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Sx350、SG350X、または Sx550X スイッチの設
定 VLANインターフェイス設定 
目標
 
この技術情報は方法で手順を Sx350、SG350X、または SG550X シリーズ スイッチの Virtual
Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）インターフェイス設定を行う提供します。
  
概要
 
VLAN 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 を作成できますが VLAN が少なくとも 1 つのポートに、手動でまたは動的に接続されるま
でこれは効果をもたらしません。 ポートは 1つ以上の VLAN に常に属する必要があります。
 
各 VLAN は 1 から 4094 まで値のユニークな VLAN ID （VID）で設定する必要があります。 デバ
イスは廃棄 VLAN として VID 4095 を予約します。 廃棄 VLAN に分類されるすべてのパケットは
入力で廃棄され、ポートに転送されません。
  
適当なデバイス | [Software Version]
 

Sx350 シリーズ | 2.3.5.63 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | 2.3.5.63 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.3.5.63 （遅のダウンロード）
  

スイッチの設定 VLANインターフェイス設定
 
下記のステップを続行する前に VLAN をスイッチで設定されるために確かめて下さい。 知るため
にスイッチの VLANの設定を行う方法を手順のためにここをクリックして下さい。
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップダウン リストから『
Advanced』 を選択 し。
 

ステップ 2. VLAN管理 >Interface 設定を選択して下さい。
 

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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注: 利用可能なメニュー オプションはあるスイッチによって変わるかもしれません。 この例では
、SG350X スイッチは使用されます。
 
ステップ 3 グローバルに サービス プロバイダー バーチャルLAN （S VLAN）に使用されるイー
サネット型を設定するために次のオプションからタグ付けして下さい、選択して下さい:
 

Dot1q - 0x8100 （802.1q VLAN タグ）の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けすると同
時に使用されます。
 
Dot1ad - 0x88a8 （802.1ad VLAN タグ）の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けすると
同時に使用されます。
9100 - 0x9100 の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けすると同時に使用されます。
 
9200 - 0x9200 の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けすると同時に使用されます。
 

注: この例では、Dot1q - 8100 は選択されます。
 
設定はすべてのネットワーク・ノード・インターフェイス（NNI）に適用されます。 すべての非
エッジ インターフェイスは NNI として考慮されます。 エッジ インターフェイスは次のいずれか
のモードをあるインターフェイスです:
 

[顧客（Customer）]
VLAN マッピング トンネル
1 対 1 VLAN マッピング トンネル
 

注: スイッチの VLAN マッピングを設定する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。
 

ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5742-configure-vlan-mapping-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5742-configure-vlan-mapping-on-a-switch.html
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ステップ 5.インターフェイス型ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下さい。
 

ポート-インターフェイス型ドロップダウン リストからシングル ポートだけ選択される必要
がある場合『Port』 を選択 して下さい。
ラグ- インターフェイス型廃棄リストから設定するためにラグを選択して下さい。 これはラ
グ設定で定義されるポートのグループに影響を与えます。
 

注: この例では、ユニット 1 のポートは選択されます。
 
ステップ 6.始動にインターフェイスのポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して下さ
い。
 

ステップ 7.ポートのための Radio ボタンをクリックするか、または修正したいと思います遅らし
て下さい。
 

注: この例では、GE2 は選択されます。
 
ステップ 8.ページをスクロールしそして『Edit』 をクリック して下さい。
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ステップ 9. （オプションの）は望ましいインターフェイスに対応する Radio ボタンをクリックし
ます。
 

ポート-ユニット/スロットからおよびポート ドロップダウン リストは設定するためにポート
を選択します。 これは選択されるシングル ポートに影響を与えます。
ラグ- ラグ廃棄リストから設定するためにラグを選択して下さい。 これはラグ設定で定義さ
れるポートのグループに影響を与えます。
 

注: この例では、ユニット 1 のポート GE2 は選択されます。
 
ステップ 10.好まれたスイッチポートモードの Radio ボタンをクリックして下さい。
 

レイヤ2 -物理層（データがメディアかで送信される前にどのようにフレーム化されるか層
1）を、そして制御するプロトコル含まれているデータ・リンク層。 LAN の 2 つのセグメン
ト間の帯のフィルタリングおよびフォワーディング データのレイヤ2 機能はブリッジとして
知られています。
レイヤ3 -ネットワーク層は論理的なインターネットワーク パスを渡るパケットのデータのル
ーティングに主な役割があります。 論理的なレイヤ3 VLANインターフェイスはルーティン
グおよびブリッジの機能を統合。
 

