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はじめに
このたびは、シスコのネッ トワーク通信デバイス「Cisco 350XG シリーズ 
10G スタ ッカブル マネージド  スイッチ」をお買い上げいただき、ありがと う
ございます。このデバイスは、標準のレイヤ 2 および 3 スイッチと してすぐに
使用できるように設計されています。デフォルト設定では、電源を投入すると
接続デバイス間でパケッ トが転送されます。 

このガイ ドでは、スイッチのレイアウト、さらにお客様のネッ トワークに本ス
イッチを導入する方法について説明します。詳細については、
www.cisco.com/go/350switches [英語] を参照して ください。 

パッケージの内容

• Cisco 350XG 10G スタ ッカブル マネージド  スイッチ

• 電源コード

• ラ ックマウン ト  キッ ト とゴム製の脚

• DB-9/RJ45 シリアル ケーブル

• 本クイック  スタート  ガイド

• 中国 RoHS 対応のポインタ  カード

• テクニカル サポートの連絡先

• EU 指令 1999/5/EC コンプライアンス情報（EU SKU のみ）

はじめる前に

設置を始める前に、以下を用意してお く必要があります。 

• ネッ トワーク  デバイス接続用の RJ-45 イーサネッ ト  ケーブル（カテゴリ  
6A 以降）。

• スイッチ管理用のコンソール ポート を使用するためのコンソール ケー
ブル。

• ハードウェア設置用の工具。スイッチに同梱されているラックマウン ト  
キッ トには、デスク ト ップ配置用のゴム製の脚 4 本、およびラックマウン
ト用のブラケッ ト  2 個とネジ 12 本が含まれています。 

• Web ベースのインターフェイスまたはコンソール ポート を使用してス
イッチを管理するための Internet Explorer（バージ ョ ン  8.0、9.0、10.0 以
降）または Firefox（バージ ョ ン 16.0、17.0 以降）を搭載した PC。 
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Cisco 350XG スイッチの取り付け

スイッチを物理的に設置する方法は 2 つあります。

• 平面に設置する。卓上にスイッチを設置するには、スイッチの底面にゴム
製の脚（同梱）を  4 本取り付けます。

• 標準ラック（1 ラ ック  ユニッ ト高）に取り付ける。

配置のヒン ト

次のいずれかの条件が当てはまる場所にスイッチを導入しないで く ださい。

• 周囲温度：スイッチの過熱を防止するため、周囲温度が 50 °C（122 °F）を
超える場所では使用しないで ください。

• エアー フロー：スイッチ周辺のエアー フローが十分であることを確認し
て ください。

• 機械的荷重：危険な状況を避けるため、スイッチが水平で安定しているこ
とを確認して ください。 

• 回路の過負荷：電源コンセン トにスイッチを追加接続することで、その回
路に過負荷が発生しないようにして く ださい。

ラ ッ クへの取り付け

標準サイズの 19 インチ（約 48 cm）幅のラックにスイッチを取り付けること
ができます。スイッチを取り付けるには 1 ラ ック  ユニッ ト（RU）のスペース、
つまり  1.75 インチ（44.45 mm）の高さが必要です。 

注意 安定性を確保するために、重いデバイスから順に下から上へと
ラ ッ クに載せていきます。重いデバイスをラ ッ クの一番上に載
せると、不安定になり、転倒する可能性があります。
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19 インチ標準シャーシにスイッチを設置する手順は次のとおりです。

ステップ1 スイッチの側面に付属のブラケッ ト を 1 つ当て、ブラケッ トの 
4 つの穴をネジ穴に合わせてから、付属の M4 ネジ 4 本を使用し
て固定します。 

