
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 
目標
 
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）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。
 
ポートがアクセスかトランク モードにポートを設定し、規定あるはずであるでき VLAN に特定の
ポートをかどうか割り当てます。 この技術情報は方法で手順をアクセスでインターフェイス
VLAN か Comman ライン インタフェース（CLI）を通してスイッチのトランク ポートを設定す
る提供します。
  
概要
 
VLAN は通常機能かアプリケーションでセグメント化されるネットワークです。 VLAN は物理的
な LAN と同じように動作しますが、物理的に同じ場所に配置されていなくてホストをグループ化
できます。 スイッチポートは VLAN に属することができます。 ユニキャスト、ブロードキャス
トおよびマルチキャスト パケットはおよび同じ VLAN のあふれられたポート転送されます。
 
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。 それはまた接続デバイスによって物理的
にそれらのデバイスを移さないでネットワーク構成のわずらわしさを軽減します。
 
注: 学ぶために Webベース ユーティリティ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。 CLI ベース手順に関しては、ここをクリックして下さい。
 
イメージは下記の次の VLAN で設定される SG350X スイッチを表示します:
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.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


●

●

●

●

VLAN1 - これはデフォルトVLAN です。 スイッチはこの VLAN によってルータに接続されま
す。 これは使用することができましたり修正されるか、または削除することができません。
VLAN10 - Admin 部のためのバーチャルネットワーク。 ネットワーク アドレスはサブネット
マスク 255.255.255.0 か /24 の 192.168.10.1 です。
VLAN20 - 投資部のためのバーチャルネットワーク。 ネットワーク アドレスはサブネットマ
スク 255.255.255.0 か /24 の 192.168.20.1 です。
VLAN30 - 業務部のためのバーチャルネットワーク。 ネットワーク アドレスはサブネットマ
スク 255.255.255.0 か /24 の 192.168.30.1 です。
 

より大きいネットワークでは、アクセスとして割り当てられたインターフェイスとの構成済みの
VLAN およびスイッチのトランク ポートはこのようになる可能性があります:
 



●

●

ポート モードは次の通り定義されます:
 

アクセス ポート-インターフェイスで受信された帯は VLAN タグがないと仮定され、特定の
VLAN に割り当てられます。 アクセス ポートはホストのために主に使用され、単一 VLAN の
ためのトラフィックしか運ばないことができます。
トランク ポート-インターフェイスで受信された帯は VLAN タグを備えると仮定されます。
トランク ポートはスイッチまたは他のネットワーク デバイス間のリンクのため、複数の
VLAN のための運送トラフィックが可能です。
 

注: デフォルトで、すべてのインターフェイスは意味するトランク モードにあります、すべての
VLAN のためのトラフィックを運ぶことができることを。 知るためにアクセスとしてインターフ
ェイス VLAN かスイッチの Webベース ユーティリティによってトランク ポートを割り当てる方
法をここをクリックして下さい。
 
VLAN を設定するために、これらのガイドラインに従って下さい:
 
1. VLAN を作成して下さい。 学ぶために Webベース ユーティリティ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。 CLI ベース手順に関しては、ここをクリ
ックして下さい。
 
2. （オプションの）ポートのための望ましい VLAN 関連の設定を設定 して下さい。 Webベース
ユーティリティによってスイッチの VLAN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。 CLI ベース手順に関しては、ここをクリックして下さい。
 
3. VLAN にインターフェイスを割り当てて下さい。 スイッチの Webベース ユーティリティによ
って VLAN にインターフェイスを割り当て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。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.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-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-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.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/smb5411-configure-port-to-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5411-configure-port-to-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5411-configure-port-to-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
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4. （オプションの）スイッチの VLANグループを設定して下さい。 次のいずれかを設定できます:
 

MAC ベースの VLANグループ 概要-スイッチの Webベース ユーティリティによって MAC ベ
ースの VLANグループ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。 
CLI ベース手順に関しては、ここをクリックして下さい。
サブネット ベースの VLANグループ 概要-スイッチの Webベース ユーティリティによってサ
ブネット ベースの VLANグループ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。 CLI ベース手順に関しては、ここをクリックして下さい。
プロトコルベース VLANグループ 概要-スイッチの Webベース ユーティリティによってプロ
トコルベース VLANグループ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。 CLI ベース手順に関しては、ここをクリックして下さい。 
 

