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この技術情報は方法で手順をスイッチの設定をマップする Virtual Local Area Network
（VLAN; バーチャル LAN）を設定する提供します。
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概要

サービス プロバイダー バーチャルLAN （S VLAN）を確立するために、カスタマ ネ
ットワークに接続されるトランク ポートの VLAN マッピングか VLAN ID 変換を設定
できます。 これはサービス プロバイダーに顧客 VLAN をマップします。 ポートを入
力するパケットはパケットのポート番号およびオリジナル顧客  VLAN-ID  （C-
VLAN）に基づいて S-VLAN にマップされます。

典型的なメトロ配備では、VLAN マッピングはユーザネットワーク インターフェイス
（UNI）または拡張 なネットワーク インターフェース（ENIs）でそのフェイス カス
タマ ネットワーク起こります。 ただし、ネットワーク・ノード・インターフェイス
（NNI）の VLAN マッピングの設定から防がれません。

イメージは下記の顧客がサービスプロバイダー ネットワークの異なる側の複数のサイ
トで同じ VLAN を使用するネットワークの例を表示します。

https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979


C-VLAN  ID  にサービスプロバイダーバックボーンを渡るパケット旅行のための  S-
VLAN ID をマップできます。 C-VLAN ID は他のカスタマ サイトの使用のためのサー
ビスプロバイダーバックボーンの反対側で取得されます。 サービスプロバイダー ネッ
トワークの両方の側で顧客接続されたポートで同じ VLANのセット マッピングを設定
できます。

VLAN トンネリング

VLAN  トンネリングは  QinQ  の機能拡張か入り込まれた  VLAN  または顧客  モード
VLAN 機能です。 それは複数の VLAN がある顧客をサポートするのに単一 VLAN を使
用することをサービス プロバイダーが可能にしま、顧客 VLAN ID を維持して間、ト
ラフィックを分離して異なる顧客  VLAN  でおきます。  この機能は二重タギングか
QinQ として 802.1Q 規則的なタグに加えて、別名 C-VLAN である、スイッチが S-
VLAN として知られている第 2 ID タグを追加するのでネットワーク上のトラフィック
を転送するために知られています。 カスタマ ネットワークがプロバイダ エッジ スイ
ッチに接続されるインターフェイスであるエッジ インターフェイスで、C VLAN は S
VLAN にマップされ、オリジナル C-VLAN タグはペイロードの一部として保存されま
す。 タグなしフレームは廃棄されます。

フレームが非エッジによってタグ付けされるインターフェイスで送信 されるとき、オ
リジナル C-VLAN-ID がマップされる S-VLAN タグの別の層とカプセル化されます。
従って、非エッジ インターフェイス帯で送信されるパケットは外 S-VLAN タグおよび
内部 C-VLAN タグと二重タグ付けされています。 S-VLAN タグはトラフィックがサー
ビス プロバイダーのネットワーク インフラストラクチャによって転送される間、維持
されます。 出力デバイスで、S-VLAN タグはフレームがエッジ インターフェイスで送
信されるとき除去されます。 タグなしフレームは廃棄されます。



VLAN トンネリング 機能はオリジナル QinQ か入り込まれた VLAN 実装よりコマンド
の異なるセットを使用し、オリジナル実装に加えて次の機能性を追加します:

異なる C VLAN の複数のマッピングをエッジ インターフェイスごとの S VLAN を分けるため
に提供します。

●

エッジ インターフェイスで受け取ったある特定の C VLAN のためのドロップする操作の設定
を許可します。

●

S-VLAN にとりわけマップされない C VLAN のための操作の設定を許可します（ある特定の
S VLAN へのドロップするかマップ）。

●

S-VLAN タグの Ethertype である NNI （バックボーン ポート）ごとのグローバル な 設定を
許可し。 QinQ 前の実装では、0x8100 の Ethertype だけ S-VLAN タグのためにサポートされ
ました。

