
CLI によるスイッチの設定 VLAN マッピング 
目的
 

この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってスイッチの設定をマ
ッピング する Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）を設定する提供します
。
  

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 をマッピング 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
にマッピング 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 インターフェイス（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 ネットワークの別の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する。
 

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
をマッピング することができます。 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ー 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 にマッピング 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 がマッピング 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側 S-VLAN タグおよび内側の
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、オリジナルインプリメンテーション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 のためのドロップアクションの設
定を許可します。

●

S-VLAN にとりわけマッピング されない C VLAN のための操作の設定を許可します（ドロッ
プするはある特定の S VLAN にまたはマッピング します）。

●

S-VLAN タグの Ethertype である NNI （バックボーン ポート）ごとのグローバルコンフィギ
ュレーションを許可し。 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

●

スヌーピングするダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル●



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、Ternary Content Addressable Memory （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 にマッピング 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 モードをマッピング 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:

VLAN を作成して下さい。 学ぶために CLI によってスイッチの VLANの設定を行う方法をこ
こをクリックして下さい。

1.

スイッチの IP ルーティングを無効に して下さい。 学ぶために CLI によってスイッチの 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。

2.

スイッチの TCAM アロケーションを設定して下さい。 学ぶことは CLI によって VLAN トン
ネリングおよびマッピングのためのルータ TCAM 資源配分を設定する方法を、ここをクリ
ックします意図します。 

3.

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。

設定したいと思うインターフェイスの Spanning Tree Protocol （STP）を無効に して下さ
い。 CLI によってスイッチの 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。 

1.

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 CLI によってスイッチの GVRP 設定を行う
方法をここをクリックして下さい。 

2.

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5722-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/smb5722-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/smb5829-configure-routing-resources-on-the-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5829-configure-routing-resources-on-the-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5829-configure-routing-resources-on-the-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5760-configure-stp-settings-on-a-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5760-configure-stp-settings-on-a-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5830-configure-gvrp-settings-on-a-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5830-configure-gvrp-settings-on-a-switch-through-the-cli.html


適当なデバイス

Sx350 シリーズ●

SG350X シリーズ●

Sx550X シリーズ●

[Software Version]

2.3.0.130●

設定 VLAN マッピング

スイッチでマッピング 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 マッピング するための Access Control List （ACL）をからの外側 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 以降で結合 することが
できます。

外側 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ピング 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. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。

注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリッ
クします切り替えて下さい。

注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SG350X スイッチは Telnet によってアクセスされます。

呼び出します。 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィ
ギュレーション モードを開始して下さい:

SG350X#CONFIGURE

ステップ 3 グローバル コンフィギュレーション モードでは、次の入力によってインターフ
ェイスコンフィギュレーション コンテキストを入力して下さい:

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


SG350X(config)#interface [interface-id]

次のオプションがあります。

interface-id -設定されるべきインターフェイス ID を規定 します。●

注: この例では、使用されるインターフェイスは ge1/0/48 設定されていますです。

ステップ 4 エッジ インターフェイスの選択的なトンネリングを設定するために、次を入力
して下さい:

SG350X(config-if)#switchport VLAN  [vlan-list | ] [ VLAN ID | ]

パラメータは、次のとおりです。

vlan-list -選択的なトンネリングのための C VLAN を規定 します。 リストの VLAN ID はハイ
フンで分かれるカンマか一連の VLAN ID で分かれます（1,2,3-5 のような）。 範囲は 1 から
4094 からです。

●

デフォルト-規定 されないそれら以外 C VLAN のリストを規定 します。 デフォルト アクショ
ンが設定されない場合、明記していない C VLAN の帯を入力するために廃棄されます。

●

外側 VLAN ID -外側 S-VLAN タグ追加される規定 します。 S-VLAN タグの範囲は 1 から
4094 です。

●

ドロップする-規定 された C VLAN の帯が廃棄されること規定 します。●

注: この例に 10.の S-VLAN ID と a.c.のインターフェイス ge1/0/48 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。

速い助言: 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 5. （オプションの）は他のポートを設定するためにポートまたはステップ 3 およ
び 4 の設定をマッピング するより多くのトンネルを設定するためにステップ 4 を繰り返し
ます。

注: この例では、VLAN 50 からインターフェイス ge1/0/48 に入るトラフィックは廃棄され
ます。



特定のインターフェイスの設定 された トンネル マッピング設定を削除するステップ 6.
（オプションの）は次を入力します:

SG350X(config-if)#no  VLAN  [vlan-list | ]

ステップ 7.特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい:

SG350X(config-if)#end

CLI によってスイッチの特定のポートの設定をマッピング 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 対 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
ードをマッピング 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 モードをマッピング 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）:●

replace S-VLAN-ID によって C-VLAN-ID を規定 しました。●

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 マッピン
グ することであるときだけインターフェイスで結合 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： スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィギ
ュレーション モードを開始して下さい:

SG350X#CONFIGURE

呼び出します。 グローバル コンフィギュレーション モードでは、次の入力によってインタ
ーフェイスコンフィギュレーション コンテキストを入力して下さい:

SG350X(config)#interface [interface-id]

次のオプションがあります。



interface-id -設定されるべきインターフェイス ID を規定 します。●

注: この例では、インターフェイス ge1/0/25 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。

ステップ 3 エッジ インターフェイスの 1 対 1 VLAN変換を設定するために、次を入力して
下さい:

1  1 SG350X(config-if)#switchport VLAN [vlan-id] [ VLAN ID]

パラメータは、次のとおりです。

vlan-id - 1 対 1 VLAN変換のための外部 VLAN （E-VLAN）を規定 します。 範囲は 1 から
4094 からです。

●

変換 VLAN ID - E-VLAN を取り替える B-VLAN を規定 します。 範囲は 1 から 4094 からです
。

●

注: この例では、VLAN 10 はソースVLAN および VLAN 30 が変換された VLAN として使用
されると同時に入ります。

ステップ 4. （オプションの）は他のポートを設定するためにポートまたはステップ 2 およ
び 3 のより多くの 1対1変換設定を行うようにステップ 3 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。

インターフェイスの行われた 1 対 1 VLAN変換設定を取除くステップ 5. （オプションの
）は次を入力します:

1  1 SG350X(config-if)#no  VLAN [vlan-id]

ステップ 6.特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい:

SG350X(config-if)#end



CLI によって今うまくスイッチの特定のポートの VLAN 1対1マッピング設定を行いました
。
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