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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
の設定 ダイナミック ホスト コンフィギュレー
ション プロトコル イメージアップグレード設定 

目標
 

スイッチのダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル イメージアップグレ
ード 機能がネットワークの 1つ以上のスイッチに新しいイメージおよび新しいコンフィギ
ュレーション ファイルを両方ダウンロードするために DHCPサーバを設定するのに使用す
ることができます。 ネットワークに追加される各々の新しいスイッチがネットワークと同
期であることをネットワーク ヘルプのすべてのスイッチ用の同時イメージおよび設定 アッ
プグレードは確認します。
 
スイッチの DHCP イメージアップグレードは 2 つの方法ではたらきます: DHCP 自動設定
およびイメージ オート アップデート。 これらの機能を設定することはネットワークの複数
のスイッチかスタックされたスイッチの管理で非常に有利である可能性があります。
 

DHCP 自動設定—そのデバイスの IP アドレスを提供するか、または更新した時ネットワーク
デバイスが DHCPサーバによって識別されるセキュア シェル（SSH）またはトリビアル フ
ァイル転送プロトコル（TFTP） サーバ上の保護されたコピー プロトコル（SCP）からコン
フィギュレーション ファイルを受け取るプロセス。 ホスト IP アドレスを動的に割り当てる
ために DHCPサーバが設定される時だけこの適切に機能。 デフォルトで、スイッチは DHCP
クライアントとして自動設定 機能が有効に なるとき有効に なります。
DHCP 自動イメージ アップデート— DHCP 自動設定と使用されて、これはネットワークの
1つ以上のスイッチに設定および新しいイメージを両方ダウンロードすることを可能にします
。 イメージ オート アップデートが有効に なる場合、フラッシュ イメージはダウンロードさ
れ、アップデートされます。 新しい設定がスイッチにダウンロードされれば既に設定があっ
ている、ダウンロードされた設定はスイッチで保存されるコンフィギュレーション ファイル
に追加 されます。
 

この技術情報は方法で手順を 2 つの方法でスイッチの DHCP イメージアップグレードを設
定する提供します: DHCP 自動設定およびイメージ オート アップデート。
  

適当なデバイス
 

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

[Software Version]
 

1.4.5.02 – Sx500
2.2.0.66 – Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 DHCP イメージアップグレード設定
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重要： 設定を開始する前に、アクティブな DHCPサーバはコンフィギュレーション ファイ
ルの場所および名前のネットワークおよびデバイスのファームウェアイメージで設定する必
要があります。 ネットワークのデバイスは DHCP クライアントでデフォルトで設定されま
す。 デバイス DHCPサーバによって IP アドレスが割り当てられるとき、またコンフィギュ
レーション ファイルおよびファームウェアイメージについての情報を受け取ります。
 
TFTP または SCP サーバが設定されることを確かめて下さい。 コンフィギュレーション フ
ァイルやファームウェアイメージが現在 デバイスで使用される物と異なっている場合デバ
イスはファイルやイメージをダウンロードした後それ自身をリブートします。 ワーキング
ディレクトリにコンフィギュレーション ファイルを置いて下さい。 このファイルはデバイ
スからコンフィギュレーション ファイルをコピーすることによって作成することができま
す。 デバイスがあるとき、これなります実行コンフィギュレーション ファイルに起動しま
した。
  

設定 DHCP 自動設定およびオート アップデート設定
 

DHCP 自動設定は DHCPサーバからネットワークの 1つ以上のスイッチにコンフィギュレー
ション ファイルをダウンロードします。 ダウンロードされたコンフィギュレーション ファ
イルはスイッチの実行コンフィギュレーションになります。 それはスイッチをリロードす
るまでフラッシュするで保存されるブートアップ 設定を上書きしません。
 
注: 利用可能なコマンド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-48MP スイッチは使用されます。
 
ステップ 1. Switch Console へのログイン。
 

 
注: この例では、使用されるユーザ名 および パスワードは cisco/cisco です。
 
ステップ 2.次の入力によってスイッチのグローバル コンフィギュレーション モードを開始
して下さい:
 

 
Boot host 自動設定
 
ステップ 3. DHCP によってオート アップデートのサポートを有効に するために boot host
自動アップデート グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを入力して下さい
。
 

 
次のオプションがあります。
 

tftp — TFTP だけ自動構成によって使用されます。
SCP — SCP だけ自動構成によって使用されます。
自動—自動構成はファイルの設定 拡張によって TFTP か SCP を使用します。 このオプショ
ンが選択される場合、拡張パラメーターは規定 されるかもしれませんまたは、そうでなかっ
たら、デフォルト 拡張は使用されます。 これがデフォルト設定です。
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-拡張— SCP ファイル拡張子。 No 値場合の、SCP 使用されます規定 されます。 範囲は 1
から 16 文字です。
 