ステップ2 前述の手順を繰り返して、も う  1 つのブラケッ ト をスイッチの反
対側に固定します。 

ステップ3 ブラケッ ト を完全に固定してから、次に示すようにスイッチを標
準 19 インチ ラ ックに取り付けます。

ネッ トワーク  デバイスの接続

スイッチをネッ トワークに接続する手順は次のとおりです。 

ステップ1 コンピュータ、プリンタ、ネッ トワーク  スト レージ、またはその他
のネッ トワーク  デバイスのイーサネッ ト  ポートにイーサネッ ト  
ケーブルを接続します。

ステップ2 イーサネッ ト  ケーブルのも う一方の端をスイッチの番号付き
イーサネッ ト  ポートのいずれかに接続します。接続されているデ
バイスがアクテ ィブな場合は、ポートの LED が点灯します。 

接続がアクテ ィブになると、イーサネッ ト  ポートのライ トが緑に
変わります。各スイッチのさまざまなポート と  LED の詳細につい
ては、「Cisco 350XG スイッチの機能」を参照して ください。
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ステップ3 スイッチに接続するデバイスごとに、ステップ 1 とステップ 2 を
繰り返します。

（注） CAT6A 以上のケーブルを使用してネッ トワーク  デバイスを接続する
ことを強 く推奨します。ネッ トワーク  デバイスを接続する際は、最大ケーブ
ル配線距離 100 m（328 フ ィート ）を超えないようにして く ださい。デバイ
スや LAN が接続されてから動作可能になるまでに、最大 1 分かかる場合が
あります。これは正常な動作です。

Cisco 350XG スイッチの設定

はじめる前に

スイッチにアクセスして管理する方法は 2 つあります。IP ネッ トワーク経由
で Web ベースのインターフェイスを使用する方法と、コンソール ポート を
介してスイッチのコマンド ライン インターフェイスを使用する方法です。コ
ンソール ポート を使用する場合は、高度なユーザ スキルが必要です。 

下記は、スイッチを最初に設定するときに使用されるデフォルト設定です。 

Web ベースのインターフェイスを使用したスイッチの設定

Web ベースのインターフェイスを使用してスイッチにアクセスするには、ス
イッチが使用している IP アドレスを知っている必要があります。スイッチの
デフォルト設定では、工場出荷時のデフォルト  IP アドレス 192.168.1.254 が
使用されます。 

スイッチが工場出荷時の IP アドレスを使用している場合は、システム LED が
点滅したままになります。スイッチが DHCP サーバによって割り当てられた 
IP アドレスを使用している場合、または管理者によって静的 IP アドレスが設
定されている場合は、システム LED が点灯します（DHCP はデフォルトで有
効になっています）。

（注） ネッ トワーク接続を介してスイ ッチを管理している場合に、DHCP 
サーバを介して、または手動でスイ ッチの IP アドレスを変更すると、スイ ッ
チにアクセスできな く なります。スイ ッチが使用している新しい IP アドレ
スをブラウザに入力して Web ベースのインターフ ェイスを使用する必要
があります。コンソール ポート接続を使用してスイ ッチを管理している場
合には、リンクは保持されます。

パラ メータ デフォルト値

Username cisco

Password cisco

LAN IP 192.168.1.254
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Web ベースのインターフェイスを使用してスイッチを設定する手順は次の
とおりです。 

ステップ1 コンピュータとスイッチの電源をオンにします。

ステップ2 コンピュータをスイッチの前面パネルにある OOB ポートに接続
します。 

ステップ3 コンピュータで IP 設定を行います。

a. スイッチがデフォルトの静的 IP アドレス 192.168.1.254 を使
用している場合は、192.168.1.2 ～ 192.168.1.253 の範囲でま
だ使用されていない IP アドレスを選択する必要があります。 

b. IP アドレスが DHCP によって割り当てられる場合は、DHCP 
サーバが動作していて、スイッチおよびコンピュータから  
DHCP サーバにアクセスできることを確認します。デバイス
が DHCP サーバから割り当てられた IP アドレスを検出する
ために、デバイスの切断と再接続が必要な場合があります。

