
今スイッチの MAC ベースの VLANグループを設定する必要があります。 学ぶために VLAN
に MAC ベースのグループをマップする方法を手順のためにここをクリックして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3074
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