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200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
の VLAN構成 

ビデオのため VLAN を設定する方法をアクセス https://youtu.be/bPBAnRLuco4 示します
  
目標
 

トラフィックの部分およびセキュリティが優先順位であるトラフィックの分離を用いるネッ
トワークのセキュリティを強化するためにシナリオでは、VLAN は作成することができます
。 VLAN に属するユーザだけ VLAN のデータトラフィックにアクセスし、処理できます。
これはまた複数のサブネットがパススルーをデバイスのためのアップリンク必要とするシナ
リオで必要とされます。 この技術情報は 200/300 管理されたスイッチの VLAN を設定する
方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

1.3.0.62
  

VLAN構成
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは VLAN管理を > 作
成します VLAN を選択し。 作成 VLAN ページは開きます:
 

 
ステップ 2. 『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。
 

https://youtu.be/bPBAnRLuco4
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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。
 

 
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（この場合、10 から 20）への
 

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。 
  

VLAN へのポートのコンフィギュレーション
 

VLAN が作成されれば、適切な VLAN に希望するポートを割り当てる必要があります。 次
のステップは 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの VLAN にポートを割り当て
る方法を説明します。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは VLAN に VLAN管
理 > ポートを選択し。 VLAN ページへのポートは開きます:
 

 

 
呼び出します。 フィルタ フィールドでは、VLAN ID 等号からのドロップダウン リストへの
、適切な VLAN を選択して下さい。
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ステップ 3 フィルタ フィールドでは、インターフェイスの種類等号からのドロップダウン
リストへの、VLAN に追加することを望むインターフェイスの種類を選択して下さい。 利
用可能 な オプションはポートまたはラグ（リンク 集約 グループ）です。
 

 
ステップ 4. 『Go』 をクリック して下さい。
 
ステップ 5 各インターフェイスに関しては、望ましいインターフェイス タイプの Radio ボ
タンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

禁止される—インターフェイスは GVRP によって選択された VLAN に、または手動で加入し
ません。 その代り、インターフェイスはインターフェイスが他のどの VLAN のもメンバーで
はない場合内部で使用された VLAN 4095 に加入します。
除かれる—インターフェイスは選択された VLAN のメンバーではないです。 選択された
VLAN がこのデバイスのためのデフォルトVLAN である場合、除かれた Radio ボタンは利用
できません。 各タグなしVLAN がインターフェイスから除かれる場合、インターフェイスは
デフォルトVLAN に自動的に加入します。
タグ付けされた— VLAN ID とタグ付けされるインターフェイスは選択された VLAN に送信さ
れるこのインターフェイスから送信される選択された VLAN およびパケットのメンバー持っ
ていますパケットをです。 タグ付けされた Radio ボタンはアクセス モードのインターフェ
イスのために選択された VLAN がデフォルトVLAN である場合有効に なりません。 インター
フェイスにタグなしVLAN がない場合、インターフェイスは自動的に内部で使用された
VLAN 4095 に加入します。
タグが付いていない—インターフェイスは VLAN ID と選択された VLAN に送信されるこのイ
ンターフェイスから送信される選択された VLAN およびパケットのメンバー タグ付けされま
せんです。 インターフェイスがアクセスかトランク モードにある場合、デフォルトVLAN は
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自動的にインターフェイスがタグが付いていないように VLAN に加入するとき除かれます。
マルチキャスト TV vlan —このオプションは同じデータVLAN にないユーザにマルチキャス
ト 伝送を有効に します。 別の VLAN ID とスイッチに接続されるユーザは同じマルチキャス
ト VLAN ID にポートに加入する場合同じマルチキャスト ストリームを共有できます。
 

ステップ 6 （オプションの）は Port VLAN IDentifier （PVID） インターフェイスのための
デフォルトVLAN を識別します。 インターフェイスの PVID を、各インターフェイスのため
に選択された VLAN に設定 するために、PVID チェックボックスをチェックして下さい。
インターフェイスがアクセスかトランク モードにある場合、インターフェイスはタグ付け
されたからタグが付いていないモードに変更します。 一方では、PVID チェックボックスの
チェックを外し、インターフェイスがアクセスかトランク モードにあれば、インターフェ
イスはタグ付けされたに VLAN のタグ モードを変更します。 またタグが付いていない 
Radio ボタン クリックすれば、そして PVID チェックボックスを、およびタグ付けされた 
Radio ボタンをクリックすれば、PVID チェックボックス チェックを外されますチェックさ
れますインターフェイスがアクセスかトランク モードにあれば、そして。 
 
ステップ 7.保存を選択された VLAN およびインターフェイスの種類の設定『Apply』 をクリ
ック して下さい。
 
注: ポートVLAN メンバシップ 表 ボタンはポートVLAN メンバシップ 設定 ページに連れて
行きます。 ポートVLAN メンバシップはポートの VLANメンバーシップ 情報を表示する。
VLANメンバーシップを追加するか、または取除くために各インターフェイスを編集できま
す。 詳細については、200/300 シリーズによって管理されるスイッチのインターフェイス
の VLANメンバーシップの記事設定を参照して下さい。
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