（注） コンピュータで IP アドレスを変更する方法の詳細について
は、使用しているアーキテクチャとオペレーテ ィング システムの
タイプによって異なります。コンピュータ固有のヘルプとサポー
ト機能を使用して、「IP アドレッシング」を検索して ください。

ステップ4 Web ブラウザ ウィンドウを開きます。デバイスに接続するとき
に、Active-X プラグインのインス トールを要求された場合は、指示
に従ってプラグインを承認します。

ステップ5 スイッチの IP アドレスをアドレス バーに入力し、Enter を押しま
す（例：http://192.168.1.254）。 

ステップ6 ログイン  ページが表示されたら、Web ベースのインターフェイス
で使用する言語を選択し、ユーザ名とパスワードを入力します。 

デフォルトのユーザ名は cisco です。デフォルトのパスワードは 
cisco です。ユーザ名とパスワードは、どちらも大文字と小文字が
区別されます。 

ステップ7 [ログイン（Log In）] をクリ ッ クします。 

デフォルトのユーザ名とパスワードで初めてログオンすると、[パ
スワードの変更（Change Password）] ページが開きます。新しい
パスワードを作成するためのルールがページに表示されます。 

ステップ8 新しいパスワードを入力し、そのパスワードを確認します。

（注） パスワードの複雑性は、デフォルトで有効になっています。
パスワードは、デフォルトの複雑性ルールに準拠している必要が
あります。または、[パスワードの強度の適用（Password Strength 
Enforcement）] オプシ ョ ンの横にある [無効（Disable）] をオンに
して一時的に無効にすることもができます。
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ステップ9 [適用（Apply）] をクリ ッ クします。 

注意 Web ベースのインターフ ェイスを終了する前に、[保存（Save）] 
アイコンをク リ ッ ク して設定変更を保存して く ださい。設定を
保存する前に終了すると、すべての変更内容が失われます。

[はじめに（Getting Started）] ページが開きます。これで、スイッチ
を設定する準備が整いました。詳細については、『Cisco 350XG シ
リーズ 10G スタ ッカブル マネージド  スイッチ アド ミニスト レー
シ ョ ン ガイド』またはヘルプ ページを参照して ください。

コンソール ポートを使用したスイッチの設定

コンソール ポート を使用してスイッチを設定する手順は次のとおりです。 

ステップ1 指定のコンソール ケーブルを使用して、スイッチのコンソール 
ポートにコンピュータを接続します。

ステップ2 コンピュータで HyperTerminal などのコンソール ポート  ユー
テ ィ リテ ィ を起動します。

ステップ3 次のパラメータを使用してユーティ リテ ィ を設定します。

• 115200 ビッ ト /秒

• 8 データ  ビッ ト

• パリテ ィなし

• 1 スト ップ ビッ ト

• フロー制御なし

ステップ4 ユーザ名とパスワードを入力します。デフォルトのユーザ名は 
cisco、デフォルトのパスワードは cisco です。ユーザ名とパス
ワードは、どちらも大文字と小文字が区別されます。

デフォルトのユーザ名とパスワードで初めてログオンすると、次
のメ ッセージが表示されます。

Please change your password from the default 
settings.Please change the password for better 
protection of your network.Do you want to change 
the password (Y/N) [Y]?

ステップ5 Y を入力し、新しい管理者パスワードを設定します。

（注） パスワードの複雑性は、デフォルトで有効になっています。
パスワードはデフォルトの複雑性ルールに準拠している必要があ
ります。
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注意 終了する前に、必ず設定変更を保存して く ださい。

これで、スイッチを設定する準備が整いました。詳細については、
『Cisco 350XG シリーズ 10G スタ ッカブル マネージド  スイッチ 
コマンド ライン  インターフェイス リファレンス ガイ ド』を参照
して ください。

