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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 オート 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
 

Sx200 シリーズ
Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
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 – Sx200 シリーズ、Sx300 シリーズ、Sx500 シリーズ



● 2.2.0.66 – Sx250 シリーズ、Sx350 シリーズ、SG350X シリーズ、Sx550X シリーズ
  

スイッチの設定 DHCP イメージアップグレード
 

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。
 
ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはそれから > DHCP 自動設定/イメー
ジ アップデート Administration > File Management の順に選択 します。
 

 
注: Sx250、Sx350、SG350X、または Sx550X があれば、表示 モード ドロップダウン リス
トから『Advanced』 を選択 することによる拡張モードへのスイッチ。
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ステップ 2. DHCP Enable チェックボックスでの自動設定がチェックされることを確かめて
下さい。
 

 
注: DHCP による自動設定はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 3.ダウンロード プロトコル エリアからオプションを選択して下さい。 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は TFTP か SCP サーバからダウンロ
ードすることができます。
 

 
利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

ファイル拡張子による自動—このオプションが選択される場合、ユーザが定義するファイル
拡張子は他の拡張機能が付いているファイルは TFTP を使用してダウンロードされるが特定
の拡張が付いているファイルが SSH 上の SCP を使用してダウンロードされることを示しま
す。 たとえば、規定 される ファイル拡張子が .xyz なら、.xyz 拡張を用いるすべてのファイ
ルは SCP を使用してダウンロードされ、他の拡張機能が付いているファイルは TFTP を使用
してダウンロードされます。 デフォルト 拡張は .scp であり、このオプションはデフォルト
で選択されます。
TFTP だけ—ダウンロードは設定 ファイル名のファイル拡張子に関係なく TFTP を通して行
われます。
SCP だけ—ダウンロードは SCP によって設定 ファイル名のファイル拡張子に関係なく
（SSH に）行われます。
 

注: この例では、TFTP だけは選択されます。
  

設定 DHCP イメージ オート アップデート
 

オート イメージダウンロードは間接イメージ ファイルを使用して行われます。 間接イメー
ジ ファイルは実際のイメージ ファイルにパスが含まれているテキストファイルです（たと
えば: Root\xx01-41022.ros）アップロードされるかどれが TFTP または SCP サーバで。 デ
バイスはフラッシュするで保存されるイメージと要求されたフラッシュ イメージのファイ
ル名を比較します。 ファイル名が異なっている場合、デバイスは TFTP または SCP サーバ
から新しいイメージをダウンロードし、点滅するためにダウンロードイメージを書き次にデ
バイスかスタックをリロードします。
 
重要： DHCPサーバが次のオプションで設定されることを確かめて下さい:
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DHCPv4 —オプション 125 （間接ファイル名）
DHCPv6 —オプション 60 （カンマで分かれる間接イメージ ファイル名とコンフィギュレー
ション ファイルの名前）
 

ステップ 4. DHCP Enable チェックボックスでのイメージ オート アップデートがチェック
されることを確かめて下さい。
 
注: この機能はデフォルトで有効に なります。
 

 
ステップ 5.ダウンロード プロトコル エリアからオプションを選択して下さい。
 

 
利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

ファイル拡張子による自動—このオプションが選択される場合、ユーザが定義するファイル
拡張子は他の拡張機能が付いているファイルは TFTP を使用してダウンロードされるが特定
の拡張が付いているファイルが SSH 上の SCP を使用してダウンロードされることを示しま
す。 たとえば、規定 される ファイル拡張子が .xyz なら、.xyz 拡張を用いるすべてのファイ
ルは SCP を使用してダウンロードされ、他の拡張機能が付いているファイルは TFTP を使用
してダウンロードされます。 デフォルト 拡張は .scp です。
TFTP だけ—ダウンロードは設定 ファイル名のファイル拡張子に関係なく TFTP を通して、
行われます。
SCP だけ—ダウンロードは SCP によって設定 ファイル名のファイル拡張子に関係なく
（SSH に）、行われます。
 

注: この例では、TFTP だけは選択されます。
  

SCP の設定 SSH 設定
 

SCP は SSH ベースです。 リモート SSH サーバ認証 機能はデフォルトで無効に なり、ス
イッチはリモート SSH サーバを受け入れます。 信頼された Server リストで見つけられる
サーバだけ使用することができるようにリモート SSH サーバ認証を有効に することができ
ます。
 
注: SCP の SSH 設定を設定することはステップ 3 および 5 の『Download』 を選択 された
プロトコルが SCP を含む場合その時だけ適当です。 TFTP だけが選択される場合、ステッ
プ 8.に進んで下さい。
 