●

S-VLAN でインターフェイスでそれを設定する前にデバイスの S-VLAN を作成し、規
定 して下さい。 この VLAN がない場合、コマンドは失敗します。

IPv4 または IPv6 転送および VLAN トンネリングは相互独立的です。 IPv4 または
IPv6 転送が有効に なればそれを意味することは VLAN トンネリング モードに、イン
ターフェイス設定 することができません。 そしてどのインターフェイスでも VLAN
トンネリング モードに、設定 されれば IPv4 および IPv6 両方転送はそのデバイスで
有効に することができません。

次の機能は VLAN トンネリング 機能とまた相互独立的です:

オート Voice VLAN●

オート Smartport●

音声 VLAN●

IPv4 および IPv6 インターフェイスはエッジ インターフェイスが含まれている VLAN
で定義することができません。

次のレイヤ2 機能はエッジ インターフェイスが含まれている VLAN でサポートされま
せん:

インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）またはマルチキャスト リスナー ディスカ
バリ（MLD）スヌーピング

●

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 （DHCP）スヌーピング●

IPv6 First Hop Security（FHS）●

次の機能はエッジ インターフェイスか UNI でサポートされません:



リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS） VLAN 割り当て●

802.1X VLAN●

スイッチポートアナライザ（SPAN）またはリモート SPAN（RSPAN） —としてネットワー
ク キーワードの宛先ポートまたはネットワーク キーワードまたはリフレクタ ポートが付い
ているリフレクタ ポート宛先ポート。

●

QinQ オリジナル実装（顧客モード関連のコマンド）は VLAN トンネリングの新しい
実装の横にあり続けます。 顧客ポート モードは VLAN マッピング トンネル ポート モ
ードの特別な場合で、TCAM リソースのアロケーションを必要としません。

VLAN 1 対 1 マッピング

VLAN トンネリングに加えて、スイッチは VLAN 1 対 1 マッピングをサポートします
。 VLAN 1 対 1 マッピングでは、エッジ インターフェイスで、C VLAN は S VLAN に
マップされ、オリジナル C-VLAN タグは規定 された S-VLAN と取替えられます。 タ
グなしフレームは廃棄されます。

フレームが非エッジによってタグ付けされるインターフェイスで送信 されるとき、単
一 VLAN タグと、規定 された S-VLAN の即ちそれ送信 されます。 S-VLAN タグはト
ラフィックがサービス プロバイダーのインフラストラクチャ ネットワークによって転
送される間、維持されます。 出力デバイスで、S-VLAN タグは C-VLAN タグとフレー
ムがエッジ インターフェイスに送信 されるとき取り替えられます。

1 対 1 モードをマップする VLAN ではインターフェイスはこのインターフェイスのマ
ッピングが出力タグ付けされたインターフェイスと定義されるすべての S VLAN に属
します。 インターフェイス Port VLAN ID （PVID）は 4095 に設定 されます。

スイッチの VLAN マッピングの設定の前提条件:

注: インターフェイスの VLAN トンネリングを適用することはルータ TCAM ルールの
使用を必要とします。 マッピングに対して 4 つの TCAM エントリがあるはずです。
ルータ TCAM リソースの十分な数がない場合、コマンドは失敗します。

1. VLAN を作成して下さい。 学ぶためにスイッチの VLANの設定を行う方法をここを
クリックして下さい。

2. スイッチの無効 IP ルーティング。 学ぶためにスイッチの IP ルーティング設定を行
う方法をここをクリックして下さい。

3. スイッチの設定 Ternary Content Addressable Memory （TCAM）アロケーション。
学ぶために VLAN トンネリングおよびマッピング目的でルータ TCAM 資源配分を設定
する方法をここをクリックして下さい。

注: インターフェイスの VLAN トンネリングを適用することはルータ TCAM ルールの
使用を必要とします。 マッピングに対して 4 つの TCAM エントリがあるはずです。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5719-configure-vlan-interface-ipv4-address-on-an-sx350-or-sg350x.html
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5719-configure-vlan-interface-ipv4-address-on-an-sx350-or-sg350x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5729-configure-routing-resources-on-the-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5729-configure-routing-resources-on-the-switch.html


