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はじめに
本製品の故障により死亡または人身傷害が生じることが合理的に予想される生命維持装
置での使用を目的としていません。Transition Networks 社の役員の書面による明示的な
同意なしにこのようなアプリケーションにて、この製品を使用する人は、自己の責任に
おいて使用し、そのような使用または販売に起因するいかなる損害についても Transition 
Networks 社に対して完全に補償することに同意すること。

 重要：この製品は、すべての電子製品と同様に、ESD（静電放電）によって損傷
を受ける可能性のある半導体を使用しています。 取り扱うときは、常に適切な予防措置
を行って下さい。

注記または注意を示す表記は、装置を不適切に取り扱うことで、機器のパフォーマンス
を損なったり故障を引き起こす可能性があることを意味しています。警告を示す表記は
人体へダメージまたは死亡のおそれがあることを意味します。注意と警告はそれぞれ次
のアイコンを使用して識別されます。

注記：重要な情報を強調したり、関連する機能や指示に注意してください。

警告：人身事故につながる可能性のある危険を警告します。

注意：データの消失やシステムや装置の損傷の原因となる可能性のある危険を警
告します。

トレードマークについて
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

著作権／制限事項
Copyright © 2020 Transition Networks, 全 著 作 権 所 有。 本 作 品 の い か な る 部 分 も、Transition 
Networks の書面による許可なく、いかなる形式または手段（図式、電子的または機械的）で複製ま
たは使用することはできません。 

SISGM1040-284-LRT Managed Hardened Gigabit Ethernet Switch Install Guide, 33808 Rev. D

この日本語版マニュアルは、上の文書番号およびファイル名を持つ英文版のマニュアルを基に株式
会社ピーエスアイが作成したものです。

製造・販売元
Transition Networks Inc.
10900 Red Circle Drive, Minnetonka, MN 55343
tel: +1.952.941.7600 | toll free: 1.800.526.9267 | fax: 952.941.2322
sales@transition.com | techsupport@transition.com | customerservice@transition.com
web: https://www.transition.com
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改版履歴

Rev. リリース日 修正内容
A 2020/08/07 Release HW v1.01 および初期 FW v7.10.2323
B 2020/09/17 Release FW v7.10.2667
C 2021/04/14 Release FW v7.20.0046
D 2021/10/11 Release FW v7.20.0063

本書の内容は、表の一番下にある最新 FW バージョンに基づいて作成しております。

オーダー情報

SKU 構成

　SISGM1040-284-LRT

産業用ギガビット・イーサネット管理型スイッチ：
(8) 10/100/1000Base-T RJ-45 ポート , 
(4) 100/1000BASE-X MSA 準拠 SFP （オープンスロット） および
(1) コンソールポート RJ-45
1x コンソール・ケーブル RJ-45/D-sub9
3x ネジおよび 1x DRBH-01（DIN レール取付用金具）
※電源は別売（DC12V ～ 48V 入力、最大 11W@DC48V）
※ DC 電源ケーブル別売（VVF2M）
※金具別売（壁取付用 WMBH-01）

別売オプション
EDCA-DIO-01 ドア・アラーム・リレー・オプション（本マニュアル 23 ページ参照）

WMBH-01 SISGM 本体用壁取付金具（別売のため、必要な場合は購入が必要）
DRBH-01 SIS 産業用スイッチ共通 DIN レール取付用金具（紛失者向け）

SPS-UA12DHT-JP

動作温度 -30 ～ 70℃ / 湿度 20％～ 90％ RH 環境向け AC 電源アダプタ
（DC バレル・ケーブル付）AC85 ～ 264V 入力（付属 AC 電源ケーブルは
27142：AC125V12A 迄です）、DC12V/1.5A 出力（アダプタ寸法＝約 9.3
× 3.6 × 5.4cm、長さ 1.2 ｍ）

25165

産業用 DIN レール取付標準：-30℃～ 70℃ / 湿度 10％～ 90%RH 環境向
け AC/DC 組込電源装置
AC85V ～ 264V 入力（付属 AC 電源ケーブルは加工済 27142：AC100V
用です）、DC12V/2A 出力（アダプタ寸法＝幅 35 ×高さ 90 ×奥行
54.5mm）

25135

産業用 DIN レール取付標準：-20℃～ 70℃環境向け AC/DC 組込電源装置
AC85V ～ 264V 入力（付属 AC 電源ケーブルは加工済 27142：AC100V
用です）、DC24V/0.42A 出力（アダプタ寸法＝幅 22.5 ×高さ 100 ×奥行
90mm）

25130

産業用 DIN レール取付標準：-20℃～ 70℃ / 湿度 20％～ 95％ RH 環境向
け AC/DC 組込電源装置
AC85V ～ 264V 入力（付属 AC 電源ケーブルは加工済 27142：AC100V
用です）、DC48V/0.76A 出力（アダプタ寸法＝幅 40 ×高さ 100 ×奥行
90mm）

APW10-L6-20/C13-
1.8m

NEMA L6-20 プラグ付 AC 電源ケーブル（IEC-C13 メス）AC200V 対応特
注ケーブル

TN-SFP-*** オプション SFP トランシーバ・モジュール （別売）
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入力電源

 � DC12V ～ 48V （範囲内の電圧で動作しますが、典型的として DC12V/24V/48V のいず
れかの同一電圧を２系統入力することで、電源の冗長構成が出来るものとします）
 � ４ピンターミナル・ブロック（ネジ締め式）
 � 逆極性入力保護搭載、過電流保護搭載

動作環境

 � -40℃　≦　動作可能温度　≦　75℃
 � 5% ～ 95% （相対湿度、結露無きこと）
 � 高度 ＜  3,000m

コンプライアンスと認定

 � 低電圧指令、IEC61950-1, IEEE1613, UL クラス１ディビジョン 2, IEC62368-1/EN62368-
1,  NEMA TS-2、CE マーク .
 � EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-

4-8
 � FCC Part 15 クラス A
 � IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32

主な特長

 � 独自リング方式 Rapid Ring、MRP 対応、EPS/ERPS サポート
 � デバイス管理システム内蔵 (DMS)
 � CSMA/CD およびストア・アンド・フォワード方式により、自動 MDI/MDI-X 対応（１

