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Command Line Interface （CLI）によってスイッ
チのインターネット プロトコル（IP） アドレス
設定値を設定して下さい 
目標
 

スイッチは複数の IP アドレスがある場合があります。 各 IP アドレスは特定のインターフ
ェイスにかポート、リンク 集約グループ（ラグ）、またはバーチャルLAN （VLAN）割り
当てることができます。 リモートで デバイスを管理するために、IP アドレスはスイッチに
アクセスするために定義する必要があります。 これは容易に Webベース ユーティリティ、
Telnet、またはセキュア シェル（SSH）によってデバイスを設定するか、または解決する
ことを可能にします。
 
スイッチの IP アドレスはダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル サーバ
から手動で設定されるか、または自動的に届くことができます。 利用可能 な DHCP サーバ
がない場合スイッチはファクトリ デフォルト IP アドレスを使用します 192.168.1.254 であ
る。
 
この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってスイッチの IP アド
レス設定を行う提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx500
2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

CLI によってスイッチの IP アドレスを設定して下さい
 

重要： スイッチがのスタック モードの 1 つにあったらマスターを示します、それ静的IP ア
ドレスをスタッキング マスター スイッチオーバの間にネットワークから切り離すことを防
ぐように設定するように推奨されますバックアップして下さい。 これはバックアップ マス
ターがスタックを、とき DHCP を使用する、それスタックのオリジナル マスター有効に さ
れた ユニット受け取られたものより別の IP アドレスを受け取るかもしれません管理すると
きという理由によります。
 
スタティック IP アドレス
 
DHCP IP アドレス
  

設定 静的IP アドレス
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このシナリオでは、スイッチは DHCPサーバのアベイラビリティなしで設定されます。 ス
イッチの静的IP アドレスを設定するために下記のステップに従って下さい:
 
ステップ 1.シリアルケーブルを使用してスイッチにコンピュータを直接接続して下さい。
 
スイッチに SSH に好んだ場合、スイッチに得る CLI アクセスの技術情報を閲覧するために
ここをクリックして下さい。
 
ステップ 2. 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: この例では、SG350X- 24 24 ポート ギガビット スタッカブル マネージド スイッチは使
用されます。
 

 
ステップ 3 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィギュ
レーション モードを開始して下さい:
 

SG350X#CONFIGURE 
 

注: configure コマンドは configure terminal と同等です
 
ステップ 4 グローバル コンフィギュレーション モードでは、次の入力によってインターフ
ェイス コンテキストを入力して下さい:
 

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id 
 

注: この例では、interface vlan 1 は使用されます。 VLAN 1 はスイッチのデフォルトVLAN
です。
 

 
ステップ 5.次のどちらかの入力によってインターフェイスのための IP アドレスを定義する
IP アドレス インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力して下さい:
 

IP アドレス[IP アドレス] {{マスク | プレフィクス長}} —スイッチをすぐにリロードする
reload コマンドを使用して下さい。
IP アドレス[IP アドレス] {{マスク | プレフィクス長}} [default-gateway ip address] —リ
ロードを使用して下さい{{hhh で: mm | mmm | hh: スケジュールされたスイッチ リロー
ドを規定 する mm [日月]}}コマンド。
 

次のオプションがあります。
 

ip address — IP アドレスを規定 します。
マスク— IP アドレスのネットワークマスクを規定 します。
プレフィクス長— IP アドレス プレフィクスから成り立つビットの数を規定 します。
プレフィクス長はフォワードスラッシュに先行される必要があります（/）。 範囲は 8

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


から 30 です。
 

SG350X(config-if)#ip  192.168.100.201 255.255.255.0 
 

注: この例では、使用される IP アドレスはマスクとして 255.255.255.0 の 192.168.100.201
です。
 
インターフェイスから IP アドレスを削除するステップ 6. （オプションの）は次の入力によ
って Ip address コマンドの No 形式を使用します:
 

SG350X(config-if)#no IP  
 

ステップ 7.スイッチの特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい。
 

SG350X(config-if)#end 
 

 
インターフェイスの IPアドレス設定および情報を表示するステップ 8. （オプションの）は
特権EXECモードで次のコマンドを入力します:
 

SG350X#SHOW IP 
 

注: この例では、IP アドレスは 192.168.100.201 であり、型は静的です。
 

 
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
定を保存するステップ 9. （オプションの）は次を入力します:
 

SG350X#COPY running-config startup-config 
 

 
上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 10. （オプションの）は
YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。
 

 
注: この例では、Y は押されます。



今うまくスイッチの静的IP アドレス設定を行う必要があります。
  

DHCP によって IP アドレスを設定して下さい
 

このシナリオでは、スイッチはアクティブな DHCPサーバとして機能するルータに接続さ
れます。 DHCP によってスイッチの IP アドレスを設定するために下記のステップに従って
下さい。
 
ステップ 1.シリアルケーブルを使用してスイッチにコンピュータを直接接続して下さい。
 
ステップ 2. 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: この例では、SG350X- 24 24 ポート ギガビット スタッカブル マネージド スイッチは使
用されます。
 

 
ステップ 3 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィギュ
レーション モードを開始して下さい:
 

SG350X#CONFIGURE 
 

ステップ 4 グローバル コンフィギュレーション モードでは、次の入力によってインターフ
ェイス コンテキストを入力して下さい:
 

SG350X(config)#interface [ ID | vlan-id] 
 

注: この例では、interface vlan 1 は使用されます。 VLAN 1 はスイッチのデフォルトVLAN
です。
 

 
ステップ 5 インターフェイス コンテキストでは、次の入力によって DHCPサーバからの IP
アドレスを得て下さい:
 

SG350X(config-if)#interface [ ID | vlan-id] 
 

デバイスが特定のインターフェイスで設定されたこと通知を受信します。
 

 



インターフェイスから IP アドレスを削除するステップ 6. （オプションの）は次の入力によ
って Ip address dhcp コマンドの No 形式を使用します:
 

SG350X(config-if)#no IP  dhcp 
 

ステップ 7.スイッチの特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい。
 

SG350X(config-if)#end 
 

インターフェイスの IPアドレス設定および情報を表示するステップ 8. （オプションの）は
特権EXECモードで次のコマンドを入力します:
 

SG350X#SHOW IP 
 

注: この例では、IP アドレスは 192.168.100.103 であり、型は DHCP です。
 

 
IPアドレス設定を表示するステップ 9. （オプションの）および DHCP クライアントの情報
は特権EXECモードで次のコマンドをインターフェイスさせましたり、入力します:
 

SG350X#SHOW IP DHCP  
 

 
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
定を保存するステップ 10. （オプションの）は次を入力します:
 

SG350X#COPY running-config startup-config 
 

 
上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 11. （オプションの）は
YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。
 

 
注: この例では、Y は押されます。
 



今うまくスイッチの DHCP IP アドレス設定を行う必要があります。
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