ルータ TCAM リソースの十分な数がない場合、コマンドは失敗します。 

4. 設定したいと思うインターフェイスのスパニングツリープロトコル（STP）を無効
に して下さい。 スイッチの STP インターフェイス設定を行う方法に関する説明に関
してはここをクリックして下さい。

5. トランク ポートでインターフェイスを設定して下さい。 手順についてはここをク
リックしてください。

6. インターフェイスの Generic Attribute Registration Protocol （GARP） VLAN 登録
プロトコル（GVRP）を無効に して下さい。 学ぶためにスイッチの GVRP 設定を行
う方法をここをクリックして下さい。

VLAN マッピングを設定して下さい

トンネル マップを設定して下さい

スイッチでマップする VLAN トンネルを設定することは次の操作を行います:

VLANリスト マップするための Access Control List （ACL）をからの外 VLAN ID に VLAN を
作成します。

●

VLANリストからの各 VLAN のための ACL 1 ルールに追加します。●

この ACL のためにトンネルターミネーションおよびインターフェイス（TTI）にインポート
を予約します。 TTI に自由なインポートが十分ない場合、コマンドは失敗します。

●

注: ACL は 1 対 1 VLAN マッピングの設定によるインターフェイス以降でバインドす
ることができます。

外 VLAN ID で規定 される VLAN にエッジ インターフェイスを追加します。●

ACL は V が規定 された C VLAN の数である V+1 ルールが含まれています。●

スイッチの特定のインターフェイスでマップするトンネルを設定するために次の手順
に従って下さい:

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 > VLAN変換 > VLAN マッピングを選択します。

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。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5102-configuring-stp-interface-settings-on-the-sg350xg-and-sg550x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5102-configuring-stp-interface-settings-on-the-sg350xg-and-sg550x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2754-configure-gvrp-settings-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2754-configure-gvrp-settings-on-a-switch.html


スイッチでマップする前もって構成されたトンネルを表示するステップ 2. （オプショ
ンの）はマッピング型ドロップダウン リストからマップするトンネルを選択します。

ステップ 3.始動にエントリをマップする前もって構成された VLAN トンネルのリスト
を『Go』 をクリック して下さい。 この例では、エントリをマップする前もって構成
されたトンネルがありません。

ステップ 4. New エントリを追加するために『Add』 をクリック して下さい。



ステップ 5.インターフェイスをユニットおよびポートから選択するか、またはラグ ド
ロップダウン リストからの集計グループ（ラグ）をリンクして下さい。

注: この例では、ユニット 1 のポート GE48 は選択されます。 同じインターフェイス
の設定をマップしている少数の VLAN トンネルを設定できます。

インターフェイス VLAN モード エリアはポートの現在の VLAN モードを表示します
。

ステップ 6.トンネル VLAN マッピング設定を行うために Radio ボタンをマップするト
ンネルをクリックして下さい。

ステップ 7 顧客 VLAN エリアで、とりわけ規定 されない C VLAN のための必要なア
クションを定義するか、またはとりわけ  VLANリスト  フィールドのリストされた
VLAN のための VLAN トンネル 動作を定義するために VLANリストをクリックするた
めに『DEFAULT』 をクリック して下さい。

注: VLANリスト 引数がよくある VLAN ID が含まれない場合しかしながら同じインタ
ーフェイスの少数のスイッチポート設定を定義できます。

ステップ 8 トンネリング領域で、タグなしフレームを廃棄するか、またはとりわけ外
VLAN ID フィールドの外 VLAN ID を定義するために外 VLAN ID をクリックするよう



にドロップする Radio ボタンをクリックして下さい。

注: この例に 10.の S-VLAN ID と a.c.で GE48 ポートの選択的なトンネリングをよう
にトラフィック設定する方法を- 30 および 40 の VLAN ID トンネル伝送されます示さ
れています。

ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 10. （オプションの）はステップ 5 にポートの設定をマップするより多くの
トンネルを設定するか、または他のポートを設定する 9 を繰り返します。