～ 8 番 RJ-45 ポート）およびオートネゴシエーション対応
 �  IEEE 1588 std PTP 
 �  IEEE 802.3ah OAM
 �  IEEE 802.1ag CFM (ITU-T Y.1731 性能モニタリング )
 �  VLAN 毎の DHCPv4/v6 サーバおよび DHCP リレーとスヌーピング
 �  IEEE 802.3az 省電力型イーサネット (EEE)
 � IPv4/IPv6 L3 スタティック・ルーティング
 � 直流電源入力範囲：冗長対応 DC12V ～ 48V
 � DIN レール取付対応（金具別売）
 � CE/FCC/LVD/UL マーク取得済（EMI 安全適合認証済）
 � UL C1D2、NEMA TS-2、IEC61850-3, IEEE1613
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ソフトウェア機能

リング管理方式

Rapid Ring 
（ラピッド・リング）

最大 250 台のスイッチで 20 ミリ秒以内の回復速度が使用可能
Single Ring、Ring to Ring、Dual Ring、Rapid Chain の４つのリング・
トポロジーをサポートしています。

MRP

Media Redundancy Protocol：IEC62439-2 に準拠したメディア冗長プ
ロトコルは、スイッチがユニバーサル冗長高速リングに接続できるよ
うに設計された相互運用可能なリングテクノロジーです。 MRP は自己
修復および自己調整であり、オペレーターの操作を必要としません。

EPS
イーサネット（リニア）保護スイッチインスタンスはここで構成され
ます。 EPS（イーサネット保護スイッチング）は、ITU-TG.8031 で定
義されています。

ERPS

ERPS（イーサネットリング保護スイッチング）は、ITU / TG.8032 で
定義されています。 リングトポロジのイーサネットトラフィックに高
速な保護とリカバリスイッチングを提供すると同時に、イーサネット
層をループフリーに保ちます。

デバイス管理システム（DMS)

グラフィカル監視

トポロジー・ビュー：デバイスを簡単にドラッグ＆ドロップし、スマー
トな作業を構築するのに役立ちます。
フロアビュー：フロア図を背景画像として読み込み、デバイスを簡単
にドラッグ＆ドロップで構成して監視できます。
マップビュー：Google マップでデバイスのドラッグ＆ドロップや周囲
の監視を効率化 。

スイッチを探す 素早く簡単に管理デバイスを見つけるのに役立ちます。

トラフィック監視 すべてのデバイスのネットワークトラフィックのビジュアルチャート
を表示し、スイッチからいつでも各ポートを監視できます。

トラブルシューティング

マスタースイッチとデバイス間のネットワーク診断。デバイスをブルー
ト・フォース・ダウンロードから保護するためのレート制限などのセ
キュリティ保護をサポートします。
IEEE 802.3ah および IEEE 802.1ag（Y.1731）によるパフォーマンス管
理とリンク管理をサポートします。

イーサネット OAM

IEEE 802.3ah OAM IEEE802.3ah OAM 管理およびサポート

IEEE 802.1ag & ITU-T 
Y.1731 Flow OAM

IEEE 802.1ag イーサネット CFM（Connectivity Fault Management）をサポー
トし、ITU-T Y.1731 のパフォーマンス・モニタリングをサポート

レイヤー２管理機能

スパニングツリー・プロ
トコロル

IEEE802.1d 標準 STP
IEEE802.1w ラピッド STP （RSTP）
IEEE802.1s  マルチプル STP (MSTP) 

MAC テーブル
最大 64 までにおスタティック MAC テーブルエントリをサポート、デ
フォルトでは 300 秒後に動的エントリが削除されます。各ポートは学
習設定を有効または無効化できます。
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VLAN

グローバル VLAN：アクセスポート VLAN1( デフォルト )、TPID による
Custom S-ports 設定、ポート VLAN/VLAN トランク / ハブリッド・モー
ドにて、802.1Q タグ／アンタグをサポート、最大 12 までのプライベー
ト VLAN、最大 256 エントリの MAC ベース VLAN、最大 128 グルー
プ迄のプロトコルベース VLAN、最大 256 エントリまでの VLAN グルー
プをサポート。イングレス / エグレスにおけるフィルタリングによるタ
グ許容設定が可能。
IP サブネット・ベース VLAN（マッピング最大 128）、Voice VLAN お
よび GARP VLAN 登録プロトコル（GVRP）にて、802.1Q タグベース
VLAN をサポート。

DHCP サーバ / リレー /
スヌーピング

異なる VLAN での DHCPv4/v6 サーバとして機能し、リレー・トラフィッ
クおよびスヌーピングに対応、スヌーピング機能は信頼できないホス
トと信頼できる DHCP サーバーの間のファイアウォールとして機能し
ます。また、最大 8 つ迄の IP インターフェースをサポート、最大 32
までの IP ルートをサポートします。

IGMP v1/v2/v3
スヌーピング

IGMP は、帯域幅を必要とするマルチキャストトラフィックをリクエス
ターだけに制限します。1024 のマルチキャストグループをサポートし
ます。

IGMP クエリア マルチキャスト・ルータが存在しない場合にスヌーピングスイッチの
レイヤ 2 マルチキャスト・ドメインをサポートするために使用されます。

IGMP プロキシ
プロキシレポートまたはレポート抑制による IGMP スヌーピングは、マ
ルチキャスト・ルータの負荷を軽減するために IGMP パケットを積極的
にフィルタリングします。

MLD v1/v2 スヌーピング IPv6 マルチキャストパケットを必要な受信者にのみ配信します。

マルチキャスト VLAN レ
ジストレーション (MVR)

マルチキャスト VLAN と呼ばれる専用の手動設定 VLAN を使用して、
IGMP スヌーピングと一緒にレイヤ 2 ネットワーク上でマルチキャスト
トラフィックを転送します。

