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使用する前に ウィザードを使用してスイッチの
設定初期設定 
目標
 
Cisco Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチは設定し易く、管理し易く、
解決し易いように設計されビジネス 優先順位に焦点を合わせることを許可します。 これらのスイ
ッチはキャリア イーサネットがターゲットとなっている高統合された、費用効果が高い パケット
プロセッサの新しい世代および完全なワイヤ速度パフォーマンス Fast Ethernet （FE）または
Gigabit Ethernet （GE）ポートおよび GE コンボ プラットフォームとの中小 エンタープライズ
（SME）アプリケーションが装備されています。
 
Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチは使用のためにそれらをセットする
のをすぐに助ける Configuration ウィザードが含まれています。 ウィザードを実行することは容
易に IP インターフェイスを追加し、管理アカウント クレデンシャルを変更し、システムの時刻
を設定することのようなスイッチの設定を、行うことを可能にします。 スイッチをはじめて設定
するときこのウィザードを実行することを推奨します。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの初期設定を行うのに使用する前に ウィザードを使用する
提供します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

Sx250 シリーズ | V 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
Sx350 シリーズ | V 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | V 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | V 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
  

スイッチの設定初期設定
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはウィザードを『Configuration』 を選択 し
。
 

 
注: この例では、SG350X-48MP は使用されます。

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/286281979


ステップ 2.使用する前に ウィザード エリアの下で起動ウィザードをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3 ウィザードが起動したら、『Next』 をクリック して下さい。
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ステップ 4. System Location フィールドでデバイスの物理的な場所を入力して下さい。
 

 
注: この例では、交換機械室は使用されます。
 
ステップ 5. System Contact フィールドで連絡 窓口の名前を入力して下さい。
 

 
注: この例では、ジョンは使用されます。
 
ステップ 6.デバイスのホスト名を選択して下さい。 これは Command Line Interface （CLI）コマ
ンドのプロンプトでも使用されます:
 

デフォルト ホストを default —使用すればスイッチのシステム 名はが十六進フォーマットの
スイッチの最後の 3 バイト Media Access Control（MAC） アドレスを示すです。
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ユーザが定義する—このオプションが選択される場合、ホスト名を入力して下さい。 文字お
よび数だけ使用して下さい。 区切り文字、ハイフン、または余白のような他のシンボルが割
り当てられません。
 

 
注: ユーザが定義するこの例では選択され、MainSwitch はホスト名として使用されます。
 
ステップ 7. 『Next』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 8.システムのためのインターフェイスを選択して下さい。 スイッチの新しい IP インタ
ーフェイスを作成するのにインターフェイス領域で Radio ボタンを使用して下さい。 接続される
ことインターフェイスの設定の変更接続を失うために引き起こすかもしれないですに現在。
 
オプションはあるスイッチのモデルによって変わるかもしれません。 可能性のあるオプションは
次のとおりです:
 

ユニット/port — 使用 スタックの一部であるユニットを選択するユニットおよびポート ドロ
ップダウン・リスト、および選択されたユニットにあるポート。
ラグ— リンク集計グループ（ラグ）を設定するために選択するのにラグ ドロップダウン リ
ストを使用して下さい。
VLAN： VLAN ID を設定するために選択するのに VLAN ドロップダウン リストを使用して下
さい。
OOB — スイッチの Out-of-Band （OOB）ポートを設定するためにこれを選択して下さい。
OOB ポートは主にスイッチの他のどのポートにも接続されないので、管理目的で使用されま
す。 このオプションは Sx350XG および Sx550XG スイッチにだけ利用できます。
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なし— IP インターフェイスを設定し、現在のコンフィギュレーションを保存するためにこれ
を選択して下さい。 デフォルトはどれもに設定されません。 このオプションと続ける場合、
ステップ 14 にスキップして下さい。
 

注: Sx250 スイッチがある場合、利用可能なオプションは VLAN およびどれもではないです。
 

 
注: この例では、ユニット 1 のポート GE1 は選択されます。
 
ステップ 9.次のオプションから IP インターフェイス出典を選択して下さい:
 

DHCP： デバイスが a Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 受け取るこ
とができる（DHCP）サーバから IP アドレスをように選択して下さい。 このオプションを選
択する場合、ステップ 14 にスキップして下さい。
デバイスの IP アドレスを手動で入力したいと思う場合 static —このオプションを選択して下
さい。
 

 
注: この例では、スタティックは選択されます。
 
IP アドレス タイプとしてスタティックを選択した場合ステップ 10. （オプションの）は IP
address フィールドで、インターフェイスの IP アドレスを入力します。
 

 
注: この例では、192.168.1.127 は使用されます。
 
ステップ 11. （オプションの）はネットワーク Mask フィールドで IP アドレスのサブネットマス
クを入力します。
 

 
注: この例では、255.255.255.0 は使用されます。
 
ステップ 12： （オプションの）管理上の Default Gateway フィールドでデフォルトゲートウェ
イIPアドレスを入力して下さい。
 



 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
ステップ 13： （オプションの） DNS Server フィールドで Domain Name Server （DNS）の IP
アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 14： [Next] をクリックします。
 

 
ステップ 15： 現在のユーザ名 および パスワードを保存することを選択する場合（オプションの
）それからスキップしますステップ 20 に『Next』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 16： システム管理のための新しいアカウントを作成するために保存現在のユーザ名 お
よび パスワード チェックボックスのチェックを外して下さい。
 

 
ステップ 17： Username フィールドで 0 のおよび 20 文字間の新しいユーザネームを入力して下
さい。 UTF-8 文字は許可されません。
 

 
注: この例では、admin は使用されます。
 
ステップ 18： パスワードをパスワードで入力し、Password フィールドを確認して下さい。
UTF-8 文字は許可されません。
 

 
注: パスワード強度はパスワードの強度を表示します。 パスワード強度のためのポリシーおよび
複雑な状況はパスワード強度ページで設定されます。 どのように設定しなさいか学ぶため
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ステップ 19： [Next] をクリックします。
 

 
ステップ 20： クロック ソース エリアで、システム クロックを設定することを次のオプションか
ら選択して下さい:
 

手動設定—日時フィールドでデバイス システムの時刻に入るためにこのオプションをそれぞ
れ選択して下さい。 日付は形式 YYYY-MMM-DD、および HH の時間に入る必要があります:
MM: SS 形式。 またカレンダーおよびドロップダウン リストからの日時を選択するためにテ
キスト フィールドのアイコンをクリックできます。 また、コンピュータの日時をコピーする
ためにローカル コンピュータからの日時を『Import』 をクリック することができます。
デフォルト SNTP サーバ—デフォルト Simple Network Time Protocol （SNTP）サーバを使
用するためにこのオプションを選択して下さい。 このオプションはデフォルトで選択されま
す。 デフォルト SNTP サーバは名指しで定義されます、従って DNS は設定された構成され
たサーバーおよび到達可能操作上、DNS である必要があります。 これは DNS 設定でされま
す。
このオプションを選択すればマニュアルは sntp server —、SNTP サーバの IP アドレスを入
力します。
 

 
注: この例では、手動設定は選択され、行われます。
 
ステップ 21： ビューの隣でセット設定の要約をクリックして下さい。
 



 
ステップ 22： 行われた設定を検討しそして承認するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 23： 下記のポップアップ メッセージによってプロンプト表示されて『OK』 をクリッ
ク して下さい。



 
ステップ 24： [Finish] をクリックします。
 

 
ステップ 25： （オプションの）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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
使用する前に ウィザードを通して今スイッチの初期設定を行う必要があります。
 

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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