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SG350XG および SG550XG スイッチの IPv4 管
理インターフェイスの設定 
目標
 
IPv4 管理インターフェイスを設定することはスイッチのための IP アドレスをで役立ちます管理
すること。 IP アドレスはポート、リンク集計グループ（ラグ）、Virtual Local Area Network
（VLAN; バーチャル LAN）、Out-of-Band （OOB）、またはループバック インターフェイスで
設定することができます。
 
SG350XG または SG550XG スイッチを Webベース ユーティリティか Command Line Interface
（CLI）によって管理するために、IPv4 デバイス管理 IP アドレスはスイッチの OOB ポートで定
義する必要があります。 デバイス IP アドレスは DHCP 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。
 
この技術情報は方法で手順を Webベース ユーティリティによってスイッチの IPv4 管理インター
フェイス（OOB）を手動で設定する提供します。
 
注: CLI によってスイッチの IPv4 管理インターフェイス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]
 

SG350X シリーズ | 2.3.0.130 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.3.0.130 （遅のダウンロード）
  

設定 IPv4 管理インターフェイス
 
重要： スイッチは現在のバックアップ マスターのスタック モードにあるときスタッキング 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スタティック アドレスで
IP アドレスを設定することを推奨します。 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。
  
OOB インターフェイスの設定 IPv4 アドレス
 
ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインはそれから IP 設定 >IPv4 管理お
よびインターフェイス > IPv4 インターフェイスを選択します。
 
注: 利用可能なメニュー オプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 この例で
は、SG550XG-8F8T は使用されます。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5707-configure-ipv4-management-interface-on-an-sg350xg-or-sg550xg.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5707-configure-ipv4-management-interface-on-an-sg350xg-or-sg550xg.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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IPv4 インターフェイス ページの IPv4 インターフェイス テーブルは次の情報が含まれています:
 

interface — IP アドレスが定義されるインターフェイスかユニット。 これはまたループバッ
ク インターフェイスである場合もあります。
IP アドレスは利用可能なオプション type —下記のとおりです:
 

- DHCP —から Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 受け取られる
（DHCP）サーバ。
 
- static — 手動で入力される。 静的なインターフェイスはユーザによって作成される非 DHCP イ
ンターフェイスです。
 
-どの設定でも作成された前に default — デバイスでデフォルトで存在 する デフォルトアドレス
。
 

ip address —インターフェイスのための構成されたIPアドレス。
マスク—構成されたIPアドレス マスク。
status — IP アドレス二重検査の結果。
 

-一時的— IP アドレス二重検査のための最終結果がありません。
 
-有効な— IP アドレス 衝突 チェックは完了し、IP アドレス 衝突は検出されませんでした。
 
-有効な複写される— IP アドレス二重検査は完了し、重複した IP アドレスは検出されました。
 
-複写される—複製された IP アドレスはデフォルト IP アドレスのために検出されました。
 
-遅らせられる— IP アドレスの割り当ては 60 秒の間 DHCP アドレスを検出する時間を与えるた
めに DHCP クライアントが始動で有効に なる場合遅れます。
 
- received — DHCP アドレスのためにだけ関連した。 DHCP クライアントが発見のプロセスを開
始するとき、実 アドレスが得られる前にダミーの IP アドレス 0.0.0.0 を割り当てます。 このダ
ミーのアドレスに受け取られないのステータスがあります。
 
注: この例では、IPv4 インターフェイス テーブルは 255.255.255.0 サブネットマスクの
192.168.100.134 の DHCP 割り当て IP アドレスがある OOB インターフェイスのためのエントリ
が含まれています。
 

 
ステップ 2.手動で 静的IP アドレスを割り当てるために『Add』 をクリック して下さい。
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注: Edit ボタンは OOB ポートの静的IP アドレスを手動で設定することを可能にしません。
 
ステップ 3 インターフェイス エリアから、帯域からクリックして下さい。
 

 
ステップ 4. IP アドレス組版面からの静的IP アドレスをクリックして下さい。
 

 
ステップ 5. IP address フィールドで OOB インターフェイスの IP アドレスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、192.168.100.2 はように OOB ポートの新しい IP アドレス使用されます。
 
ステップ 6.マスク領域からの Radio ボタンをクリックしそして対応したサブネットマスクを入力
して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

ネットワーク マスク—このアドレスのための IP マスク。
IPv4 プレフィクスのプレフィクス length — 長さ。
 

 
注: この例では、プレフィックス長は選択され、24 はまた 255.255.255.0 ネットワーク マスクに
変換する対応するフィールドで入ります。
 
ステップ 7.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 



セッションは自動的に閉じられ、スイッチへの接続はそれとして適用します OOB ポートの新し
い管理 IP アドレスを失われます。
 
今うまくスイッチの IPv4 管理インターフェイス アドレスを設定する必要があります。
  
IPv4 管理インターフェイスにアクセスして下さい
 
ステップ 1： インターフェイスの Webベース ユーティリティにアクセスするために、Webブラ
ウザの IP アドレスを入力して下さい。 この例では、192.168.100.2 は入ります。
 

 
ステップ 2.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインはそれから IP 設定 >IPv4 管理お
よびインターフェイス > IPv4 インターフェイスを選択します。
 

 
IPv4 インターフェイス テーブルは IP アドレス型として OOB および show static の更新済 IP ア
ドレスを表示する必要があります。
 
ステップ 3. （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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
使用していること設定された スイッチ インターフェイスの CLI にアクセスするステップ 4. （オ



プションの）はクライアントで IP アドレスを入力します。 この例では、パテは使用されます。
 
注: コンピュータがスイッチ インターフェイスと同じ VLAN で接続されることを確かめて下さい
。 この例では、192.168.100.2 は入ります。
 

 
スイッチの CLI はアクセス可能であるはずです。
 

 
IPv4 管理インターフェイス アドレスを使用して今正常にスイッチの Webベース ユーティリティ
か CLI にアクセスする必要があります。
 

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


	SG350XG および SG550XG スイッチの IPv4 管理インターフェイスの設定
	目標
	適当なデバイス | [Software Version]

	設定 IPv4 管理インターフェイス
	OOB インターフェイスの設定 IPv4 アドレス
	IPv4 管理インターフェイスにアクセスして下さい

	表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…