レイヤー 3 管理機能

IPv4 スタティック・ルー
ティング

IPv4 ユニキャストのスタティック・ルーティング

IPv6 スタティック・ルー
ティング

IPv6 ユニキャストのスタティック・ルーティング

セキュリティ機能

SSH SSH は Telnet トラフィックをスイッチの内外に確保し、SSH v1 と v2
がサポートされます。

SSL SSL は http トラフィックを暗号化し、スイッチ内のブラウザベースの
管理 GUI への高度な安全なアクセスを可能にします。

IEEE802.1X IEEE802.1X：RADIUS 認証、認可およびシングル・アカウンティング、
MD5 ハッシュ、ゲスト VLAN

ポート・セキュリティ MAC アドレスを各ポートでロックし、学習した MAC アドレスの数を
制限します。

IP ソースガード 不正な IP アドレスがスイッチ内の特定のポートにアクセスすることを
防ぎます。

RADIUS/TACACS+ RADIUS 認証と TACACS 認証をサポートします。 クライアントとして
切り替えます。最大 5 つまでの TACACS+ サーバをサポート。

ストーム制御
LAN 上のトラフィックが、ポート上のブロードキャスト、マルチキャ
スト、またはユニキャストストームによって中断されないようにしま
す。
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ACL

最大 256 のエントリをサポートします。 発信元および宛先 MAC、
VLAN ID または IP アドレス、プロトコル、ポート。差分サービスコー
ドポイント（DSCP）サポート、TCP/UDP ソースおよびデスティネーショ
ン・ポート、802.1p 優先制御、イーサネットタイプ、ICMP パケット、
TCP フラグによるコントロールが可能。

ループ保護 レイヤ 2 スイッチング設定で未知のユニキャスト、ブロードキャスト、
およびマルチキャストループを防止します。

ARP インスペクション

ARP インスペクションは、ARP キャッシュを「ポイズニング」するこ
とにより、レイヤ 2 ネットワークに接続されたホストまたはデバイス
に対して開始される可能性のあるいくつかのタイプの攻撃をブロック
するために使用されるセキュリティ機能です。有効な ARP 要求と応答
のみがスイッチデバイスを通過できます。

QoS

ハードウェア・キュー 8 つのハードウェア・キューまでサポート

スケジューリング ラウンドロビンに基づき、厳密な優先順位（WRR）
CoS と DSCP ベースによるキュー割当

クラス分類方法 ポートベース、802.1p VLAN 優先順位、IPv4/v6 優先 / DSCP ベース、
DiffServ、ACL コントロ－ルによるクラス分類

管理

HW 監視 温度検知とアラーム

HW ウォッチドッグ CPU ハングアップ後も動作レジュームをサポート

IEEE1588 PTP IEEE1588 標準による PTP をサポート

RMON
組み込み RMON エージェントは、RMON グループ 1,2,3,9（履歴、統計、
アラーム、イベント）をサポートして、トラフィック管理、監視、分
析を強化します。

ポート・ミラーリング

ポート上のトラフィックは、ネットワークアナライザまたは RMON プ
ローブを使用して解析するために、別のポートにミラーリングできま
す。 最大 1 対 N（N はスイッチのポート数）のポートは単一の宛先ポー
トにミラーリングできます。 単一のセッションがサポートされていま
す。

UPnP ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイのサポート

s-Flow
高速交換ネットワークを監視するための業界標準。 これにより、ネッ
トワークの使用状況を完全に把握し、パフォーマンスの最適化に役立
てます。

UDLD

UDLD（Uni Directional Link Detection）は、UDLD をサポートするデバ
イスとポート間のリンクの物理構成を監視します。ループやその他の
プロトコルの誤動作を引き起こす前に、一方向の接続を検出するのに
役立つメカニズムを提供することです。

LLDP（IEEE802.1ab）
IEEE 802ab ローカルエリアネットワーク上のアイデンティティ、機能、
およびネイバーを宣伝するためにネットワークデバイスによって使用
されます。 LLDP-MED 拡張をサポートします。

CLI コマンドライン・インターフェースによる機能の各設定が可能です。

デュアル・イメージ 安全なファームウェア更新のためのバックアップ・メモリ搭載：独立
したプライマリおよびセカンダリ・イメージの適用がいつでも可能。

SNMP SNMP v1/v2C/ よりセキュアな v3 までサポート

ファームウェア更新 Web ブラウザ経由による http または https 対応および TFTP 経由によ
る CLI アップグレードにも対応しています。
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NTP パケット交換によるコンピュータシステム間のクロック同期のための
ネットワーク時間プロトコル

その他の管理機能 HTTP/HTTPs Web 管理、SSH、DHCP クライアント / DHCPv6 クライ
アントをサポート、ケーブル診断機能、Ping、Syslog、IPv6 管理

仕様

ポート構成

ポート数
合計

10/100/1000
RJ-45

アップリンク
SFP（100M/1G）

コンソール
ポート

リング管理 デジタル
入 / 出力

12 8 4 1 DIP スイッチ 1/1

ハードウェア性能

転送容量 (Mpps) スイッチング容量
（Gbps)

MAC アドレステーブル
（バイト）

ジャンボフレーム
（バイト）

17.856 24 8192 9216

環境

動作温度 保管温度 動作湿度 動作高度

-40℃～ 75℃ -40℃～ 85℃ 5％～ 95％
（結露無きこと） ＜ 3,000m

寸法、重量、取付方法

外形寸法（mm） 重量（kg） 取付方法

62 × 135 × 130 0.68（本体のみ）
1.1（製品箱）

標準（3.5cm 幅）DIN レールにマウント
オプション DRBH-01（レール取付金具）

オプション WMBH-01（壁取付金具）

電源
直流電流（推奨） DC12V、24V、48V いずれかを 2 系統入力（自動冗長構成可）

直流電圧範囲 DC12V ～ 48V

MTBF
MTBF 試験環境概要

951,258 時間 GB,GC（移動なし、温度と湿度が制御された環境）25℃

193,332 時間 GB,GC（移動なし、温度と湿度が制御された環境）75℃
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直流電源での消費電力

＊ワイヤースピードフォワーディングを使用し、フルロード状態を維持して 60 分後の
DC 電力消費を測定したもの
DC12V 入力

デバイス状態 動作 I/F DC カレント
消費電力 (A)

DC 電圧
(V)

DC パワー
消費電力 (W) BTU/ 分

未接続 無し 0.43 12 5.16 0.29

待機状態 1G TP ポート x8
1G SFP x4 0.77 12 9.24 0.53

＊フルロード 60 分後 1G TP ポート x8
1G SFP x4 0.79 12 9.48 0.54

DC24V 入力

デバイス状態 動作 I/F DC カレント
消費電力 (A)

