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SG350X および SG550X のダイナミック VLAN
割り当ておよび自動 Smartport 設定 
目標
 

この資料は方法で手順をスイッチの汎用 VLAN 登録プロトコル（GVRP）設定およびオート
Smartport を設定する提供したものです。
  

概要
 

VLAN の設定を作成するために動的に Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル
LAN） 構成情報を交換する Generic Attribute Registration Protocol （GARP） VLAN 登録プ
ロトコルまたは汎用 VLAN 登録プロトコル（GVRP）割り当てデバイスより容易。 GVRP
がグローバルに 有効に なる場合、手動で/静的に スイッチおよびインターフェイスの相互
接続に作成 された VLAN 自動的に VLAN ID を伝搬させます。 はたらくとき VLAN をダイ
ナミック VLAN 割り当てがエラーの発生を回避するのに使用されています大規模なネット
ワークで設定するとき。 スイッチが GVRP および GVRP 登録によって VLAN 情報を受け
取るとき、受信インターフェイスはその VLAN に加入します。 インターフェイスが有効に
なればないし、ダイナミック VLAN 作成 VLAN に加入するように試みる場合、スイッチは
自動的に VLAN を作成します。
 
これがアクセス ポートで動作することができるようにそれに注意することは重要です、そ
れらがサーバまたは PC である場合）エンド デバイスは有効に なる GVRP でなければなり
ません（GVRP イネーブルになった NIC。
 
Smartport は組み込みかユーザが定義するマクロが適用するかもしれないインターフェイス
です。 これらのマクロはすぐに通信要件をサポートし、さまざまなネットワークの種類 デ
バイスの機能を利用するためにデバイスを設定することの方法を提供するように設計されて
います。 インターフェイスが IP Phone、プリンタ、ルータ、および/または Access Point
（AP）に接続される場合ネットワーク アクセスおよび QoS 必要条件は変わります。
  

適当なデバイス
 

SG350X シリーズ
SG550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.5.63
 

ダイナミック VLAN 割り当ておよび自動 Smartport 設定を設定するために、下記のように
ガイドラインに従って下さい:
 
トポロジ：
 



注: 2 つの非マスター スイッチは結論までのマスタスイッチに接続されません。

GVRP で設定されているポートはトラック モードか一般のモードで GVRP がタグ付けのた
めにサポートを必要とすると同時に設定する必要があります。 マスタスイッチからの非マ
スターへの VLAN のプロパゲートは GVRP によって切り替えるとき、ダイナミック VLAN
として考慮されます。

注: ユーザ」が作成しないエラー「VLAN ある場合静的な VLAN だけ（手動で作成される
）アクセス ポートで設定されるポートに追加することができます。 GVRP は VTP （サー
バクライアント）と同じをはたらかせません。

ステップは下記の Web 設定 ページの上の表示 モード フィールドの拡張モードで設定され
ます。
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SG550X-24 （マスター）の設定 GVRP 設定

詳細をスイッチの GVRP 設定を行うことについて学ぶために、ここをクリックして下さい
。

ステップ 1.マスタスイッチの Webベース ユーティリティへのログインおよび VLAN管理 >
GVRP 設定へのナビゲート。

注: この例では、SG550X-24 の 1 つはマスタスイッチです。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.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


呼び出します。 GVRP グローバル なステータスがグローバルに スイッチの GVRP を有効
に することを可能にするように Enable チェックボックスをチェックして下さい。

ステップ 3. GVRP 機能を有効に するために『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 4. GVRP を設定することを望むインターフェイスの Radio ボタンをクリックして
下さい。 それから選択したインターフェイスの GVRP 設定を修正するために… 『Edit』 を
クリック して下さい。

注: この例では、GE23 および GE24 を設定します。

ステップ 5 編集 GVRP Setting ウィンドウは現われます。



ステップ 6. （オプションの）は appropriate オプション・ ボタンをクリックし、ポートか
ら新しいインターフェイスを選択するか、または設定を変更したいと思うインターフェイス
を変更するために集約 グループ（遅れ）ドロップダウン リストをリンクします。 ラグはス
ループットを更に増加できる単一 論理リンクに個々のイーサネット リンクをより単一の接
続サポートできる組み込みます。

ステップ 7 このインターフェイスの GVRP 機能を有効に するために GVRP State フィール
ドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。



ステップ 8 GVRP 情報が選択したインターフェイスのその VLAN のために受け取られると
きない場合 VLAN を動的に作成してもらうようにダイナミック VLAN 作成フィールドの
Enable チェックボックスをチェックして下さい。 ダイナミック VLAN 作成が無効に なる
場合、スイッチは手動で作成された VLAN だけを認識します。

注: このコマンドはデフォルトで有効になっています。

GVRP 情報が選択したインターフェイスのその VLAN のために受け取られる場合のステッ
プ 9. （オプションの）チェック VLAN に加入して選択したインターフェイスをもらう
GVRP 登録 フィールドの Enable チェックボックス。 GVRP 登録が無効に なる場合、イン
ターフェイスあることを手動で設定する VLAN の関連だけ。



