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スイッチの VLAN を設定して下さい 
目標
 
 
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）作成はスイッチで別々のブロードキャスト
ドメインを作ることを可能にします。 ブロードキャスト ドメインはルータのようなレイヤ3 デバ
イスの助けによって互いに関連付けることができます。  VLAN が主にに関係なく形成するのにホ
ストが物理的に配置されるホスト間のグループを使用されています。 従って、VLAN はホスト間
のグループ形成の助けによってセキュリティを向上します。 VLAN は作成されるとき、その
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効果をもたらしません。
VLAN を設定するほとんどの一般的な原因の 1 つは音声のための別々のVLAN、およびデータの
ための別々のVLAN を設定することです。 これは同じネットワークを使用して両タイプのデータ
悪意のためのパケットを送信します。
 
この技術情報は VLAN を作成しか、編集しか、または削除する方法を示すことを向けます。 
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Sx200 シリーズ | V 1.4.5.02 （遅のダウンロード）
Sx300 シリーズ | V 1.4.5.02 （遅のダウンロード）
Sx250 シリーズ | V 2.2.0.66 （遅のダウンロード）
Sx350 シリーズ | V 2.2.0.66 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | V 2.2.0.66 （遅のダウンロード）
Sx500 シリーズ | V 1.4.5.02 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | V 2.2.0.66 （遅のダウンロード）
  

VLANの設定
 
VLAN を作成して下さい
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは VLAN管理 > VLANの設定を選択し。 
 

https://software.cisco.com/download/home/283452721
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
呼び出します。 VLANテーブル エリアの下で、新しい VLAN を作成するために『Add』 をクリッ
ク して下さい。 ウィンドウはポップアップします。
 

 
ステップ 3. VLAN は下記のオプションによって示されているように 2 つのさまざまな方法に追加
することができます。 望ましい方式に対応する Radio ボタンを選択して下さい:
 



●

●

 
VLAN： 仕様 VLAN を作成するのにこの方式を使用して下さい。
range — 範囲 VLAN を作成するのにこの方式を使用して下さい。
 

ステップ 4 ステップ 3 の VLAN を選択した場合、VLAN ID フィールドで VLAN ID を入力して下
さい。 範囲は 2 から 4094 の間にある必要があります。 この例に関しては、VLAN ID は 4.です
。 
 

 
ステップ 5.In は VLAN Name フィールド、VLAN の名前を入力します。 この例に関しては、
VLAN 名前は説明します。 32 文字まで使用されるかもしれません。
 

 



ステップ 6 VLANインターフェイス状態を有効に するために VLANインターフェイス State check
 チェック ボックスをチェックして下さい; それは既にデフォルトでチェックされています。 そう
でなかったら、VLAN は効果的にシャットダウンされ、何も VLAN によって送信されるか、また
は受け取られません。
 

 
ステップ 7 SNMPトラップの生成を有効に したいと思う場合リンク ステータス SNMPトラップ
チェックボックスをチェックして下さい。 このコマンドはデフォルトで有効になっています。
 

 
ステップ 8 ステップ 3 の範囲を選択した場合、VLAN 範囲 フィールドで VLAN の範囲を入力して
下さい。 利用可能な範囲は 2 – 4094 です。 この例に関しては、VLAN 範囲は 3 から 52 からで
す。 
 



 
注: 100 まで VLAN は一度に作成することができます。
 
ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

  
VLAN を編集して下さい
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは VLAN管理 > VLANの設定を選択し。 
VLANの設定 ページは開きます。
 

 
呼び出します。 編集したいと思う VLAN の隣でチェックボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 3.指定 VLAN を編集するために『Edit』 をクリック して下さい。 編集 VLAN ウィンド
ウは現われます。
 

 
ステップ 4 現在の VLAN は VLAN ID ドロップダウン リストを使用して変更することができます
。 すぐに VLANの設定 ページへ戻らないで設定したいと思う VLAN の間で切り替えるのにこれ
が使用されています。
 

 
ステップ 5. VLAN Name フィールドの VLAN の名前を編集して下さい。 この名前は VLAN のパ
フォーマンスに影響を与えないし、容易な識別のために使用されます。
 



 
ステップ 6 VLAN のインターフェイス状態を有効に するために VLANインターフェイス State
check チェック ボックスをチェックして下さい; それは既にデフォルトでチェックされています
。 そうでなかったら、VLAN は効果的にシャットダウンされ、何も VLAN によって送信されるか
、または受け取られません。
 

 
ステップ 7 リンク ステータス情報を用いる SNMPトラップの生成を有効に するために有効リン
ク ステータス SNMPトラップ チェックボックスをチェックして下さい。 このボックスはデフォ
ルトでチェックされます。
 

 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



  
VLAN を削除して下さい
 
ステップ 1.Log は Webベース ユーティリティに VLAN管理 > VLANの設定を選択し。 
 

 
呼び出します。 削除したいと思う VLAN の隣でチェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3.指定 VLAN を削除するために『Delete』 をクリック して下さい。
 

 
今完全に VLAN を削除しました。
 
 



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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