
●

テキストファイルをスイッチの IP 設定を調節す
るために作成する方法 
目標
 
この資料の目標はスイッチの IP 設定を調節するためにテキストファイルを作成する方法を示すこ
とです。
  
概要
 
スイッチは静的IP アドレスに割り当てられた IP アドレスを動的に変換することを可能にしてい
ませんか。 不具合か別の問題によるスイッチに静的IP アドレスを割り当てる問題があればこの資
料は助けることができます。 この資料はグラフィカル ユーザインターフェイス（GUI）で相互対
話を行うことに代替をもたらします。 それは必要ないくつかのステップの自動化を助けることが
できるテキストファイルを通してファイル オペレーションを使用して load コマンドに可能性の
あるです。
 
この資料では、ステップ選択の静的IP アドレスにダイナミック IP アドレスの変更を助けるいく
つかのコマンドでテキストファイルを作成する提供されます。 それからスイッチのファイル オペ
レーションを使用してテキストファイルをアップロードする方法を理解します。
  
適当なデバイス
 

Cisco スモール ビジネス スイッチ（CLI コマンドをサポートされますそれらのモデルで確認
して下さい）
  

テキストファイルの作成
 
ステップ 1.デスクトップを右クリックし、新しいに > テキスト文書ナビゲートして下さい。 これ
は新しいテキストファイルを作成することを可能にします。
 
注: この資料では、テキストファイルを作成することおよびスイッチにアップロードすることを示
すのにウィンドウズオペレーティングシステムを使用します。
 

ステップ 2.テキストファイルを名付けて下さい。 命名規則はテキストファイルのために重要では



ありません。 それからそれを編集するためにファイルをダブルクリックして下さい。
 
この例では、ファイル名としてスイッチ runconfig を使用します。
 

ステップ 3 テキストファイルを読み込むために必要となるコマンドは下記にあります。
 
注: 含まれているこれらの IP はそれぞれ適当な IP、サブネットおよびゲートウェイ IP と取り替
えられるかもしれません。
 
Cisco 300 シリーズによって管理されるスイッチ コマンドレファレンスガイド。
 
Cisco 350 シリーズ マネージド スイッチ コマンドレファレンスガイド。
 
Cisco 350X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ コマンドレファレンスガイド。
 
Cisco 500 シリーズ スタック可能管理されたスイッチ コマンドレファレンスガイド。
 
Cisco SG550X シリーズ スタック可能管理されたスイッチ コマンドレファレンスガイド。
 
ファイルはこれと同じような何かが含まれているはずです:
 
config t –グローバル な 設定 モードを開始して下さい。
 
int VLAN 1 –仕様 VLAN におけるインターフェイス設定（VLAN）モードを開始して下さい。
 
IP アドレス dhcp –得られた IP アドレスを解放するのにこのコマンドの No 形式を使用しないで
下さい。
 
IP アドレス– IP アドレス 定義を取除くのにこのコマンドの No 形式を使用しないで下さい。
 
IP アドレス 192.168.1.99 255.255.255.0 –インターフェイスのための IP アドレスを定義するのに
このコマンドを使用して下さい。
 
終了–モードを終了し、ユーザを CLI モード階層の次の高次モードに連れて来るため。
 
ip default-gateway 192.168.1.1 –デフォルト ゲートウェイ（デバイス）を定義するのにこのコマ
ンドを使用して下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/small-business-300-series-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/350-series-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/350x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/small-business-500-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/550x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html


ステップ 4. File > Save にナビゲートしか、または Ctrl キーを維持し、s キーを押すことによって
ファイルを保存して下さい。
 

テキストファイルを保存したら、スイッチにファイルをアップロードします。
  
スイッチにファイルのアップロード
 
ステップ 1.スイッチの Web 設定 ページへのログイン。
 
注: この例では、SG550X-24 スイッチを使用します。
 



ステップ 2. Administration > File Management > ファイル オペレーションへの移動。
 

ステップ 3 ファイル オペレーション ページで、次のオペレーションを選択して下さい。
 
•       アップデート ファイル–オペレーション Type フィールド。
 
•       実行コンフィギュレーション–宛先ファイル Type フィールド。
 
•       HTTP/HTTPS –コピー メソッド フィールド。
 
注: 実行コンフィギュレーション ファイルにあるどの設定でも揮発ですリブートの間で保たれな
いことを意味する。 変更をすべて完了した後デバイス リブート間の設定を保つために、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・ファイルに実行コンフィギュレーショ
ン ファイルをコピーして下さい。
 



ステップ 4 ファイル名で、アップロードしたいと思うファイルを選択するために… 『Browse』
をクリック して下さい。
 

ステップ 5 ファイル Upload ウィンドウは現われます。 テキストファイルがどこにに取付けられ
るナビゲートし、ファイルを選択して下さいか。 [Open] をクリックします。
 



ステップ 6.実行コンフィギュレーションにファイルをアップデートするために『Apply』 をクリ
ック して下さい。
 

ステップ 7 処理データ バーは現われます。 これはスイッチが実行コンフィギュレーションにテ
キストファイルをアップロードすると発生します。 ステップ 8.に続行する前に数分間待って下さ
い。
 
注: ファイルはアップロードされることを告げる示す値がありません。
 



ステップ 8 幾つかの分を待っていた後、スイッチはスイッチの実行コンフィギュレーションに新
しいコンフィギュレーション ファイルをロードする必要があります。 新しいブラウザを開き、テ
キストファイルで割り当てられた URL でスイッチの IP アドレスを入力して下さい。
 
この例では、192.168.1.99 は使用されました。 IP アドレスの前の https:// を含む必要がある場合
もあります。 それが正常である場合、ページは警告にロードされます: 潜在的なセキュリティ リ
スク前方にページ。 次に… 『Advanced』 をクリック し、リスクを受け入れ、続けて下さい。
これはスイッチの Web 設定 ページに連れて来ます。
 
注: 奪取 された スクリーン ショットは Firefox ブラウザで各種ブラウザーを使用している場合、
同じようなページを得る必要があります使用されました。
 

ステップ 9.スイッチの Web 設定 ページへのログイン。
 



ステップ 10. IP 設定 > IPv4 インターフェイスへの移動。
 

ステップ 11： IPv4 インターフェイス テーブルはスイッチに割り当てられた新しい静的IP アドレ
スを表示します。 この例では、IP アドレスがスタティックの IP アドレス型との 192.168.1.99 で
あることがわかります。
 

 
結論
 
テキストファイルを使用してスイッチの Webベース ユーティリティによって今正常に VLANイン
ターフェイスの静的な IPv4 アドレスを割り当てる必要があります。
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