5. （オプションの）スイッチの TV VLANの設定を行って下さい。 次のいずれかを設定できます:
 

アクセス ポート マルチキャスト TV VLAN -スイッチの Webベース ユーティリティによって
アクセス ポート マルチキャスト TV VLAN 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。
顧客ポート マルチキャスト TV VLAN -スイッチの Webベース ユーティリティによって顧客
ポート マルチキャスト TV VLAN 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。
  

適当なデバイス | [Software Version]
 

Sx300 シリーズ | 1.4.7.06 （遅のダウンロード）
Sx350 シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
Sx500 シリーズ | 1.4.7.06 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
  

CLI によるスイッチの設定 VLANインターフェイス設定
 
インターフェイスをアクセス ポートで設定し、VLAN に割り当てて下さい
 
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。 新しいユーザー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: 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。 スイッチの現在の VLAN を表示するために、次を入力して下さい:
 
SG350X#SHOW VLAN 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3074-configure-media-access-control-mac-based-virtual-local-area.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3074-configure-media-access-control-mac-based-virtual-local-area.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5657-configure-mac-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5410-configure-subnet-based-virtual-local-area-network-vlan-group.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5410-configure-subnet-based-virtual-local-area-network-vlan-group.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5410-configure-subnet-based-virtual-local-area-network-vlan-group.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5658-configure-subnet-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the-c.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5673-configure-protocol-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3342-configure-access-port-multicast-tv-virtual-local-area-networ.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3342-configure-access-port-multicast-tv-virtual-local-area-networ.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3342-configure-access-port-multicast-tv-virtual-local-area-networ.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


●

●

●
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注: この例では、VLAN 1、10、20、および 30 は手動で割り当てられたポート無しで利用できま
す。
 
ステップ 3 スイッチの EXEC 特権モードから、次の入力によってグローバル な 設定 モードを開
始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  
 
ステップ 4 グローバル な 設定 モードでは、次の入力によってインターフェイス設定 コンテキス
トを入力して下さい:
 
SG350X(config)#interface [interface-id |  VLAN VLAN ] 
 
オプションは次のとおりです:
 

interface-id -設定されるべきインターフェイス ID を規定 します。
範囲 VLAN VLAN 範囲- VLAN のリストを規定 します。 カンマおよび領域との非連続 VLAN
を分けないで下さい。 VLAN の範囲を指定するのにハイフンを使用して下さい。
 

注: ポート 14 に 24 をカバーするこの例では、interface range は入ります。
 
ステップ 5 インターフェイス設定 コンテキストでは、VLANメンバーシップ モードを設定するの
にスイッチポートモード コマンドを使用して下さい。
 
SG350X(config-if-range)#switchport   

 
ステップ 6 アクセス ポートにポートかポート範囲を割り当てるのにスイッチポートアクセス
VLAN コマンドを使用して下さい。 アクセス モードのポートは 1 VLAN だけのためのトラフィッ
クを運ぶことができるインターフェイスで設定される 1 VLAN だけある場合があります。
 
SG350X(config-if-range)#switchport  VLAN [vlan-id | ] 
 
オプションは次のとおりです:
 

vlan-id -ポートが設定される VLAN を規定 します。
なし-アクセス ポートがあらゆる VLAN に属することができないこと規定 します。
 

注: この例では、ポート範囲は VLAN 30 に割り当てられます。
 
デフォルトVLAN にポートかポート範囲を戻すステップ 7. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config-if-range)#no VLAN 
 



ステップ 8 インターフェイス設定 コンテキストを終了するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config-if-range)#exit 

 
ステップ 9. （オプションの）はステップ 4 により多くのアクセス ポートを設定し、対応する
VLAN に割り当てるべき 6 を繰り返します。
 

注: この例では、interface range 26 に interface range 38 に 48 は VLAN 20 に割り当てられるが
、36 は VLAN 10 に割り当てられます。
 
SG350X(config-if)#end 
 
ステップ 10. EXEC 特権モードに戻る end コマンドを入力して下さい:
 

VLAN の設定されたポートを表示するステップ 11. （オプションの）は次を入力します:
 



SG350X#SHOW VLAN 

 
注: 設定されたポートは割り当てられたVLAN に従って表示する必要があります。 この例では、
interface range 26 に 36 は VLAN 10 で割り当てられます、38 から 48 は VLAN 20 に属し、14 か
ら 24 は VLAN 30 に設定されます。
 