DC 電圧
(V)

DC パワー
消費電力 (W) BTU/ 分

未接続 無し 0.22 24 5.28 0.30

待機状態 1G TP ポート x8
1G SFP x4 0.37 24 8.88 0.51

＊フルロード 60 分後 1G TP ポート x8
1G SFP x4 0.38 24 9.12 0.52

DC48V 入力

デバイス状態 動作 I/F DC カレント
消費電力 (A)

DC 電圧
(V)

DC パワー
消費電力 (W) BTU/ 分

未接続 無し 0.13 48 6.24 0.35

待機状態 1G TP ポート x8
1G SFP x4 0.21 48 10.08 0.57

＊フルロード 60 分後 1G TP ポート x8
1G SFP x4 0.22 48 10.56 0.6
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1.　アプリケーション構成接続例

SISGM1040-284-LRT スイッチは、産業用 IOT および監視アプリケーションで以下に示さ
れています。

　　　　　　　　（産業用 IoT）　　　　　　　　　　（監視用は PoE スイッチを推奨）

このマニュアルについて

このマニュアルでは、SISGM1040-284-LRT スイッチのインストール、構成、トラブルシュー
ティングの方法について説明します。

 � スイッチの据付
 � LED による動作確認方法
 � リセットボタンによる再起動、工場出荷時設定
 � 初期化された設定
 � トラブルシューティング

関連するマニュアルと文書番号について

 � SISGM1040-284-LRT  Quick Start Guide, 33807 （日本語クイックスタートガイド有）
 � SISGM1040-284-LRT Install Guide, 33808  （このマニュアルです）
 � SISGM1040-284-LRT  Web User Guide, 33809
 � SISGM1040-284-LRT  CLI Reference,  33810
 � Release Note ( 各ファームウェア Ver 用）

株式会社ピーエスアイでは、上の内容のマニュアル類やファームウェア・イメージ、MIB
ファイルなどを DVD-R DISC1 枚に収録して添付しております。
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安全上の手引き

設置、テスト、またはサービス中にコネクタが取り外された場合、または通電されたファ
イバが破損した場合、レーザーの出力パワーによっては、潜在的に危険である可能性の
ある光エネルギーに眼が曝されるリスクが発生します。 光ファイバ通信システムからの
レーザー放射への暴露の主な危険は次の通りです。
 � レーザー光源から放射されたビームに誤ってさらされたことによる目の損傷。
 � 破損したシングルモード光ファイバまたは通電中の光トランシーバ・ポートを見るこ

とによる目の損傷。

なお、当社並びに Transition Networks 社で販売している光トランシーバ・モジュールは
LASER クラス１を超える製品はありませんので、安心して取扱下さい。

前面パネル

スイッチの前面パネルには、以下に示す通りのポート構成、コントロール、および LED
インジケータが備わっています。



13

SISGM1040-284-LRT

PSI inc.  v1.7D

Transition Networks

付属品の確認

開封したパッケージには次のリストの物が入っていることを確認して下さい。

①産業用マネージド・スイッチ本体 1 台　　　　　
② 4 ピン・ターミナル・ブロック 2 個

（本体に装着済）
③日本語クイックスタートガイド

（写真上に表示なし）
④ Dsub-9/RJ-45 コンソール・ケーブル
⑤ DRBH-01（DIN レール取付金具ｘ１、
固定用ネジｘ 3 本）
⑥ DVD-R DISC 1 枚   　　　　

万が一、これらを受け取っていない場合は、営業担当者にお問い合わせください。 また、
将来の使用に備えて、パッケージを保管してください。
電源は付属していません。別売オプション品は 4 ページを参考にして下さい。

スイッチ・ステータス LED

産業用スイッチの前面ポートに提供されている LED について次の通り説明しています。
 � P1/P2：入力電源１～２の電源供給 LED
 � SYS：管理システム起動 LED
 � RM：リングマスターかスレイブ時点灯する LED
 � ALM：正常ではない時に点灯する LED

（但し、起動プロセスを除く）   　　
　　

 � RC：ラピッドチェイン構成時   に点灯する LED
 � 各ポートのステータス LED：
   RJ-45 ポート：リンク速度および PoE 給電状況と
 活性状況を点滅で示す。
   SFP ポート：リンクおよび活性状況を 1LED で示す。

これらの LED インジケータの機能と説明を次の表で説明いたします。
LED 名称 色 動作 意味

P1
緑

点灯 電源１入力アクティブ
消灯 電源１未入力

P2
緑

点灯 電源２入力アクティブ
消灯 電源 2 未入力

SYS
（システム） 緑

点灯 システムが起動しています。
消灯 システムが起動していません。
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LED 名称 色 動作 意味
ALM

赤
点灯 温度、電圧、入力電源１または２で異常が検知され

ました。（詳細は下記の通り）
消灯 システムは正常です。

監視されている温度または内部電圧が閾値を超えると、ALM（アラーム）LED が点灯し
ます。

システム上で致命的（Crit）な段階にある高電圧 / 低電圧の時、ALM LED が点灯します。
４つのテストポイントの電圧が次のように、最小または最大値に変化したことを検知し
た時に点灯します。

V1 (PHY, TTL, LED, SFP) 正常時 3.3V のところ、 ( 最大 : 3.465V, 最小 : 3.135V) ( ± 5%)
V2 (MAC) 正常時 2.5V のところ、 ( 最大 : 2.625V, 最小 : 2.375V) ( ± 5%)
V3 (MAC, DDR) 正常時 1.5V のところ、 ( 最大 : 1.575V, 最小 : 1.425V) ( ± 5%)
V4 (MAC) 正常時 1.0V のところ、( 最大 : 1.05V, 最小 : 0.95V) ( ± 5%)

致命的（Crit）な段階にある温度は、SFP トランシーバ・モジュールの温度が 100℃を超
えた場合です。

アラームの点灯はいずれかの意味になりますが、起こった時に迅速な対応ができるよう
に、Web インターフェースを介して現在のトラップイベントの重大度パラメータを表示
および設定できますので、予め Temperature（温度）と Voltage（電圧）に対して、（Crit）
障害発生時に SNMP トラップが送信されるようにしておくことを推奨いたします。