Update ページ DHCP 自動設定/イメージの SCP エリアの SSH 設定のステップ 6. （オプシ
ョンの）はスイッチのリモート SSH サーバ 認証機能をイネーブルにして設定するために『
Disabled』 をクリック します。
 
注: 学ぶためにこの機能を設定する方法を手順のためにここをクリックして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=4006
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ステップ 7. （オプションの）はスイッチの SSH クライアント 認証機能を設定するために
システム 資格情報をクリックします。
 
注: 学ぶためにこの機能を設定する方法を手順のためにここをクリックして下さい。
  

バックアップサーバ設定を設定して下さい
 

ステップ 8 バックアップサーバ 定義 エリアで、IP アドレスかドメイン名によって TFTPサ
ーバを規定 するためにかどうか選択して下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

ip address — バックアップサーバによって IP アドレスによって識別されます。
名指しで—バックアップサーバは名前によって識別されます。
 

注: IP アドレスによるこの例では、選択されます。 名指しで選択される場合、ステップ 12 
にスキップして下さい。
 
TFTPサーバが IP アドレスによって識別される場合ステップ 9. （オプションの）は、IPバ
ージョンを選択します。
 

 
次のオプションがあります。
 

バージョン 6 — IPv6 アドレス タイプ。
バージョン 4 — IPv4 アドレス タイプ。
 

注: この例では、IPv4 は選択されます。 このバージョンが選択される場合、ステップ 12 に
スキップして下さい。
 
IPv6 アドレス タイプが選択される場合ステップ 10. （オプションの）は、望ましい IPv6 ア
ドレス タイプをクリックします。
 

 
リンク ローカル— IPv6 アドレスは単一のネットワーク リンクのホストを識別します。 リン

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=4004
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ク ローカル アドレスに FE80 のプレフィクスがあり、ルーティング可能でし、ローカルネッ
トワークのだけ通信に使用することができます。 1 つのリンク ローカル アドレスだけサポー
トされます。 インターフェイスで存在 する リンク ローカル アドレスがこのエントリ 設定の
アドレスを置き換えれば。
グローバル— IPv6 アドレスは他のネットワークから目に見え、到達可能のグローバル ユニ
キャストです。
 

注: グローバルなら選択されましたり、ステップ 12 にスキップします。
 
リンク ローカル IPv6 アドレス タイプが選択される場合ステップ 11. （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、リンク ローカルインターフ
ェイスを選択します。
 
ステップ 12： バックアップサーバ IP アドレス/Name フィールドでバックアップサーバの
IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。 設定 ファイル名が DHCP メッセージで規定
されない場合、スイッチはバックアップサーバからバックアップ 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。
 

 
注: IPv4 アドレスのこの例では、使用されるサーバIP は 192.168.1.3 です。 ステップ 9 の
バージョン 6 を選択した場合、IPv6 アドレスを代りに入力して下さい。
 
ステップ 13： バックアップコンフィギュレーション ネーム フィールドでは、設定 ファイ
ル名が DHCP メッセージで規定 されない場合使用されるべきバックアップサーバのコンフ
ィギュレーション ファイルの完全なファイル パスおよび名前を入力して下さい。
 

 
注: この例では、使用される TFTPサーバの C:\TFTP フォルダで検索される設定 ファイル名
は running-config.txt です。
 
ステップ 14： バックアップ間接イメージ ネーム フィールドで使用されるべき間接イメー
ジ ファイル名を入力して下さい。 イメージにパスを保持するこれはファイルです。 間接イ
メージ ファイル名の例は次のとおりです: 間接cisco.scp。 このファイルはファームウェア
イメージのパスおよび名前が含まれています。
 

 
注: この例では、使用される TFTPサーバの C:\TFTP フォルダで検索される間接イメージ フ
ァイル名は firmware.txt です。
 

最後の自動設定/イメージ サーバのIPアドレス—現在使用しているドメイン名かサーバの IP



●

アドレスを表示する。
最後の自動設定 ファイル名—サーバにある現在使用しているコンフィギュレーション ファイ
ルの名前を表示する。
 

ステップ 15： 実行コンフィギュレーション ファイルへの変更を保存するために『Apply』
をクリック して下さい。
 

 
ステップ 16： （オプションの）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・ファイルへの変更を保存するためにページの上部分で SAVE ボタンをクリック
して下さい。
 

 
DHCP 自動設定およびイメージ オート アップデートによって今スイッチの DHCP イメージ
アップグレード設定を行う必要があります。
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