ステップ 12： （オプションの）スイッチの EXEC 特権モードで、次の入力によってスタートア
ップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに行われた設定を、保存して下
さい:
 
SG350X#COPY running-config startup-config 

 
ステップ 13： （オプションの）上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われたら YES
か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい。
 

対応するVLAN に今スイッチのインターフェイスをアクセス ポートでおよび割り当てられる設定
する必要があります。
  
インターフェイスをトランク ポートで設定し、VLAN に割り当てて下さい
 
ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 モードを
開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  



●

●

●

●

●

●

●

呼び出します。 グローバル な 設定 モードでは、次の入力によってインターフェイス設定 コンテ
キストを入力して下さい:
 
SG350X#INTERFACE [interface-id |  VLAN VLAN ] 
 
オプションは次のとおりです:
 

interface-id -設定されるべきインターフェイス ID を規定 します。
範囲 VLAN VLAN 範囲- VLAN のリストを規定 します。 カンマおよび領域との非連続 VLAN
を分けないで下さい。 VLAN の範囲を指定するのにハイフンを使用して下さい。
 

注: この例では、インターフェイス ge1/0/13 は使用されます。
 
ステップ 3 インターフェイス設定 コンテキストでは、VLANメンバーシップ モードを設定するの
にスイッチポートモード コマンドを使用して下さい。
 

SG350X(config-if)#switchport   
 
デフォルトVLAN にポートを戻すステップ 4. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config-if)#no switchport mode trunk 
 
ステップ 5 規定 する モードがトランクで設定されるとき VLAN がポート属する vlan コマンドを
与えられるスイッチポートトランクを使用して下さい。
 
SG350X(config-if)#switchport  VLAN [ | none | vlan-list  | vlan-list  | vlan-list ] 
 
オプションは次のとおりです:
 

全 1 から 4094 にすべての VLAN を規定 します。 常に、ポートはその時に存在 するすべて
の VLAN に属します。
なし-空 VLANリストを規定 します。 ポートはあらゆる VLAN に属しません。
追加して下さい vlan-list -ポートに追加するべき VLAN ID のリスト。 カンマおよび領域との
非連続 VLAN ID を分けないで下さい。 ID の範囲を指定するのにハイフンを使用して下さい
。
取除いて下さい vlan-list -ポートから取除くべき VLAN ID のリスト。 カンマおよび領域との
非連続 VLAN ID を分けないで下さい。 ID の範囲を指定するのにハイフンを使用して下さい
。
vlan-list を除いて-範囲 1-4094 からのすべての VLAN を含む VLAN ID のリストは vlan-list に
属する VLAN を除外します。
 

注: この例では、ポート ge1/0/13 は VLAN 10 を除くすべての VLAN に属します。
 



ステップ 6 インターフェイス設定 コンテキストを終了するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#exit 

 
デフォルトVLAN にポートかポート範囲を戻すステップ 7. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config-if)#no  VLAN 
 
ステップ 8. （オプションの）はステップ 2 により多くのトランク ポートを設定し、対応する
VLAN に割り当てるべき 6 を繰り返します。
 

注: この例では、インターフェイス ge1/0/27 は VLAN 10 を除くすべての VLAN に属するが、イ
ンターフェイス ge1/0/25 は VLAN 10 におよびない VLAN 20 で属します。
 
ステップ 9. EXEC 特権モードに戻る end コマンドを入力して下さい:
 
SG350X(config-if)#end 



●

●

VLAN の設定されたポートを表示するステップ 10. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#SHOW VLAN 

 
注: 設定されたポートは割り当てられたVLAN に従って表示する必要があります。 この例では、
トランク ポート gi1/0/25 は VLAN 10 に属し、VLAN 30、gi1/0/13 および gi1/0/37 は両方 VLAN
20 および VLAN 30 に属します。
 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 11. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレ
ーション コンフィギュレーション・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X#COPY running-config startup-config 

 
ステップ 12： （オプションの）上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われたら YES
か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい。
 

対応するVLAN に今スイッチのインターフェイスをトランク ポートでおよび割り当てられる設定
する必要があります。
 
重要： スイッチの VLANグループ設定を行うことを続行するために、上でガイドラインに従って
下さい。
 
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

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


●

●

●

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
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/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/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
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