
●

●

●

●

●

●

●

●

●

SMB スイッチ CLI に SSH を使用してアクセス
するか、または Telnet で接続して下さい 

目標
 

Cisco スモール ビジネスによって管理されるスイッチは Command Line Interface
（CLI）によってリモートアクセスされ、設定することができます。 CLI にアクセスするこ
とはコマンドがターミナル ベースのウィンドウで入力されるようにします。 Webベース ユ
ーティリティよりもむしろ CLI によってスイッチのターミナルコマンドを使用して設定す
ることを好む場合これはより容易な代替です。 レイヤ3 モード 有効に なることのようなあ
る特定のタスクは CLI によってしか実行されたことができません。
 
スイッチの CLI にリモートアクセスするために、SSH か Telnet クライアントを使用して下
さい。 それにリモートアクセスできる前にまたスイッチの Telnet および SSH サービスを
最初に有効に して下さい。
 
注: スイッチのトランスミッション コントロール プロトコル（TCP）およびユーザ データ
グラム プロトコル（UDP）設定を行う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。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの CLI に SSH によってアクセスしか、または次のク
ライアントを使用して Telnet で接続する提供します:
 

PuTTy —標準Telnet および SSH クライアント。 インストーラおよび Windows コンピ
ュータのインストールをここにダウンロードできます。
ターミナル—アプリケーション各 Mac OS X コンピュータでプレインストールされる。
それは別名シェルまたはコンソールです。
 

重要： スイッチに SSH か Telnet接続を作る前に、スイッチのための IP アドレスを設定 し
て下さい。 手順についてはここをクリックしてください。
  

適当なデバイス
 

Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.06 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

SSH によってスイッチの CLI にアクセスして下さい
 

SSH セッション 接続解除は自動的にスイッチで設定されるアイドル時間以降に渡りました
。 SSH のためのデフォルト アイドルセッション タイムアウトは 10 分です。

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2009
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2009
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2009
http://www.putty.org/
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5557


スイッチへの SSH 接続をするために、プラットフォームを選択して下さい:
 
PuTTy を使用する Windows コンピュータ
 
ターミナルを使用する Mac コンピュータ
  

PuTTy を使用して SSH によって CLI にアクセスして下さい
 

注: イメージは使用しているウィンドウズオペレーティングシステムのバージョンに従って
変わるかもしれません。 この例では、最終的な Windows 7 は使用され、PuTTy バージョン
は 0.63 です。
 
ステップ 1.コンピュータの PuTTy クライアントを起動させて下さい。
 

 
ステップ 2.ホスト名（か IP アドレス）フィールドでリモートアクセスしたいと思うスイッ
チのホスト名か IP アドレスを入力して下さい。
 



 
注: この例では、IP アドレス 192.168.100.105 は使用されます。
 
ステップ 3. Port フィールドで SSH セッションに使用するべきポート番号として 22 を入力
して下さい。
 

 
ステップ 4 接続タイプ エリアで、スイッチの接続の方式として SSH を選択するために 
SSH Radio ボタンをクリックして下さい。
 



 
セッションを保存するステップ 5. （オプションの）は保存されたセッション フィールドで
セッション名を入力します。
 

 
注: この例では、SSH セッションは利用されます。
 
ステップ 6. （オプションの）はセッションを保存するために『SAVE』 をクリック します
。
 

 
出口エリアの Close ウィンドウのステップ 7. （オプションの）は、出時に SSH ウィンド
ウの動作を選択するために Radio ボタンをクリックします。
 

 
注: きれいな終了のだけこの例では、選択されます。
 
ステップ 8.セッションを開始するために『Open』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 9： これが SSH を使用してスイッチに接続する初めてである場合セキュリティ侵
犯 警告を受け取ることができます。 この警告はスイッチであることをふりをしている別の
コンピュータに接続していることは可能性のあるであることを知らせます。 新しいスイッ
チを含むために Rivest シャミール Adleman 2 （RSA2）キーをアップデートするために確
認したらステップ 4 の Host Name フィールドで正しい IP アドレスを、『Yes』 をクリッ
ク します入力しました。
 