注: この例では、boot tftp は使用されます。
 

 
ステップ 4. （オプションの）は DHCP 自動設定を無効に するために boot host 自動設定コ
マンドの No 形式を入力します。
 

 
Boot host 自動アップデート
 
ステップ 5. DHCP によってオート アップデートのサポートを有効に するために boot host
自動アップデート グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを入力して下さい
。
 

 
次のオプションがあります。
 

tftp — TFTP だけ自動アップデートによって使用されます。
SCP — SCP だけ自動アップデートによって使用されます。
自動—自動構成はファイルの間接イメージ 拡張によって TFTP か SCP を使用します。 この
オプションが選択される場合、拡張パラメーターは規定 されるかもしれませんまたは、そう
でなかったら、デフォルト 拡張は使用されます。
 

-拡張— SCP ファイル拡張子。 No 値場合の、SCP 使用されます規定 されます。 範囲は 1
から 16 文字です。
 
注: この例では、boot tftp は使用されます。
 

 
ステップ 6. （オプションの）は DHCP オート アップデートを無効に するために boot host
自動アップデート コマンドの No 形式を入力します。
 

 
ステップ 7.次のコマンドの入力によってグローバル コンフィギュレーション モードを終了
して下さい:
 



 
show boot
 
ステップ 8. IP DHCP 自動設定プロセスのステータスを表示するために show boot 特権
Execモード コマンドを入力して下さい。
 

 
boot host 自動設定および自動アップデート設定は表示する必要があります。
 

 
CLI によって今うまくスイッチの DHCP 自動設定および自動アップデート設定を行う必要
があります。
  

設定 IP DHCP TFTPサーバ設定
 

IP DHCP TFTP サーバのIP アドレス
 
ステップ 1.次の入力によってスイッチのグローバル コンフィギュレーション モードを開始
して下さい:
 

 
ステップ 2.サーバのバックアップ IP アドレスを設定 するために IP DHCP TFTP サーバの
IP アドレス グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを入力して下さい。 この
IP アドレスはスイッチによって使用されるデフォルトアドレスとして DHCPサーバから届
かなかったら動作します。
 

 
注: ip-addr の場合、TFTP または SCP サーバの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または
Doman ネーム システム（DNS）名前を使用できます。
 



 
注: この例では、使用される IP アドレスは 192.168.1.102 です。
 
ステップ 3. （オプションの）はデフォルト設定を戻すために IP DHCP TFTP サーバのIP ア
ドレス コマンドの No 形式を入力します。
 

 
IP DHCP TFTP-Server ファイル
 
ステップ 4. DHCPサーバから届かなかったらバックアップサーバからダウンロードされる
べきコンフィギュレーション ファイルの完全なファイル名を設定 するために IP DHCP tftp-
server ファイル グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを入力して下さい。
 
SG350X# ipdhcptftp サーバ ファイル[ファイル・パス]
 
注: ファイル・パスの場合、サーバのコンフィギュレーション ファイルのファイル パスお
よび名前を入力できます。
 

 
注: この例では、TFTP/config は使用されます。
 
ステップ 5. （オプションの）はデフォルト設定を戻す IP DHCP tftp-server file コマンドの
No 形式を入力します。
 

 
IP DHCP TFTP-Server イメージ ファイル
 
ステップ 6. DHCPサーバから届かなかったらバックアップサーバからダウンロードされる
べきイメージ ファイルの間接ファイル名を設定 するために IP DHCP tftp-server イメージ
ファイル グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを入力して下さい。
 

 
注: ファイル・パスの場合、サーバのイメージ ファイルのファイル パスおよび名前を入力
できます。
 

 
注: この例では、TFTP/image は使用されます。



ステップ 7. （オプションの）はファイル名を取除くために IP DHCP tftp-server イメージ フ
ァイル コマンドの No 形式を入力します。
 

 
ステップ 8.次のコマンドの入力によってグローバル コンフィギュレーション モードを終了
して下さい:
 

 
IP DHCP TFTP-Server を示して下さい
 
ステップ 9.バックアップサーバについての情報を表示するために提示 IP DHCP tftp-server
Execモード コマンドを入力して下さい。
 

 
IP DHCP TFTPサーバ設定は表示する必要があります。
 

 
CLI によって今スイッチの IP DHCP TFTPサーバ設定を行う必要があります。
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