ステップ 10.選択したインターフェイスの更新済 GVRP 設定を保存し、次に出口の近くで編
集 GVRP Setting ウィンドウをクリックするために『Apply』 をクリック して下さい。

他の複数のインターフェイスに 1 つのインターフェイスの GVRP 設定をコピーするステッ
プ 11. （オプションの）は望ましいインターフェイスの Radio ボタンをクリックし、設定
を『Copy』 をクリック します。 コピー Settings ウィンドウは現われます。

ステップ 12： （オプションの）提供されたフィールドの選択されたインターフェイスの設



定をコピーしたいインターフェイスのインターフェイス数かインターフェイス名を入力して
下さい。 それから変更を保存するか、またはキャンセルの近くで変更をクリックするため
に『Apply』 をクリック して下さい。

設定します SG550X-24 （マスター）の VLANの設定を

ステップ 1. VLAN管理 > VLANの設定へのナビゲート。

ステップ 2.新しい VLAN を作成するために… 『Add』 をクリック して下さい。 追加 VLAN
ウィンドウは現われます。

注: VLAN を作成する 2 つの方法があります。 単一 VLAN を作成できますまたは新しい
VLAN の範囲を設定できます。 この例では、VLAN の範囲を作成します。



ステップ 3 単一 VLAN を作成するために、VLAN Radio ボタンをクリックして下さい。 そ
れから次の情報を入力して下さい:

VLAN id —新しい VLAN の ID。●

VLAN name —新しい VLAN の名前●

ステップ 4 VLAN の範囲を作成するために、範囲 Radio ボタンをクリックして下さい。 そ
れから次の情報を入力して下さい:

VLAN range — VLAN の数に従う範囲、作成したいと思います。 たとえば 10 VLAN を作成
したいと思ったらそして必要に合う範囲を入力して下さい。 この例では、20 に VLAN 10 を
作成します。

●



ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

方法行う SG550X-24 （マスター）のインターフェイス設定を

ステップ 1. VLAN管理 > インターフェイス設定へのナビゲート。



ステップ 2.グローバル な Ethertype タギング 方式を選択して下さい。 次のオプションがあ
ります。

Dot1q-8100 —別名 IEEE 802.1Q。 それはトランクの帯をタグ付けするための規格で、4096
まで VLAN をサポートします。 TPID は通常 0x8100 にフレームを識別するためにように
IEEE802.1Q フレーム 設定 されます。

●

Dot1ad-88a8 — QinQ と呼ばれる機能の使用によってデータの二重タギングのための標準プ
ロトコルを設定します。 カスタマ サイドから来るデータトラフィックは内部タグが顧客タグ
（C タグの）プロバイダー ネットワークの二重タグ付けされて、外タグはプロバイダ タグ
（雄鹿）です。 プロバイダー ネットワークにパケットを転送するのに使用されている雄鹿サ
ービス タグとしてか S-VLAN タグは知られています。 さまざまな顧客間の雄鹿分離された
ものトラフィックは、間 preservice 顧客 VLAN タグ付けします。 これはサービスプロバイダ
ー ネットワークと顧客のネットワーク間の分離を提供する QinQ とされます。 ポートベース
C タグ付けされたサービス インターフェイスをサポートするデバイスはプロバイダ ブリッジ
です。

●

9100 — QinQ 標準外 ethertype●

9200 —標準外タギング。●

注: この例では、Ethertype グローバル な タギングのためにデフォルト Dot1q-8100 を使用
しました。

ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。



ステップ 4. GVRP を設定したことインターフェイスの Radio ボタンをクリックして下さい
。 GVRP で設定されるポートはトランク ポートで設定される必要があります。

注: この例では、トランク ポートで GE23 および GE24 を設定します。

ステップ 5.インターフェイスを編集するために… 『Edit』 をクリック して下さい。 編集イ
ンターフェイス Settings ウィンドウは開きます。

ステップ 6. （オプションの）は appropriate オプション・ ボタンをクリックし、ポートか
ら新しいインターフェイスを選択するか、またはドロップダウン リスト設定を変更したい
と思うインターフェイスを変更する遅れます。



ステップ 7.スイッチポートモード フィールドのレイヤ2 かレイヤ3 を選択して下さい。

注: この例では、デフォルト（層 2）は選択されました。

ステップ 8.インターフェイス VLAN モード ドロップダウン リストのトランクを選択して下
さい。 インターフェイスは 1 VLAN の最高でタグが付いていないメンバー、ですゼロであ
りまたはより多くの VLAN のタグ付けされたメンバー。



ステップ 9. S-VLAN タグに Ethertype タギング 方式を選択して下さい。 次のオプションが
あります。

使用して下さいグローバルな設定（Dot1q）を●

Dot1q - 8100●

Dot1ad - 88a8●

9100●

9200●

注: この例では、デフォルト値を使用しました: グローバルな設定（Dot1q）を使用して下さ
い。

ステップ 10： それから変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。



複数のインターフェイスの GVRP をそして設定する場合ステップ 11. （オプションの）は
ちょうど選択し設定した、設定を『Copy』 をクリック する….ことができますインターフ
ェイスを これは他のインターフェイスにちょうど設定した設定をコピーすることを可能に
します。