注: この例では、レイヤ2 は選択されます。
 
ステップ 11.インターフェイスにおける望ましい VLAN モードに対応するオプションを選択して
下さい。
 

アクセス-インターフェイスは単一 VLAN のタグが付いていないメンバーです。 このオプシ
ョンが選択される場合、ステップ 18 にスキップして下さい。
トランク-インターフェイスは最高で 1 VLAN のタグが付いていないメンバーで、1つ以上の
VLAN のタグ付けされたメンバーです。 このオプションが選択される場合、ステップ 18 に
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スキップして下さい。
一般-インターフェイスは 1つ以上の VLAN のタグ付けされたかタグが付いていないメンバー
である場合もあります。
顧客-インターフェイスはモード Q Q にあります。 これはプロバイダ エラーを渡る自身の
VLAN 配置を使用することをリンク パートナーが可能にします。 このオプションが選択され
る場合、ステップ 18 にスキップして下さい。
私用 VLAN ホスト-オプションが設定インターフェイス隔離されるこのまたはコミュニティ。
それからセカンダリVLAN の隔離されるか、またはコミュニティVLAN を選択できます-エリ
アをホストして下さい。
私用 VLAN プロミスキャス モード-オプションが設定インターフェイス プロミスキャス モー
ドとしてこの。
 

注: この例では、私用 VLAN -ホストは選択されます。
 
ステップ 12： （オプションの）イーサネットのグローバル な 設定を変更するために S-VLAN タ
グに使用されて、選択します次のオプションから入力して下さい:
 

Dot1q-8100 - 0x8100 （802.1q VLAN タグ）の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けす
ると同時に使用されます。
Dot1ad-88a8 - 0x88a8 （802.1ad VLAN タグ）の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付け
すると同時に使用されます。
9100 - 0x9100 の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けすると同時に使用されます。
9200 - 0x9200 の値はイーサネットが VLAN タグでタグ付けすると同時に使用されます。
 

注: この例では、Ethertype グローバル な 設定は保たれます。
 
ステップ 13： （オプションの）受け取るインターフェイスがことができる望ましいフレーム タ
イプに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。 このフレーム タイプではない帯は入力で
廃棄されます。
 

インターフェイスが帯（タグが付いていなく、タグ付けされた、および優先順位タグ付けさ
れた帯）のすべての型を受け入れることを全ことを是認して下さい。
是認して下さいタグ付けされるただ-インターフェイスはタグ付けされた帯だけ受け入れます
。
是認して下さいタグが付いていないだけ-インターフェイスはタグが付いていなく、優先順位
によってタグ付けされる帯ただ受け入れます。
 

注: この例では、ただクリックされることをタグ付けされることを是認して下さい。
 
ステップ 14： （オプションの）インターフェイスの入力フィルタリングを有効に するために有



効をチェックして下さい。 入力フィルタリングが有効に なるとき、インターフェイスはインター
フェイスがメンバーではない VLAN として分類されるすべての着信帯を廃棄します。
 

注: 入力フィルタリングはアクセス ポートおよびトランク ポートで常に有効に なります。
 
ステップ 15： （オプションの）私用 VLAN ドロップダウン リストからプライマリ VLAN を選択
して下さい。 プライマリ VLAN がから隔離されたポートとコミュニティ ポートにレイヤ2 接続を
プロミスキャス ポート可能にするのに使用されています。
 
注: またインターフェイスが私用 VLAN モードにない場合、『None』 を選択 することができま
す。 どれも選択されない場合、ステップ 18 にスキップして下さい。
 

ステップ 16： （オプションの）単一 セカンダリVLAN だけを必要とするそれらのホストのため
の隔離されるか、またはコミュニティVLAN を選択して下さい。
 
注: セカンダリVLAN -ホスト ドロップダウン リストはステップ 11.で利用できますその時だけ私
用 VLAN なら-ホスト クリックされます。
 

注: この例では、VLAN 20 （i）は選択されます。
 
ステップ 17： （オプションの）プロミスキャス ポートのために、利用可能なセカンダリVLAN 
から転送する正常なパケットに必要となったりそして > ボタンをクリックするすべてのセカンダ
リVLAN を選択して下さい。 プロミスキャス モードおよびトランク ポートは複数の VLAN のメ
ンバーである場合もあります。
 
注: これらのエリアはステップ 11.で利用できますその時だけ私用 VLAN なら-プロミスキャス モ
ード クリックされます。
 



注: この例では、VLAN 20 （i）は指定セカンダリVLAN エリアに移動されます。
 
ステップ 18： 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 19： （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 Sx350、SG350X、または Sx550X シリーズ スイッチの VLANインターフェイス設定を行って
しまいました。
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他のリンク貴重品を見つけるかもしれません
 

スイッチの Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）設定への設定ポート
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
設定スイッチの私用 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）設定
CLI によるスイッチの VLANインターフェイス設定への設定ポート
設定 CLI によるスイッチの私用 VLANメンバーシップ設定
すべてのスイッチへのリンクが含まれている製品ページは技術情報を関連付けました
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5407-configure-port-virtual-local-area-network-vlan-membership-of.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5407-configure-port-virtual-local-area-network-vlan-membership-of.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5413-configure-private-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5653-configure-port-to-vlan-interface-settings-on-a-switch-throug.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5659-configure-private-vlan-membership-settings-on-a-switch-throu.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html

	Sx350、SG350X、または Sx550X スイッチの設定 VLANインターフェイス設定
	目標
	概要
	適当なデバイス | [Software Version]

	スイッチの設定 VLANインターフェイス設定


