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ファームウェアアップグレード/バックアップお
よびイメージは SG350XG および SG550XG で
交換します 
目的
 

この資料のこの目標は SG350XG および SG550XG スイッチのファームウェアをアップグ
レードしか、バックアップしか、または交換する方法を説明することです。
 
最新版ファームウェアを使用するセキュリティおよびパフォーマンス両方のための最良の方
法はあります。 複数のファームウェアのバージョンはスイッチに望まれたとき保存され、
交換されるかもしれません。 ファームウェアのバージョンはまたバックアップすることが
できます。 これはデバイス障害の場合にはファームウェアのバックアップコピーを保存し
て役立ちます。
  

適当なデバイス
 

SG350XG
SG550XG
  

[Software Version]
 

v2.0.0.73
  

ステップの表
 

ログイン
アップデート/バックアップ ファームウェア 

Method： HTTP/HTTPS
Method： USB
Method： TFTP
Method： SCP

スワップ イメージ
  

ログイン
 

注: 次のスクリーン ショットは高度ディスプレイからあります。 これは画面の右上にある
表示 モード ドロップダウン リストをクリックして切り替えることができます
 



●

 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティおよび chooseAdministration > フ
ァイル 管理 プログラム > ファームウェア オペレーションへのログイン。 ファームウェア
オペレーション ページは開きます。
 

 
注: アクティブなファームウェアファイル フィールドおよびアクティブなファームウェア
Versionfield の現在のファームウェアファイルおよびバージョンを表示できます。
 
ステップ 2.オペレーション タイプ エリアの望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

アップデート ファームウェアアップデート デバイスのファームウェア。 



●

●

 
バックアップ ファームウェア–デバイスのファームウェアのバックアップを作成します。 
 
スワップ イメージ–デバイスのフラッシュ メモリで保存される 1 のデバイスのファームウェ
アを変更します。 
 
 

アップデート/バックアップ ファームウェア

ステップ 1.ファイルの転送の望ましい方式のためのコピー方式 セクションの Radio ボタン
をクリックして下さい。

オプションは次の通り記述されています:
 

HTTP/HTTPS – ブラウザによって提供されるファシリティを使用します。
 

●

USB – スイッチ USBポートを使用します。
 

●

TFTP - トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）はプロトコルを転送する簡単なファイ
ルですクライアントを得るか、またはリモートホストにファイルを置くことを許可する。
 

●

SCP （SSH によるファイル転送） – Secure Copy（SCP） Protocol（SCP）はネットワーク
のホスト間のファイル転送をサポートします。 それはデータ転送のためにセキュア シェル
（SSH）を使用し、認証のために同じメカニズムを使用しま、それにより送信中にデータの
信頼性および機密保持を確認します。
 

●

HTTP/HTTPS

ステップ 1.イメージ ファイルをアップデートされるために選択するようにネーム フィール
ドの Browse ボタンをクリックして下さい。 このステップは HTTP/HTTPS によってバック
アップのために無関係です。



ステップ 2. 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 3.ナビゲート toAdministration > 再度ブートする。 Reboot ページは開きます。

ステップ 4. 『Reboot』 をクリック して下さい。 確認ウィンドウは現われます。

ステップ 5. 『OK』 をクリック して下さい。



注: 現在のセッションを切断するデバイスは今リブートします。 再度ブートするが完了した
、新しいセッションは接続します。

USB

ステップ 1.ネーム フィールドで USB にあるイメージ ファイルのパスを入力して下さい。

ステップ 2. 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 3 Web コンフィギュレーションユーティリティおよび chooseAdministration > 再
度ブートする。 Reboot ページは開きます。

ステップ 4. 『Reboot』 をクリック して下さい。



ステップ 5 確認ウィンドウは現われます。 [OK] をクリックします。

注: 現在のセッションを切断するデバイスは今リブートします。 再度ブートするが完了した
、新しいセッションは接続します。

TFTP

ステップ 1. TFTPサーバをどのようにに定義することを望むか対応した Radio ボタンを選択
して下さい。 サーバは IP アドレス定義するによってまたは名指しでことができます。 名指
しで選択した場合、ステップ 5.にスキップして下さい。