ステップ 12： （オプションの）現われるポップアップ ウィンドウで、同じ設定を加え、『
Apply』 をクリック したいポートを入力して下さい。

注: この例では、GE23 から設定は GE24 だけにコピーされる筈です。

マスタスイッチのポートVLAN メンバシップ設定を設定する方法



ステップ 1. VLAN管理 > ポートVLAN メンバシップへのナビゲート。

ステップ 2.トランク ポートで設定したインターフェイスの Radio ボタンをクリックして下
さい。それからそのインターフェイスの VLANメンバーシップを編集するために加入 VLAN
を…クリックして下さい。

ステップ 3. （オプションの）は appropriate オプション・ ボタンをクリックし、ポートか
ら新しいインターフェイスを選択するか、またはドロップダウン リスト設定を変更したい
と思うインターフェイスを変更する遅れます。



ステップ 4 ポートはトランク モードにあるとき、この VLAN のメンバーです。 ネイティブ
VLAN ID ドロップダウン リストのネイティブ VLAN ID を選択して下さい。

注: この例では、ネイティブ VLAN ID として VLAN 1 を使用します。

ステップ 5.タグ付けされた VLAN フィールドのユーザが定義する Radio ボタンを選択して
下さい。 それからこのポートにメンバーのでほしいこと VLAN ID を入力して下さい。

注: この例では、VLAN を使用します: GE23 のための 1、10-20 および GE24。



ステップ 6 それから変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

注: 設定される必要があるより多くのインターフェイスがある場合ステップを 2-6 繰り返し
て下さい。

ステップ 7.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上の SAVE ボタンを押して下さい。

非マスター スイッチの GVRP 設定の設定

ステップ 1.非マスター スイッチの Web 設定 ページにログイン し、VLAN管理 > GVRP 設
定にナビゲート して下さい。 Settings ページ GVRP は開きます。

注: 非マスター スイッチがマスタスイッチに接続されないので、デフォルト IP アドレスは
192.168.1.254 です。 それに接続するためにそのネットワークの静的IP アドレスがあるた
めに PC を置かなければなりません。

セクションと同じ方法を設定することを続行して下さい: スイッチ以外の両方のための
SG550X-24 （マスター）の GVRP 設定を設定して下さい。 マスター SG550X-24 スイッチ
に接続される筈であるポートだけ設定して下さい。 この例では、非マスター スイッチの両
方はマスタスイッチに接続するのにポート 24 を使用しています。



SG550X-24 非マスター スイッチのインターフェイス設定の設定

ステップ 1. VLAN管理 > インターフェイス設定へのナビゲート。 Settings ページ インター
フェイスは開きます。

注: 非マスター スイッチがマスタスイッチに接続されないので、デフォルト IP アドレスは
192.168.1.254 です。 それに接続するためにそのネットワークの静的IP アドレスがあるた
めに PC を置かなければなりません。

同じ方法をで設定することを続行して下さい: スイッチ以外の両方のための SG550X-24
（マスター）のインターフェイス設定を行う方法。 設定 トランク ポートとしてマスタスイ
ッチに接続されるポートだけ。 この例では、GE24 はスイッチの両方のためのトランクで
設定されます。

確認

される必要がある GVRP ははたらいていることを確認できる前に、更にいくつかのステッ
プがあります。 下記のように最後のステップに従って下さい:

ステップ 1.非マスター スイッチからマスタスイッチにケーブルを接続して下さい。

注: この例では、マスター SG550X-24 （ポート 23）に非マスター SG550X-24 （ポート
24）の 1 つを接続します。

ステップ 2.第 2 非マスター スイッチからマスタスイッチにケーブルを接続して下さい。

注: この例では、マスター SG550X-24 （ポート 24）に他の非マスター SG550X-24(port 24
を）接続します。

注: VLAN管理で GVRP によって自動的に作成される VLAN を > VLAN を作成するために見
なければ。 スイッチに再度ブートするが必要となるかもしれません。

ステップ 3. VLAN管理へのナビゲートは > VLAN 10-20 が作成されたかどうか見るために非
マスター スイッチの VLAN を作成します。



ステップ 4.ステータスおよび統計情報 > View Log > ランダム アクセス メモリにナビゲート
し、GVRP に非マスター スイッチの両方のための作成 された VLAN 10-20 があるかどうか
確認して下さい。

結論

今うまくダイナミック VLAN および Smartport オート設定を設定しました。

関連ビデオを表示するために次のリンクをチェックして下さい:

汎用 VLAN 登録プロトコル（GVRP） on Cisco 設定 RV345 の

Smartport 設定

https://youtu.be/kUs8ToXApx8?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/-t3VMXuRbQ0?list=PLB4F91009260AB3D7
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