（注） ネッ トワークで DHCP を使用していない場合は、スイ ッチで  IP アドレ
スのタイプを  [静的（Static）] に設定し、ネッ トワーク  トポロジに一致するよ
うに静的 IP アドレスとサブネッ ト  マスクを変更します。この変更を実施し
ないと、複数のスイッチで工場出荷時のデフォルト  IP アドレス 
192.168.1.254 が共通に使用される可能性があります。

Cisco 350XG スイッチのスタ ック構成

スイッチをスタ ックと して設定する前に、『Cisco 350XG シリーズ 10G ス
タ ッカブル マネージド  スイッチ アド ミニス ト レーシ ョ ン  ガイド』で詳細を
確認して ください。スタ ック  ポートの説明とサポート されているモジュール
については、Cisco 350XG スイッチの機能の前面パネルの画像を参照して く
ださい。

スイッチ上のポートはスタ ックを行うように設定しない限り、デフォルトで
通常のイーサネッ ト  ポート と して機能します。スイッチ間またはポート間で
異なるスタ ック速度を使用することはできません。

警告 スタ ック  ポート を同じポート速度で設定するか、ポートに接続さ
れているモジュールまたはケーブルの速度性能が同じである必
要があります。ポート速度が自動に設定されている場合、これら
の 2 つのポートに接続されているモジュールは同じ速度性能で
ある必要があります。速度性能が異なる場合、スイッチが複数の
ユニッ トでスタ ックを構成することはできません。

スタ ックは最大 4 台の 350XG シリーズ スイッチで構成できます。スタ ック
構成には、スイッチのどのポートでも使用できます。メ ッシュ  トポロジを使
用せずにスタ ックを構成できるのは、Cisco 350 シリーズ スイッチのみです。 

同じスタ ック内のスイッチは、スタ ック  ポート を介して相互接続されます。
スタ ック  ポートのタイプと必要な速度に応じて、通常の CAT6A 以上のイー
サネッ ト  ケーブル、および（または）Cisco 350XG シリーズ スイッチ用にシ
スコが承認したモジュールまたはケーブルが必要になります。 
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Cisco 350XG スイッチの機能

ここでは、スイッチについて理解を深める一助として、使用可能な製品モデル
とスイッチの外観について説明します。 

製品モデル

前面パネル

スイッチの前面パネルには、ポート、LED、およびリセッ ト  ボタンがあります。 

前面パネルのポート

USB ポート：USB ポート を介してスイッチと  USB デバイスを接続すると、接
続した USB デバイスを使用して設定ファイル、ファームウェア イメージ、
SYSLOG ファイルを保存および復元できるようになります。

RJ-45 イーサネッ ト  ポート：RJ-45 イーサネッ ト  ポート を介して、コン
ピュータ、プリンタ、アクセス ポイン トなどのネッ トワーク  デバイスとス
イッチを接続します。 

モデル 説明

SG350XG-2F10 12 ポート  10G スタ ッカブル マネージド  スイッチ

SG350XG-24F 24 ポート  10G SFP+ スタ ッカブル マネージド  スイッチ

SG350XG-24T 24 ポート  10G Base-T スタッカブル マネージド  スイッチ

SG350XG-48T 48 ポート  10G Base-T スタッカブル マネージド  スイッチ

5

SG350XG-2F10

SG350XG-24F   

SG350XG-24T

SG350XG-48T
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SFP+ ポート（存在する場合）：Small Form-Factor Pluggable Plus（SFP+）はモ
ジュールの接続ポイン ト と して、スイッチが他のスイッチにリンクできるよ
うにします。これらのポートは、一般にミニ 10 ギガビッ ト  インターフェイス 
コンバータ  ポート とも呼ばれます。このガイドでは、SFP+ という用語を使用
します。

• SFP+ ポートは、シスコ製モジュールの MGBSX1、MGBLH1、MGBT1、
MGBLX1、MGBBX1、および他のブランドのモジュールと互換性があり
ます。 

