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Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの
VLAN 作成 

目標
 

スイッチの VLAN 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
あ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 を作成するとき、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。
 
この記事は新しい VLAN を作成し Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのそれにポート
を割り当てる方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

1.3.0.62
  

VLAN を作成するステップ
 

VLAN 作成は 2 つの設定が完了するように要求します。 第 1 は VLAN の作成であり、第 2
は VLAN にポートを割り当てています。
  

VLAN 作成
 

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.新しい VLAN を追加するために『Add』 をクリック して下さい。 Add/Edit ウィ
ンドウは現われます。
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ステップ 3. VLAN は 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 ボタンをクリックして下さい:
 

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

 
ステップ 4 VLAN がステップ 3 でクリックされる場合、VLAN ID フィールドで VLAN ID を
入力して下さい。
 
ステップ 5 VLAN がステップ 3 でクリックされる場合、VLAN Name フィールドで VLAN
の名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 6 範囲がステップ 3 でクリックされる場合、VLAN 範囲 フィールドで VLAN の範
囲を入力して下さい。
 
注: 100 まで VLAN だけ一度に作成することができます。
 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

VLAN にポートを割り当てて下さい
 

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 > ポー
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ト VLANメンバーシップを選択し。 ポート VLANメンバーシップ ページは開きます:
 

 
ポート VLANメンバーシップ表は次の情報を表示したものです:
 

interface —ポートまたは遅れの名前。
モード—インターフェイスにおける VLAN モード。
 

– trunk —このインターフェイスはすべての VLAN のためのトラフィックを運びます。
 
–アクセス—このインターフェイスは仕様 VLAN のためのトラフィックだけを運びます。
 

管理VLAN —インターフェイスが接続される VLAN の固有の識別番号。
操作上 VLAN —インターフェイスがメンバーである VLAN の固有の識別番号。
ラグ— このポートがメンバーであるラグの名前。 このフィールドはステップ 2.のラグを選択
する場合現れません。
 

ステップ 2. VLAN にフィルタ ドロップダウン リストから追加し、『Go』 をクリック した
いインターフェイスの種類を選択して下さい。
 

 
ステップ 3. Radio ボタンをポートの隣でクリックするか、または VLAN に割り当てること
を望みます遅らして下さい。
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ステップ 4.加入しますページの一番下に VLAN にクリックして下さい。
 

 
インターフェイス フィールドのステップ 5. （オプションの）は、VLAN に追加したいと思
うインターフェイスの種類と対応する Radio ボタンをクリックします。 それから適切なド
ロップダウン リストから特定のインターフェイスを選択して下さい。
 

port — 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。 これは選択されたシングル ポートだけに影響を与えます。
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
されたポートのグループに影響を与えます。
 

注: VLAN管理 > インターフェイス設定から選択される Mode フィールドはポート VLAN モ
ードを表示します。 この設定のための Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの記事 
VLANインターフェイス設定設定を参照して下さい。
 



 
注: すべてのポートはデフォルトVLAN （通常 1） VLAN に割り当てられます。 反転が可能
性のあるではないのでタグ付けされている、移動することができません場合指定 VLANリス
トに現われる。
 
ステップ 6 ポートを VLAN に割り当てるために、VLAN ID を選定された VLAN フィールド
の左リストから選択し、> ボタンをクリックして下さい。
 
VLAN からポートを取除くステップ 7. （オプションの）は選定された VLAN フィールドの
右のリストから VLAN ID を選択し、< ボタン クリックします。
 

 
ステップ 8.タギング フィールドからインターフェイスのための次の tagging/PVID オプショ
ンの 1 つを選択して下さい。
 
注: Generic Attribute Registration Protocol （GARP） VLAN 登録プロトコル（GVRP）は
VLAN構成 情報が他のスイッチに通じるようにします。 これは 1 つのスイッチしか設定し
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ないことを可能にし他のスイッチはすべて動的に設定されます。
 

禁止される—インターフェイスは GVRP 登録からの VLAN に加入することができません。
ポートが他のどの VLAN のもメンバーではない場合、このオプションは内部 VLAN 4095 の
一部ポートにします。
除かれる—インターフェイスは VLAN のメンバーではないです。 これはすべてのポートおよ
びラグのためのデフォルトです。 ポートは GVRP 登録によって VLAN に加入できます。
タグ付けされた—ポートはタグ付けされています。 これはパケット ヘッダに情報がスイッチ
から切り替えるために送信 されるとき VLAN ID をように挿入します VLAN が送信されたパ
ケット識別することができる。 タグなしパケットからの情報はプロキシか VLAN タギングを
サポートしない他のスイッチを通して転送されるとき時折失われる場合があります。
タグが付いていない—ポートはタグが付いていないです。 スイッチが他のどのプロキシにも
接続されない使用して下さいまたは切り替えて下さいときこのオプションを。
マルチキャスト TV はレイヤ2 サブスクライバに vlan —インターフェイス マルチキャスト 伝
達を供給しすべての VLAN のためのマルチキャスト 伝達を複製なできます。
PVID — ポート PVID は VLAN に設定 されます。 インターフェイスがアクセス モードかト
ランク モードにある場合、スイッチは VLAN のインターフェイスにタグが付いていないメン
バーをします。 インターフェイスが一般のモードにある場合、VLANメンバーシップは手動
で設定する必要があります。
 

ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

関連記事
 

Voice VLAN Properties
 
VLAN への設定マルチキャスト グループ
 
VLAN構成への VLAN プロトコルベース グループ
 
ARP インスペクション VLANの設定 設定
 
VLAN構成への VLAN プロトコルベース グループ
 
VLAN プロトコルベース グループ
 
顧客ポート マルチキャスト VLANメンバーシップの設定
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