各ポート・ステータス LED

LED 名 LED
色 状態 意味の説明

RJ-45
ポートの
上側（左

側）

緑色 点灯 ギガビットでリンク確立しています。

緑色 点滅 ギガビットでデータの送受信中です。

琥珀色 点灯 10M または 100M でリンクを確立しています。

琥珀色 点滅 10M または 100M でデータの送受信中です。

ー 消灯
ケーブル未接続またはデバイスが接続されていないか、あるいは
ケーブルの先に接続されているデバイスのポートが無効になってい
る。

SFP
ポート

緑色 点灯 SFP モジュール上で 1000M でリンクしています。

緑色 点滅 ギガビットでデータの送受信中です。

琥珀色 点灯 SFP モジュール上で 100M でリンクしています。

琥珀色 点滅 100M でデータの送受信中です。

ー 消灯

ネットワーク・ケーブル未接続または SFP モジュールの RX ポート
が正しく接続されていません。もしくは、光ファイバ・ケーブルの
必要な要件が適合していないか、送信元の TX ポートから光が送信
されていないようです。

リング構成 LED
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LED RM（リングマスター） RC（Rapid-Chain）
消灯 無効 無効

緑点灯 リングマスター有効 Rapid-Chain ・アクティブ経路
橙点灯 リングスレイブ有効 Rapid-Chain ・バックアップ経路
橙点滅 このリングのマスターが複数ありま

すので、リング構成は間違っていま
す。

Rapid-Chain のパートナー・スイッチが
見つかりません。この構成は間違って
います。

DIN レールへの取付

1. 本体に DIN レール取付金具は標準で付属しています。付属のネジ 3 本を使って金具を
本体背面の中央寄りの上下のどちらかの３つのネジ穴に合う位置で取り付けてください。
下の図では上側が天としたときに、取り付ける場合の位置となります。 

2. 固定された DIN レールの上側に、取付金具の金属バネを引っ掛けてから、スイッチを
下方向に押し下げて、DIN レールに取り付けてください。

カチッ
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壁面への取付（オプション）

1. WMBH-01 オプション金具を入手してください。壁面取付金具をシャーシの背面パネ
ルに取り付けます。 WMBH-01 付属のネジ４本×２を使用してドライバーでプレートを
固定します。

2. 壁材に適合するネジを用意して、壁面に固定してください。

　　壁取付用金具の寸法は次の図を参考にしてください。（単位：mm)
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イーサネット SFP インターフェースへの接続

このスイッチを使用すると、100/1000Base-X SFP ポートを介してファイバ接続を確立す
るために、任意の SFP（Small Form-Factor Pluggable）デバイスを取り付けることがで
きます。 TN 社の SFP トランシーバについては、こちらの QR コードを参照して、SFP 製
品カタログを参考に、

　　　　　　　　　
https://www.psi.co.jp/catalog/transition/Optical-TranceiverModule-Catalog.pdf

必要なケーブル種類とコネクタ、心数、距離の要件に見合ったトランシーバ・モジュー
ルを選定して、注文してください。SFP モデルに固有の安全上の予防措置および警告につ
いては、関連する SFP のマニュアルを参照してください。 SFP ポートは、定格 DC3.3V、レー
ザークラス 1 の UL 規格のトランシーバ製品を使用する必要があります。
マルチソースアグリーメントに準拠している SFP であれば、他社製品も受入可能です。

SFP トランシーバ・モジュールの挿入

SISGM1040 シリーズでは、SFP トランシーバ・モジュールをホットスワップ（電源を入
れたまま挿抜可能）できます。

　メモ：MSA 準拠または SFF 委員会で承認された DC3.3V に適合する
Mini-GBIC または SFP トランシーバ・モジュールの仕様を持つ製品を利用
できます。

1. SFP トランシーバ・モジュールのダストキャップは、光ファイバを挿入する段階まで
外さないでください。そうしないと、埃などが入り込み、光損失となる事があります。

2. SFP トランシーバ・モジュールの挿入方向はスロットの位置によって、決まっています。
奥まで差し込んだ時、先端が 15mm 飛び出してしまうときは、天地が逆の状態です。正
しい方向に向けて、奥まで挿入してください。

https://www.psi.co.jp/catalog/transition/Optical-TranceiverModule-Catalog.pdf
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3. 図は正しい方向を示していない可能性ありますのでご注意ください。挿入スロットの
矢印が見える面に、モジュールの接点となる端子がある面を向けて挿入してください。
製品によっては、必ずしもラベル面が上とは限らない場合があります。

電源ターミナルブロックへの接続

電源入力のターミナルブロックは、TN 社のロゴや製品名が正面にあるとき、上側のター
ミナルブロックになります。

ターミナルブロックを外すと、スイッチの表面に極性が印刷されておりますので、極性
に合わせてそれぞれプラスとマイナスのケーブルを締めこんでください。

取付に必要な物

・ マイナス（－）ドライバー  3.5mm

・ 銅線 0.8 ～ 3.5 スケ （最大 3.3 平米）で先端 5 ～ 7mm 被覆を取り除き、ハ
ンダコートを推奨

DC 電源入力ポート

+ +ー ーP2 P1
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　　　　　　　　　  （－） （＋）

　　　　7mm

 

　　

マイナスドライバーで上のネジを反時計
方向に回し、写真のように取付穴の金属
を先に開いて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　

＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
取り付ける電源コードが既に電源装置に繋がれている場合は、
電源装置の主電源を切るか、または電源装置が電力を供給し
ていないことを確認して下さい。

1.　ターミナル・ブロックの取付穴に、電線のプラス・マイナスに注意して、電線を
露出した部分を挿入して下さい。

2.　マイナスドライバーで上のネジを時計回りに回転させて、電線が抜けなくなるよ
うに強く締め付けて下さい。時計回りに回すことで、下にある金属板が上方向に上がっ
てきて、電線を挟む形です。

＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ターミナル・ブロックを製品に取り付ける前に、電源装置の
主電源を切るか、または電源装置が電力を供給していないこ
とを確認して下さい。