ステップ 2. （オプションの）はサーバの IP アドレスのバージョンを選択します。 バージ
ョン 4 が選択されたらステップ 5.にスキップして下さい。



オプションは次の通り記述されています:

IPv4 – 32ビット（4 バイト）アドレス。●

IPv6 – IPv4 へのサクセサは 128 ビット（8 バイト）アドレスで、構成されています。●

ステップ 3. （オプションの）は IPv6 アドレスの種類を選択します。 アドレス タイプにリ
ンク ローカルをまたはグローバル選択することができます。 グローバルなら選択されまし
たり、ステップ 5.にスキップします。

ステップ 4. （オプションの）はリンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リスト
から望ましい VLAN を選択します。

ステップ 5.サーバのIPアドレス/Name フィールドでサーバの名前か IP アドレスを入力して
下さい。



注: 次のフィールドはステップ 1.で選択されるオプションによって決まります。

ステップ 6.出典/宛先ネーム フィールドでファイル名を入力して下さい。

注: 次のフィールドは TFTP によってバックアップの宛先 ファイル名とよばれます。

ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。

SCP （SSH によるファイル転送）

ステップ 1： （有効に するためにデフォルトで無効に なる） SSH サーバ認証、リモート
SSH サーバ 認証によって『Edit』 をクリック して下さい。 これはクライアント SSH
UserAuthentication ページに SSH ユーザを設定するために連れて行きます。



注: SSH クライアント システムに関する詳細については資格情報は SSH ユーザ認証技術情
報を参照します。

ステップ 2. SSH クライアント 認証 フィールドの望ましい SSH 認証を選択して下さい。

利用可能 な オプションは次の通り定義されます:

使用して下さい SSH クライアント システム 資格情報–常置 SSH ユーザーの資格情報を設定
します。 クリックして下さい

●

ユーザ/パスワードが一度だけ設定 された 将来の利用である場合もある SSH ユーザ認証 ペ
ージに行くシステム 資格情報

●

使用して下さい SSH クライアント一度だけ資格情報–一度だけ SSH ユーザーの資格情報を
設定 します。

●

注: SSH クライアント システムに関する詳細については資格情報は SSH ユーザ認証技術情
報を参照します。

ステップ 3. （オプションの）はそれぞれフィールドで望ましいユーザ名 および パスワード
を入力します。



ステップ 4. SCP サーバをどのようにに定義することを望むか対応した Radio ボタンを選択
して下さい。 サーバは IP アドレス定義するによってまたは名指しでことができます。 名指
しで選択した場合、ステップ 8.にスキップして下さい。

ステップ 5. （オプションの）はサーバの IP アドレスのバージョンを選択します。 バージ
ョン 4 が選択されたらステップ 8.にスキップして下さい。

オプションは次の通り記述されています:

IPv4 – 32ビット（4 バイト）アドレス。●

IPv6 – IPv4 へのサクセサは 128 ビット（8 バイト）アドレスで、構成されています。●

ステップ 6. （オプションの）は IPv6 アドレスの種類を選択します。 アドレス タイプにリ



ンク ローカルをまたはグローバル選択することができます。 グローバルなら選択されまし
たり、ステップ 8.にスキップします。

ステップ 7. （オプションの）はリンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リスト
から望ましい VLAN を選択します。

ステップ 8.サーバのIPアドレス/Name フィールドでサーバの名前か IP アドレスを入力して
下さい。

ステップ 9.出典/宛先ネーム フィールドでファイル名を入力して下さい。



注: フィールドは SCP によってバックアップの宛先 ファイル名とよばれます。

ステップ 10. 『Apply』 をクリック して下さい。

イメージを交換して下さい

ステップ 1.再度ブートする ドロップダウン リストの後でアクティブなイメージからの再度
ブートするの後でアクティブでほしいファームウェアファイルを選択して下さい。

ステップ 2. 『Apply』 をクリック して下さい。



ステップ 3 Web コンフィギュレーションユーティリティで > 再度ブートする 『管理』 を
選択 すれば。 Reboot ページは開きます。

ステップ 4. 『Reboot』 をクリック して下さい。 確認ウィンドウは現われます。

ステップ 5. 『OK』 をクリック して下さい。



注: 現在のセッションを切断するデバイスは今リブートします。 再度ブートするが完了した
、新しいセッションは接続します。

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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