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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
の設定パスワード設定 
目標
 
それがコンソールによるスイッチへのログイン、cisco であるデフォルトのユーザ名およびパスワ
ードを使用しなければならない時最初に。 それから Cisco アカウントのための新しいパスワード
を入力し、設定するためにプロンプト表示されます。 パスワードの複雑性はデフォルトで有効に
なります。 選択するパスワードが十分に複雑ではない場合別のパスワードを作成するには、プロ
ンプト表示されます。
 
パスワードがデバイスにアクセスしているユーザを認証するのに使用されているので単純なパス
ワードは潜在的なセキュリティ危険です。 従って、パスワードの複雑性必要条件はデフォルトで
実施され、必要に応じて設定されるかもしれません。
 
この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってユーザアカウントの基本
的なパスワード設定、行パスワード、イネーブルパスワード、サービス パスワードの回復、パス
ワードの複雑性ルール、およびスイッチのパスワード エージング設定を定義する提供します。
 
注: スイッチの Webベース ユーティリティによってパスワード強度および複雑な状況設定を同様
に行うオプションがあります。 手順のためにここをクリックして下さい。
  
適当なデバイス | [Software Version]
 

Sx300 シリーズ | 1.4.7.06 （遅のダウンロード）
Sx350 シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
SG350X シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
Sx500 シリーズ | 1.4.7.06 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ | 2.2.8.04 （遅のダウンロード）
  

CLI による設定パスワード設定
 
下記のオプションから行いたいと思うパスワード設定を選択して下さい:
 
基本的なパスワード設定を設定して下さい
 
行パスワード設定を設定して下さい
 
イネーブルパスワード設定を設定して下さい
 
サービス パスワード リカバリ設定を設定して下さい
 
パスワードの複雑性設定を設定して下さい
 
パスワード エージング設定を設定して下さい
  
基本的なパスワード設定を設定して下さい
 
ステップ 1. 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 で
す。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb1014-configure-password-strength-and-complexity-settings-on-the-s.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


注: 利用可能なコマンドかオプションはデバイスの正確なモデルによって変わるかもしれません。
この例では、SG350X スイッチは使用されます。
 
呼び出します。 ネットワークのよりよい保護のための新しいパスワードを設定するためにプロン
プト表示されます。 YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい
。
 

注: この例では、Y は押されます。
 
ステップ 3.古いパスワードを入力しそしてキーボードで『Enter』 を押して下さい。
 

ステップ 4.新しいパスワードをそれに応じてそれから『Enter』 を押しますキーボードで入力し
、確認して下さい。
 

ステップ 5. enable コマンドで EXEC 特権モードを開始して下さい。 スイッチの EXEC 特権モー
ドでは、次の入力によってスタートアップ 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、保存して下さい:
 
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 6. （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。
 

CLI によって今スイッチの基本的なパスワード設定を行う必要があります。
  
設定行パスワード設定
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ステップ 1. 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 で
す。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、それらの資格情報を代りに入力して下さい
。
 

呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 モード
を開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  
 
ステップ 3 コンソールのような行のパスワードを、Telnet は設定するために、セキュア シェル
（SSH）、次の入力によって等、パスワード ライン コンフィギュレーション モードを開始しま
す:
 

SG350X(config)#line [] 
 
注: この例では、使用される行は Telnet です。
 
ステップ 4.次の入力によってラインのための password コマンドを入力して下さい:
 
SG350X(config-line)#password [[]] 
 
オプションは次のとおりです:
 

password —ラインのためのパスワードを規定 します。 長さは 0 から 159 文字まで
及びます。
暗号化される— （オプションの）パスワードが別のデバイス構成から暗号化され、
コピーされること規定 します。
 

注: この例では、パスワード Cisco123$ は Telnet 行のために規定 されます。
 

デフォルトパスワードに行パスワードを戻すステップ 5. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config-line)#no  

ステップ 6.スイッチの EXEC 特権モードに戻る end コマンドを入力して下さい。
 
SG350X(config)#end 
 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 7. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
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 8. （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。
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CLI によって今スイッチの行パスワード設定を行う必要があります。
  
設定 イネーブルパスワード設定
 
新しいイネーブルパスワードを設定するとき、実行コンフィギュレーションに自動的に暗号化さ
れ、ファイルを保存されます。 パスワードは入力されてもいかに、暗号化されたパスワードとと
もに暗号化されたキーワードの実行コンフィギュレーション ファイルに現われます。
 
CLI によってスイッチのイネーブルパスワード設定を行うために次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1. 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 で
す。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、それらの資格情報を代りに入力して下さい
。
 

呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 モード
を開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  
 
ステップ 3 スイッチの特定のユーザアクセス レベルのローカル パスワードを設定するために、
次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#enable [] [  | ] 
 