デジタル入出力ポート
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電源のオン・オフの方法

産業用スイッチには電源スイッチはありません。そのため、次の通り、決められた手順
に従って電源をオンまたはオフして下さい。この説明に従わないと、電源回路に故障を
来す可能性があります。
次の説明は電源装置からの電力線がターミナル・ブロックに取り付けられ、ターミナル・
ブロックが本体に挿し込まれた状態からの説明です。

 � 電源オンにするには：
電源装置の主電源を入れるか、または電源装置の AC 側の AC 電源ケーブルを AC100V の
コンセント接続して下さい。

正常動作時の LED：

①電源 1 台（電源は冗長構成してない） にて電源は投入されている状態を示す。

　　　　　　　　　　

  　　　または　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　

　　　　　　② 電源２重化→　　　　　　　　　

（電源は冗長化されている）　

電源を二重化しない場合は、P1 または P2 のどちらかに電源が接続されていれば動作し
ます。

冗長構成を行う場合、DC12V または 24V、48V のいずれかを固定出力できる電源で、か
つ同一電圧の電源ユニットを P1 および P2 に入力して下さい。
また、冗長電源の有効性を向上させるために、別々の AC コンセント（経路）から取得す
ることを推奨しております。
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アース端子

前面ポートの下にあるアース端子　 　に接続することで、スイッチのフレームグラウ
ンドを接地することができます。入力する DC 電源側がアースされていない場合、必ず
本体側でアース接続を行ってください。

不適切な接地についての警告：　        
     絶縁型の DC 電源を使用してください。  
           
 ・負（－）の電源入力端子（P1・P2 共に）にアースを接続しないでください。  
 ・正（＋）の電源入力端子（P1・P2 共に）にアースを接続しないでください。  
        

デジタル入出力接点リレー線の接続

デジタル出力電圧は最大 DC24V/1A まで。
入力レベルは、低（レベル 0）の時：0 ～ 6V、　高（レベル１）の時：10 ～ 24V の範囲
でそれぞれ使用できます。

リレー接点回路はノーマル・クローズまたはノーマル・オープンに設定できます。
デジタル入力電圧はデフォルトでは高（High) に設定されています。
デフォルトでのターミナルブロックコネクタの 2 つの接点は、ユーザが設定したイベン
トを検出するために使用できます。フォルト接点に接続された 2 本のワイヤは、ユーザ
が設定したイベントがトリガされたときにオープン回路を形成します。ユーザーが設定
したイベントが発生しない場合、回路は閉じたままです。

設定可能イベント例：ポートのリンクアップとリンクダウン時、トラフィックノオーバー
ロード時（ポート別）、トラフィックの継続時間や受信時の閾値設定に基づく等、それぞ
れトリガーとなるイベントをデバッグモードから、エマージェンシーまで選択可能。
詳しくは Web User Guide を参照してください。

接続方法は次の手順の通り：

　　

1. 最初にターミナルブロックを取り外してください。
2. 接続する向きを確認しながら、印刷されている極性に従ってデジタル入力（写真では
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向かって右側が入力側）または出力側のケーブルをそれぞれのポートで、締め込んでく
ださい。小型のマイナスドライバを使用して、各コネクタの上面にあるワイヤクランプ
のネジを締めます。
3. ケーブルを接続したターミナルブロックをスイッチに取り付けます。
4. WebUI などを使用して、出力側のフォルト時のオープンまたはクローズか、あるいは
入力側の High または Low を選択してください。

WebUI ＞  Configuration ＞ System ＞ Digital I/O

デジタル入力およびデジタル出力の利用方法

スイッチは、デジタル入力とデジタル出力をサポートしています。 デジタル入力により、
外部デバイスのステータス（ドア侵入検知など）を検出してログに記録できます。同時
にデジタル出力を使用して警報システムでパトランプをアクティブにしたり、スイッチ
上の各ポートでリンクダウン、リンクアップ、または冗長構成後に 1 台の電源障害を示
しているかどうかを管理者に知らせることができます。

DI：外部信号を受信し、DO をトリガーするために使用します。 電圧入力を DI の通常と
同じように高くまたは低く設定することができます。DI が通常のままである場合（低く
設定されていると想定）、DO は応答しません。 しかし、電圧入力が高に変化すると、DI
は高 / 異常を示し、同時に DO は自動的に「異常」に切り替わり、接続されたデバイス
に信号を送信し、スイッチはシステムを記録します。

次ページにて、別売オプションのドア・アラーム・スイッチとリレーを用いた構成につ
いて説明をしています。

デジタル入力 /出力モジュール

ドア接点アラーム

冗長電源構成不良が発生

RJ-45 ポート
リンクダウン

光アップリンク
リンクダウン

ドア接点アラーム
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ドア・アラーム・リレー・オプション

設定：ドア閉状態＝ DI 正常。 ドア開状態：DI 異常、DI/O に EDCA-DIO-01（ドア警報リレー）
が接続されています。

22365 マグネット式の接触スイッチは、監視対象のキャビネットのドアと筐体に取り付
けられており、ドアが閉じられている時 DI は「正常」を示します。この際 DI は DO に
信号を送信しません。
センサーがドアが開いた状態を検知すると、DI は「異常」を示し、同時に DO に信号を
送信します。DO が異常状態となり、外部アラーム通知に信号を送信して、アラーム LED
をトリガーします。
DI は外部アラームデバイスの接続に使用され、トリガーされるとスイッチはトラップを
送信できます。 外部アラームデバイス（電源、IP カメラなど）がこの入力ピンをアクティ
ブにすることができます。
レベル 0（低）：0V から 6V
レベル 1（高）：10V から 24V
DO の場合も同様ですが、スイッチはアラームデバイスです。スイッチに温度または電圧
のアラームがあると、接点リレーなどの外部デバイスへのデジタル出力（DC24V / 最大
1A まで）がトリガーされます。

マグネット式接触スイッチ

SISGM1040-284-LRT

DI 入力および設定必要
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リング構成のDIP スイッチ
DIP スイッチは、以下に説明している単体リングおよび冗長リング
のクイック設定に使用されます。 リングの設定の詳細については、

「Web User Guide」または「CLI Referrence」を参照してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