• Cisco 350XG スイッチでサポート される  Cisco SFP+ 10G 光モジュール
は、SFP-10G-SR、SFP-10G-LRM、および SFP-10G-LR です。

• Cisco 350XG スイッチでサポート されるスタ ック構成用の Cisco SFP+ 
銅ケーブル モジュールは、SFP-H10GB-CU1M、SFP-H10GB-CU3M、およ
び SFP-H10GB-CU5M です。

• SFP+ ポートはコンボ ポートであり、も う  1 つの RJ-45 ポート と共有さ
れます。SFP+ がアクテ ィブな場合、隣接する  RJ-45 ポートは無効になり
ます。

• 共有 RJ-45 ポートの LED は SFP+ ポート  ト ラフ ィ ッ クに反応して点灯
します。

OOB+ ポート：アウト  オブ バンド（OOB）ポート とは CPU のイーサネッ ト  
ポートであり、管理インターフェイスと してのみ使用できます。OOB ポート
とインバンド  レイヤ 2 インターフェイスの間のブリ ッジングはサポート さ
れていません。 

前面パネル LED

マスター（Master）：（緑）スイッチがスタ ック  マスターである場合に点灯し
ます。

システム（System）：（緑）スイッチの電源がオンになっているときに点灯し、
起動時、セルフテスト実行時、または IP アドレスの取得時には点滅します。
LED がオレンジで点滅する場合は、スイッチでハードウェア障害、ファーム
ウェア障害、設定ファイル エラーなどが検出されたことを意味します。

スタ ック  ID（Stack ID）：（緑）スイッチがスタ ック構成されている場合に点灯
し、対応する数字はスタ ック  ID を示します。 

LINK/ACT：（緑）各ポートの左側にあります。対応するポート と別のデバイス
の間でリンクが検出された場合に点灯します。ト ラフ ィ ッ クがポート を通過
しているときは点滅します。 

XG：（緑）10G ポートの右側にあります。別のデバイスがポートに接続されて
電源が投入され、デバイス間で 10 Gbps リンクが確立されたときに点灯しま
す。LED が消灯している場合は、接続速度が 10 Gbps を下回っているか、ポー
トに何も接続されていません。
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ギガビッ ト（Gigabit）：（緑）OOB ポートの右側にあります。別のデバイスが
ポートに接続されて電源が投入され、デバイス間で 1000 Mbps リンクが確
立されたときに点灯します。LED が消灯している場合は、接続速度が 1000 
Mbps を下回っているか、ポートに何も接続されていません。

SFP+（存在する場合）：（緑）10G ポートの右側にあります。共有ポート経由で
接続が確立したときに点灯します。ト ラフ ィ ッ クがポート を通過していると
きは点滅します。 

リセッ ト  ボタン

スイッチをリセッ トするには、スイッチの前面パネルにあるリセッ ト  ボタン
にピンまたはペーパー クリ ップを挿入します。詳細については、「Cisco 
350XG スイッチの工場出荷時設定への復元」を参照して ください。

背面パネル

スイッチの背面パネルには、電源ポート とコンソール ポートがあります。

電源（Power）：スイ ッチを  AC 電源に接続します。

コンソール（Console）：シリアル ケーブルをコンピュータのシリアル ポート
に接続し、端末エミ ュレーシ ョ ン  プログラムを使用してスイッチを設定でき
るようにします。

Cisco 350XG スイッチの工場出荷時設定への

復元

リセッ ト  ボタンを使用してスイッチを再起動またはリセッ トするには、次の
手順を実行します。

• スイッチを再起動するには、リセッ ト  ボタンを押し続けます（10 秒未満）。

• スイッチを工場出荷時設定に復元するには、次の手順を実行します。

– スイッチをネッ トワークから接続解除するか、ネッ トワーク上のすべ
ての DHCP サーバを無効にします。

– 電源をオンにした状態でリセッ ト  ボタンを 10 秒以上押し続けます。
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接続のト ラブルシューテ ィング