オプションは次のとおりです:
 

水平な特権レベル—パスワードが適用するレベルを規定 します。 レベルは 1 から
15 まで及びます。 規定 されなくて、レベルは 15 のデフォルト値に設定 されます。
ユーザー レベルは次の通りです:
 

-読み取り専用 CLI アクセス（1） —ユーザは GUI にアクセス デバイス・コンフィギ
ュレーションを変更しない CLI コマンドしかアクセスなできます。
 
-読まれる/書きます CLI アクセス（7）を制限しました—ユーザは GUI にアクセス デ
バイス・コンフィギュレーションを変更するいくつかの CLI コマンドしかアクセスな
できます。 詳細については CLI レファレンスガイドを参照して下さい。
 
-読み書き管理アクセス（15） —ユーザは GUI にアクセス デバイスを設定できます。
 

SG350X(config)#enable   7 Cisco123$ 
 
注: この例では、パスワード Cisco123$ はレベル 7 ユーザアカウントのために設定 されます。
 

非暗号化 パスワード—現在使用していることユーザー名のためのパスワード。 長さ



●

は 0 から 159 文字まで及びます。
 

SG350X(config)#enable   Cisco123$ 
 
注: この例では、パスワード Cisco123$ は使用されます。
 

暗号化された暗号化パスワード—パスワードが暗号化されること規定 します。 別の
デバイスの別のコンフィギュレーション ファイルから既に暗号化されているパスワ
ードを入力するのにこのコマンドを使用できます。 これは同じパスワードで 2 つの
スイッチを設定することを可能にします。
 

SG350X(config)#enable  6f43205030a2f3a1e243873007370fab 
 
注: この例では、使用される暗号化されたパスワードは 6f43205030a2f3a1e243873007370fab で
す。 これは Cisco123$ の暗号化されたバージョンです。
 

注: 上の例では、イネーブルパスワード Cisco123$ はレベル 7 アクセスのために設定 されます。
 
デフォルトパスワードにユーザパスワードを戻すステップ 4. （オプションの）は次を入力します
:
 
SG350X(config)#no  
 
ステップ 5.スイッチの EXEC 特権モードに戻る exit コマンドを入力して下さい。
 
SG350X(config)#exit 
 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 6. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
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 7. （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。
 

CLI によって今スイッチのイネーブルパスワード設定を行う必要があります。
  
設定サービス パスワード リカバリ設定
 
サービス パスワードの回復メカニズムは次の状態のデバイスのコンソールポートへの物理アクセ
スを与えます:
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パスワードの回復が有効に なる場合、ブート メニューにアクセスし、ブート メニュ
ーのパスワードの回復を誘発できます。 すべてのコンフィギュレーション ファイル
およびユーザファイルは保存されます。
パスワードの回復が無効に なる場合、ブート メニューにアクセスし、ブート メニュ
ーのパスワードの回復を誘発できます。 コンフィギュレーション ファイルおよびユ
ーザファイルは取除かれます。
セキュア機密データのためのユーザが定義するパスフレーズの機密データを保護す
るためにデバイスが設定される場合パスワードの回復が有効に なってもブート メニ
ューからのパスワードの回復を誘発できません。
 

サービス パスワードの回復はデフォルトで有効に なります。 CLI によってスイッチのサービス
パスワードの回復設定を行うために次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1. 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 で
す。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、それらの資格情報を代りに入力して下さい
。
 

呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 モード
を開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  
 
スイッチのパスワードの回復設定を有効に するステップ 3. （オプションの）は次を入力します:
 

SG350X#SERVICE password-recovery 
 
スイッチのパスワードの回復設定を無効に するステップ 4. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X#NO  password-recovery 

 
敏速な下記が現われればステップ 5. （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。
 
ステップ 6.スイッチの EXEC 特権モードに戻る exit コマンドを入力して下さい。
 
SG350X(config)#exit 
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スイッチの EXEC 特権モードのステップ 7. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
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 8. （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。
 

CLI によって今スイッチのパスワードの回復設定を行う必要があります。
  
設定パスワードの複雑性設定
 
スイッチのパスワードの複雑性設定はパスワードのための複雑な状況ルールを有効に します。 こ
の機能が有効に なる場合、新しいパスワードは次のデフォルト設定に合致する必要があります:
 

8 文字の最小長を持って下さい。
大文字、子文字、標準キーボードで利用可能な数および特殊文字のような少なくと
も 4 つの文字クラスからの文字が含まれて下さい。
現在のパスワードと異なっていて下さい。
3 回以上連続的に繰り返される文字が含まれないで下さい。
文字のケースの変更によって達されるユーザー名かバリアントを繰り返しませんで
したり、または反転させないで下さい。
文字のケースの変更によって達される製造業者名前かバリアントを繰り返しません
でしたり、または反転させないで下さい。
 