RM RC リング設定 リング
ポート１

リング
ポート２ RM LED RC LED

OFF OFF シングル・リング
メンバー設定

最大偶数ポー
ト番号

最大偶数ポー
ト番号 橙点灯 消灯

ON OFF シングル・リング
マスター設定

最大奇数ポー
ト番号

最大偶数ポー
ト番号 緑点灯 消灯

OFF ON ラピッド・チェイン 最大奇数ポー
ト番号

最大偶数ポー
ト番号 消灯

緑点灯（アク
ティブ）/ 橙
点灯（バック

アップ）

ON ON ラピッド・リング設定は
ソフトウェア側で行う 無し 無し 無し 無し

1. デフォルトの DIP スイッチの設定は両方ともオンです。つまり、Web、telnet、およ
びコンソール経由でリングを設定できます。
2. シングル・リング構成とラピッド・チェイン構成時は DIP スイッチだけで設定できます。
3. 最大の偶数 / 奇数ポートには、光ファイバ・ポートとカッパー・ポートの両方が含ま
れます。

    IEEE802.1d/w/S   スパニングツリープロトコルを使用する場合も両方 ON 側

サポートされているリング・プロトコル

この産業用スイッチで使用可能なリングは次の通りです。
 � Single Rapid Ring（単体リング）
 � Dual-Ring Configuration
 � Rapid Chain (Rapid Backup)（冗長リング）
 � EPS (Ethernet Protection Switching) per ITU-T G.8031.
 � RPS (Ethernet Ring Protection Switching) per ITU-T G.8032.

DIP スイッチは、Single Ring（単体リング）およびラピッド・リングのクイック設定に使
用されます（上記の DIP スイッチの説明を参照）。 詳細については、「Web User Guide」
または「CLI Referrence」を参照してください。Rapid Ring 操作のためにスパニングツリー
を無効にする必要がありま。EPS および ERPS は、さまざまなベンダースイッチ間で使用
できる標準プロトコルです。 Rapid Rings プロトコルは、Rapid Rings プロトコルをサポー
トする TN 社製スイッチにでのみ使用することができます。
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RMおよび RC	LED のステータス

RM(Ring Master) と RC(Rapid Chain) の LED の状態を下表に示します。
LED 色 状態 ステータス説明

R M ( R i n g 
Master)

緑 点灯 RM(Ring Master) がスイッチ上で検出されまし
た。

琥珀色 点灯
このスイッチの中でリング・メンバーが検出されてまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　
--- 消灯 無効

R C ( R a p i d  
Chain)

緑 点灯 このスイッチはアクティブ経路の Rapid Chain として検
出されました。

琥珀色
点灯 このスイッチはバックアップ経路の Rapid Chain として

検出されました。

点滅 Rapid Chain スイッチが見つかりません。構成が間違っ
ています。

消灯 無効

RESET ボタン

特定の時間だけ RESET ボタンを押すこと
で、次のことが可能になります。

・スイッチの再起動：再起動して、スイッチに保存されている元の設定に戻します。

・工場出荷時設定に戻す：工場出荷時のデフォルト設定に戻します。 

以下の表を使用して、RESET ボタンを押しながら LED の動作を読み取って、実行中のタ
スクを特定します。 全ポート LED の動作が該当するタイミングになったら、RESET ボタ
ンを離すことで実行されます。

タスク名
ボ タ ン を 押
し た ま ま に
する時間

SYS LED の状態 ポート・ステータス
LED の状態

スイッチの再起動 2 ～ 7 秒間 緑点滅 全 LED 消灯

工場出荷時設定に
戻す 7 ～ 12 秒間 緑点滅 全 LED 点灯
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コンソール・ポート

コンソールポートは、Windows7 のターミナル・エミュレータまたはフリーウェアの
Teratermpro などのターミナル・エミュレーション・ソフトウェアを搭載したコンピュー
タを使用してローカル管理をするためのものです。

 � D-Sub9 ピン /RJ-45 のコンソール専用ケーブルが付属しています。
 � ボーレート：115200bps
 � データビット：8 ビット
 � ストップ・ビット：1 ビット
 � パリティ：無し
 � フロー・コントロール：無し     
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3.　スイッチの初期設定

このセクションでは、産業用スイッチの電源を初めてオンにした後に、Web ブラウザを
使用してスイッチの初期設定を実行できることを説明しています。他の機能を管理する
場合は、「Web User Guide」を参照してください。

初期設定を開始するには、PC の IP アドレスとサブネットマスクを再設定して、PC がスイッ
チと通信できることを確認する必要があります。 PC の IP アドレス（192.168.1.250 など）
を変更した後は、スイッチのデフォルト IP アドレスを使用して、スイッチの Web インター
フェイスにアクセスできます。

　Win キー＋ R を押して、"ncpa.cpl" コマンドを入力すれば、ステップ２の（１）
～（２）をスキップすることもできます。 直接ステップ（３）に進むことができます。

 � 工場出荷時のデフォルト IP アドレスは、192.168.1.77 
 � 工場出荷時のサブネットマスクは、255.255.255.0

Windows	PC による初期スイッチ構成手順

1. 初期設定に使用する PC の電源を入れます。 PC にイーサネット RJ45 コネクタが標準
イーサネット LAN ケーブルを介してスイッチに接続されていることを確認します。

2. 以下のように PC の IP アドレスとサブネットマスクを再設定し、スイッチと通信でき
るようにします。 PC の IP アドレスを変更する方法（Windows®7 を実行している PC など）

（１） スタートメニューの検索窓に「ネットワークと共有センター」を入力して
表示されたらクリックで起動する。

（２）アダプタ設定の変更をクリックする。
（３）ローカルエリア接続を右クリックからプロパティを開く。
（４）インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）をクリックしてから

プロパティ（ボタン）を開く。

    （５） 自動設定になっている場合は、次の IP アドレス
    を使うに変更してから、他の PC と重複しない範囲で
    スイッチの 192.168.1.77 以外の IP アドレスを入力し、
    サブネットマスクを 255.255.255.0 と入れる。

    最初から手動設定になっていて、別のセグメント IP に
    あるのであれば、詳細設定ボタンを押してから、
    追加ボタンを押し、スイッチの 192.168.1.77 以外の IP
    アドレスを入力し、サブネットマスクを 255.255.255.0
    と入れてもよい。ゲートウェイアドレスは変更しなく
    てもよい。
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（６）すべての設定が終わったら、OK ボタンを何度か押して、ネットワークと
共有センターを閉じてください。