Web ベースのインターフェイスからスイッチにアクセスできない場合は、ス
イッチがコンピュータから到達不能になっている可能性があります。
Windows を実行しているコンピュータで ping を使用して、ネッ トワーク接
続をテストすることができます。

ステップ1 [スタート ] > [ファイル名を指定して実行] を選択し、cmd と入力し
てコマンド  ウィンドウを開きます。

ステップ2 コマンド  ウィンドウ プロンプ トで、ping およびスイッチの IP ア
ドレスを入力します。例：ping 192.168.1.254（スイッチのデフォ
ルトの静的 IP アドレス）。

スイッチに到達できる場合は、次のような応答が返されます。

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254:bytes=32 time<1ms TTL=128

スイッチに到達できない場合は、次のような応答が返されます。

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:
Request timed out.

考えられる原因と解決策

電源が入っていない：

スイッチおよびコンピュータがオフになっている場合は電源を投入し
ます。

イーサネッ ト接続の障害：

LED の表示が正常かどうかを確認します。イーサネッ ト  ケーブルのコネ
クタがスイッチとコンピュータにしっかり と差し込まれていることを確
認します。

コンソール ポートの接続障害：

コンソール ケーブルのコネクタがスイッチとコンピュータにしっかり と
差し込まれていることを確認します。コンソール ポートのユーテ ィ リ
テ ィが正しいパラ メータで設定されていることを確認します。

誤った IP アドレス：

スイッチの正しい IP アドレスを使用していることを確認します。スイッ
チの現在の IP アドレスは、コンソール ポート を介して CLI から確認する
か、ネッ トワーク管理者に確認することができます。スイッチが IP アドレ
スを受信すると、システム LED で示されます（詳細については「前面パネ
ル」を参照して ください）。他のデバイスがスイッチと同じ  IP アドレスを
使用していないことを確認します。
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IP ルートがない：

スイッチとコンピュータが異なる IP サブネッ ト内にある場合は、2 つの
サブネッ ト間でパケッ ト をルーティングするために 1 台以上のルータが
必要です。

アクセス時間が異常に長い：

標準的なスパニング ツリー ループ検出ロジックが原因で、新しい接続を
追加したときに、ロジックの影響を受けるインターフェイスや LAN が動
作可能になるまでに 30 ～ 60 秒かかる場合があります。
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関連資料

警告 本製品はクラス A 製品です。国内環境で本製品を使用すると、電
波障害を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザが
十分な対策を講じるように求められることがあります。

サポート

シスコ  サポート  コ ミ ュニ
テ ィ

www.cisco.com/go/smallbizsupport [英語]

シスコのサポートおよびリ
ソース

www.cisco.com/go/smallbizhelp [英語]

電話サポートの連絡先 www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 

_support_center_contacts.html [英語]

シスコ  ファームウェアのダ
ウンロード

www.cisco.com/go/smallbizfirmware [英語]

シスコ製品のファームウェアをダウンロー
ドするには、リンクを選択します。ログイン
は不要です。

シスコ  オープン ソースの
要求

www.cisco.com/go/

smallbiz_opensource_request [英語]

Cisco Partner Central（パー
トナーと してログインする
必要があります）

www.cisco.com/web/partners/sell/smb 

[英語]

製品に関する資料

Cisco 350XG スイッチ www.cisco.com/go/350switches [英語]

法規制順守および安全性
情報

www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/
csb_switching_general/rcsi/

Switch_RCSI.pdf [英語]

保証に関する情報 www.cisco-warrantyfinder.com [英語]
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米国本社

Cisco Systems, Inc.
www.cisco.com

シスコは世界各国 200 箇所にオフ ィスを開設しています。 
各オフ ィスの住所、電話番号、FAX 番号は
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www.cisco.com/go/offices [英語]
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