特定のコマンドでパスワードの複雑性の上記の属性を制御できます。 他の複雑な状況設定を前も
って設定する場合、それらの設定は使用されます。
 
この機能はデフォルトで有効に なります。 CLI によってスイッチのパスワードの複雑性設定を行
うために次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1. 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 で
す。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、それらの資格情報を代りに入力して下さい
。
 

呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 モード
を開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  
 
スイッチのパスワードの複雑性設定を有効に するステップ 3. （オプションの）は次を入力しま
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す:
 

SG350X(config)#passwords  
 
スイッチのパスワードの複雑性設定を無効に するステップ 4. （オプションの）は次を入力しま
す:
 
SG350X(config)#no  
 
パスワードのための最小必要条件を設定するステップ 5. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#passwords [] [[]] [] [] [] 

オプションは次のとおりです:
 

最小値長さは number —パスワードの最小長さを設定 します。 範囲は 0 から 64 文
字からです。 デフォルト値は 8. です。
最小値クラスは number — 大文字、小文字、標準キーボードで利用可能な番号およ
び特殊文字のような最小キャラクター クラスを設定 します。 範囲は 0 から 4 つの
クラスからです。 デフォルト値は 3. です。
ない現在—新しいパスワードが現在のパスワードと同じである場合もないこと規定
します。
非リピートは number —連続的に繰り返すことができる新しいパスワードの文字の
最大数を規定 します。 ゼロは繰り返された文字に制限がないこと規定 します。 範
囲は 0 から 16 文字からです。 デフォルト値は 3. です。
ないユーザー名—文字ことをのケースの変更によってパスワードが達されるユーザ
ネームかバリアントを繰り返すか、または反転できないこと規定 します。
ない製造業者名前—文字ことをのケースの変更によってパスワードが達される製造
業者またはバリアントの名前を繰り返すか、または反転できないこと規定 します。
 

注: これらのコマンドは他の設定を一掃しません。 パスワード複雑な状況設定の設定切り替えと
してだけはたらかせて下さい。
 

注: この例では、パスワードの複雑性は少なくとも 9 文字に設定 されましたり、ユーザネームを
繰り返すか、または反転現在のパスワードと同じである場合もありません。
 
ステップ 6.スイッチの EXEC 特権モードに戻る exit コマンドを入力して下さい。
 
SG350X(config)#exit 
 
スイッチの EXEC 特権モードのステップ 7. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
SG350X#COPY running-config startup-config 
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上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 8. （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。
 

CLI によって今スイッチのパスワードの複雑性設定を行う必要があります。
 
スイッチの CLI のパスワード コンフィギュレーションの設定を示すために、パスワード コンフ
ィギュレーションの設定を示すためにスキップして下さい。
  
パスワード エージング設定を設定して下さい
 
エージングは特権レベル 15 が付いているローカル データベースのユーザだけと特権レベル 15
の設定されたイネーブルパスワードに関連しています。 デフォルト 設定は 180 日です。
 
CLI によってスイッチのパスワードの複雑性設定を行うために次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1. 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 で
す。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、それらの資格情報を代りに入力して下さい
。
 

呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設定 モード
を開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE  
 
ステップ 3 スイッチのパスワード エージング設定を規定 するために、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#passwords [] 

幾日—パスワード変更が強制である前に日数を規定 します。 エージングを無効に す
るのに 0 を使用できます。 範囲は 0 から 365 日からです。
 

注: この例では、パスワード エージングは 60 日に設定 されます。
 

スイッチのパスワード エージングを無効に するステップ 4. （オプションの）は次を入力します:
 
0  SG350X(config)#no  

老化するデフォルト設定にパスワードを戻すステップ 5. （オプションの）は次を入力します:
 
SG350X(config)#no [] 

ステップ 6.スイッチの EXEC 特権モードに戻る exit コマンドを入力して下さい。
 
SG350X(config)#exit 
 



スイッチの EXEC 特権モードのステップ 7. （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・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、保存します:
 
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 8. （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。
 

CLI によって今スイッチのパスワード エージング設定を行う必要があります。
 
スイッチの CLI のパスワード コンフィギュレーションの設定を示すために、パスワード コンフ
ィギュレーションの設定を示すためにスキップして下さい。
  
パスワード コンフィギュレーションの設定を示して下さい
 
エージングは特権レベル 15 が付いているローカル データベースのユーザだけと特権レベル 15
の設定されたイネーブルパスワードに関連しています。 デフォルト 設定は 180 日です。
 
ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードでは、次を入力して下さい:
 
SG350X(config)#show  
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