3. スイッチの電源を入れ、起動プロセスが終了するまで待ちます。（ALM 赤点灯が消えて、
SYS 緑点灯していれば起動完了しています）

4. Web ブラウザを開き、デフォルト IP アドレスを URL アドレス欄に入力して ENTER キー
で Web ページにアクセスします。

5. 上のログイン画面が表示されましたら、Username：admin、 Password：admin （それ
ぞれの欄で admin）を入力する。

6. Login ボタンで Web インターフェースを開くことが出来ます。

コンソールポートによる静的 IP アドレス設定手順

製品付属のコンソール・ケーブルを利用して、CLI で IP アドレスを設定します。

ボーレート 115200bps、ストップビット１bit、パリティ無し、データビット８bit、フロー
コントロール無しで CLI にアクセスします。

Username および Password は 「admin」です。

以下コマンドになります。（384-LRT-C も同じ）

SISGM1040-284-LRT# config terminal
SISGM1040-284-LRT(config)# interface vlan 1
SISGM1040-284-LRT(config-if-vlan)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.240
( これにて、172.16.10.1 にアクセス可能。続けて設定を保存する）
SISGM1040-284-LRT(config-if-vlan)#exit
SISGM1040-284-LRT(config)#exit
SISGM1040-284-LRT# copy  running-config  startup-config

（電源を再起動しても、設定は維持されます）

（6 行目でゲートウェイ・アドレスを設定する場合は次の通り）
SISGM1040-284-LRT(config)#ip route  172.16.0.0  255.255.0.0  172.16.10.14
SISGM1040-284-LRT(config)#show ip route

（ルーティング情報が出力されます）
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4.　トラブルシューティング

スイッチに障害が発生した場合は、次の質問への回答を判別し、指示されたアクション
を実行して、障害を特定して修正します。 まず、問題を SISGM1040-284-LRT に特定しま
す。 他のネットワーク機器（他のスイッチ、カメラなどのリモートデバイス、使用され
ている場合はミッドスパンインジェクターなど）をトラブルシューティングして、問題
を SISGM1040-284-LRT に特定します。

LED が示すトラブル状況

症状に基づいて処置を講じて問題をトラブルシューティングするための情報を次の表に
示します。

症状 考えられる原因 推奨される解決策

P1 ま た
は P2 が
消灯して
いる

極 性 誤 入 力、 ま た
は電源の電流が不
足 し て い る（ イ ン
バータ電源など）

7. 電源はオンで仕様に適合していますか？
8. 電源は極性含めて正しく取り付けられています
か？ 正しい電源コード / アダプタを使用していること
を確認してください。 スイッチの定格電圧より高い
DC 電圧出力の電源アダプタを使用すると、スイッチ
が損傷します。 スイッチ、電源コード、コンセントの
接続を確認します。
9. 電力線のワイヤーは被覆を剥離していますか？ワ
イヤーを端子のクランプが締め付けていますか？
10. 電流不足（少なくとも DC12V1A 入力）または電源
コンセントのサージを確認します。 詳細については、
このマニュアルの関連セクションを参照してくださ
い。

SYS LED
が消灯し
ている

スイッチに電力が
供給されていませ
ん。

1. 正しい電源コードがスイッチと DC コンセントに
しっかりと接続されていることを確認します。 
2. 電源コードを抜き、電源コードをスイッチに差し
込んで、スイッチの電源を入れ直します。 
3. LED がまだ消灯している場合は、別の DC コンセ
ントに電源コードを接続して、正しい DC 電源が供給
されていることを確認してください。
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症状 考えられる原因 推奨される解決策

ポートの
リンク

LED が消
灯してい

る

ポートが正しく接
続されていません。

1. ケーブルコネクタのプラグが、スイッチと接続さ
れているデバイスの両方のポートにしっかりと差し込
まれているかどうかを確認します。 
2. 接続されているデバイスが正常に動作しているこ
とを確認します。 
3. 症状が依然として存在する場合は、別のケーブル
または別のポートを試して、ケーブルまたは特定の
ポートに関連しているかどうかを確認します。 Web
ユーザーインターフェイスを介して構成設定でポート
が無効になっているかどうかを確認します。

ループ検
出

本体の DIP-SW １～
２が両方とも OFF

になっている

1. STP/RSTP/MSTP（RING 使用時だけ除く）使用時、
本体の DIP-SW は１～２番共に ON の場所でご使用く
ださい。
2. RING 使用時は、該当する機能の ON/OFF を正しく
行ってください。

接続機器
同士の
Ping 応

答が無い

Windows ファイア
ウォール、VLAN 設

定のミス

1. Ping 応答をさせる機器のファイアウォール設定や
セキュリティ SW の設定見直しを行って下さい。
2. 802.3Q VLAN タグを使用している場合、正しいポー
トと VLAN メンバーの設定確認を行って下さい。Web 
User Guide や CLI Reference で設定コマンドの確認や
Web 画面のメニューで当該設定を確認して下さい。
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技術的なお問合せ

製品の保証期間は購入から 5 年間です。TN 社が販売する外付電源アダプタや SFP トラン
シーバ・モジュールを一緒に購入している場合は、その製品も 5 年保証となっています。

製品の故障や不具合が疑われる場合は、下記まで製品を送付頂ければ調査致します。また、
障害状況により電源アダプタや SFP トランシーバと共にお送り頂く必要がある場合がご
ざいます。

株式会社ピーエスアイ
本社：〒 160-0022　東京都新宿区新宿 5-5-3

建成新宿ビル 4F
TEL(03)3357-9980  FAX(03)5360-4488

E-Mail: support@psi.co.jp
ホームページ URL: http://www.psi.co.jp



SISGM1040-284-LRT

32 PSI inc.  v1.7D

Transition Networks

The information in this installation guide is subject to change. The most up-to-date revision can be 
viewed at: www.transition.com click one Products/Product Finder.

This manual has been Japanese reduction and revision based on "337808B_SISGM1040-284-
LRT-Install-Guide.pdf”
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