注: この例では、VLAN 50 からユニット 1 のポート GE48 を入力するトラフィックは
廃棄されます。



ステップ 11. 『Close』 をクリック して下さい。

ステップ 12： （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。

特定のポートの設定かスイッチのポートをマップしている今うまく VLAN トンネルを
設定する必要があります。

設定 1 から 1 VLAN マッピング

1 対 1 VLAN マッピングでは、カスタマ ネットワークからスイッチおよびスイッチの
特定のポートの割り当てられた S-VLAN ID を入力する C-VLAN ID を設定できます。
1 対 1 モードをマップする VLAN ではインターフェイスはこのインターフェイスのマ
ッピングが出力によってタグ付けされるインターフェイスと定義されるすべての  S
VLAN に属します。 インターフェイス PVID は 4095 に設定 されます。

1 対 1 モードをマップする VLAN ではインターフェイスは 1 つの入力 ACL および 1
出力 ACL を使用します。 1 対 1 VLAN マッピングはこれらの ACL にルールを追加し
ます。 これらの ACL は適用します:



入力 ACL （TTI で）:●

- S-VLAN-ID による Replace によって規定 される C-VLAN-ID。

-明記していない C VLAN ID のドロップする帯。

-ドロップするタグが付いていない入力帯。

出力 ACL （TCAM で）:●

- C-VLAN-ID と S-VLAN-ID を取替えて下さい。

VLAN 1 対 1 マッピングはこれらの ACL にルールを追加し、モードが 1 対 1 VLAN マ
ップであるときだけインターフェイスでバインドされます。 入力 ACL は V+1 ルール
が含まれ、出力 ACL は V が規定 された C VLAN の数である V ルールが含まれていま
す。

スイッチの特定のインターフェイスの 1 対 1 VLAN マッピングを設定するために次の
手順に従って下さい:

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 > VLAN変換 > VLAN マッピングを選択します。

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。

スイッチでマップする前もって構成された 1 つから 1 を表示するステップ 2. （オプ
ションの）はマッピング型ドロップダウン リストから 1 から 1 を選択します。



ステップ 3. （オプションの）は始動に前もって構成された VLAN 1 から 1 のリストを
マップ エントリ『Go』 をクリック します。 この例では、前もって構成された 1 つか
ら 1 マップ エントリがありません。

ステップ 4. New エントリを追加するために『Add』 をクリック して下さい。

ステップ 5.インターフェイスをユニットおよびポートから選択するか、またはラグ ド
ロップダウン リストからの集計グループ（ラグ）をリンクして下さい。

注: この例では、ユニット 1 のポート GE25 は選択されます。同じインターフェイス
の少数の 1 対 1 VLAN変換設定を行うことができます。

インターフェイス VLAN モード エリアはポートの現在の VLAN モードを表示します
。

ステップ 6. 1 対 1 VLAN マッピング設定を定義する 1 つから 1 Radio ボタンをクリッ
クして下さい。

ステップ 7.ソースVLAN フィールドの S-VLAN に変換される C-VLAN の VLAN ID を



入力して下さい。 範囲は 1 から 4094 からです。

注: この例では、VLAN 10 はソースVLAN として入ります。

ステップ  8.変換された  VLAN  フィールドの規定  された  C-VLAN  を取り替える  S-
VLAN の VLAN ID を入力して下さい。 範囲は 1 から 4094 からです。 これはタグが
付いていない入力帯および明記していない C-VLAN ID を廃棄する入力 ACL です。

注: この例では、VLAN 30 は変換された VLAN として使用されます。

ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 10. （オプションの）はステップ 5 にポートの 1 対 1 変換設定を行うか、ま
たは他のポートを設定する 9 を繰り返します。



注: この例では、新しい出典および変換された VLAN ID は同じ GE25 インターフェイ
スで設定されます。

ステップ 11. 『Close』 をクリック して下さい。

ステップ 12： （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。



今うまく特定のポートの VLAN 1 対 1 マッピング設定かスイッチのポートを設定しま
した。

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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