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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
。
 
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。
 
注: それぞれデバイスの追加情報に関しては、コマンドレファレンスガイドへの下記のリン
クを参照して下さい:
  

適当なデバイス
 

管理される 300 シリーズは切り替えます（コマンドレファレンスガイドを表示するためにク
リックして下さい）
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を表示するためにクリック
して下さい）
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を表示する
ためにクリックして下さい）
350XG 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を表示する
ためにクリックして下さい）
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を表示するた
めにクリックして下さい）
550X 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を表示する
ためにクリックして下さい）
550XG 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を表示する
ためにクリックして下さい）
  

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。
 

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/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/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/350x-series-stackable-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/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/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
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/switches/550x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
/content/en/us/support/switches/550x-series-stackable-managed-switches/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/support/switches/550x-series-stackable-managed-switches/tsd-products-support-series-home.html


●

●

●

●

●

●

●

 
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。
 
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。
 



 
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。
 



表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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