 
ステップ 10.、ユーザネームおよび Password フィールドそれに応じてとしてログインでス
イッチのユーザ名 および パスワードを入力して下さい。
 

 
PuTTy を使用して SSH によって今正常にスイッチの CLI にリモートアクセスする必要があ
ります。
  

ターミナルを使用して SSH によって CLI にアクセスして下さい
 

注: イメージは Mac コンピュータのオペレーティング システムのバージョンに従って使用
していること変わるかもしれません。 この例では、macOS 山脈は使用され、ターミナル
バージョンは 2.7.1 です。



ステップ 1.それから起動を Terminal.app アプリケーション Applications > Utilities の順に進
んで下さい。
 

 
ステップ 2.それから IP アドレス スイッチの CLI にアクセスする ssh コマンドを入力すれ
ば。
 

 

 
注: この例では、192.168.100.105。
 
ステップ 3 尋ねるメッセージによってプロンプト表示されて接続し続けたいと思うかどう
かはい入力して下さい。
 

 
ステップ 4.ユーザネームおよび Password フィールドでスイッチのユーザ名 および パスワ
ードをそれに応じて入力して下さい。
 



 
ターミナルを使用して SSH によって今正常にスイッチの CLI にリモートアクセスする必要
があります。
  

Telnet によってスイッチの CLI にアクセスして下さい
 

Telnetセッション 接続解除は自動的にスイッチで設定されるアイドル時間以降に渡りました
。 Telnet のためのデフォルト アイドルセッション タイムアウトは 10 分です。
 
Telnet接続をスイッチに作るために、プラットフォームを選択して下さい:
 
PuTTy を使用する Windows コンピュータ
 
ターミナルを使用する Mac コンピュータ
  

PuTTy を使用して Telnet によって CLI にアクセスして下さい
 

注: イメージは使用しているウィンドウズオペレーティングシステムのバージョンに従って
変わるかもしれません。 この例では、最終的な Windows 7 は使用され、PuTTy バージョン
は 0.63 です。
 
ステップ 1.コンピュータの PuTTy クライアントを起動させて下さい。
 

 
ステップ 2.ホスト名（か IP アドレス）フィールドでリモートアクセスしたいと思うスイッ
チのホスト名か IP アドレスを入力して下さい。
 



 
注: この例では、192.168.100.105 は使用されます。
 
ステップ 3. Port フィールドで Telnetセッションに使用するべきポート番号として 23 を入
力して下さい。
 

 
ステップ 4 接続タイプ エリアで、スイッチの接続の方式として『Telnet』 を選択 するため
に Telnetオプション・ボタンをクリックして下さい。
 



 
セッションを保存するステップ 5. （オプションの）は保存されたセッション フィールドで
セッション名を入力します。
 

 
注: この例では、Telnetセッションは利用されます。
 
ステップ 6. （オプションの）はセッションを保存するために『SAVE』 をクリック します
。
 

 
ステップ 7.出口エリアの Close ウィンドウのオプションのは）、出時に SSH ウィンドウの
動作を選択するために Radio ボタンをクリックします。
 

 
注: この例では、決して選択されません。
 
ステップ 8.セッションを開始するために『Open』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 9.、ユーザネームおよび Password フィールドそれに応じてとしてログインでスイ
ッチのユーザ名 および パスワードを入力して下さい。
 



 
PuTTy を使用して Telnet によって今正常にスイッチの CLI にリモートアクセスする必要が
あります。
  

ターミナルを使用して Telnet によって CLI にアクセスして下さい
 

注: イメージは Mac コンピュータのオペレーティング システムのバージョンに従って使用
していること変わるかもしれません。 この例では、macOS 山脈は使用され、ターミナル
バージョンは 2.7.1 です。
 
ステップ 1.それから起動を Terminal.app アプリケーション Applications > Utilities の順に進
んで下さい。
 

 
ステップ 2.それから IP アドレス スイッチの CLI にアクセスする telnet コマンドを入力すれ
ば。
 

 



 
注: この例では、192.168.100.105。
 
ステップ 3.ユーザネームおよび Password フィールドでスイッチのユーザ名 および パスワ
ードをそれに応じて入力して下さい。
 

 
ターミナルを使用して Telnet によって今正常にスイッチの CLI にリモートアクセスする必
要があります。
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