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Sx200、Sx300、または Sx500 スイッチのダウ
ンロードまたはバックアップ コンフィギュレー
ション ファイル 

目的
 

デバイスが偶然リセットを得る場合スイッチのバックアップ コンフィギュレーション ファ
イルかログはトラブルシューティングに役立ちますまたは。 これはシステム 運転停止に対
して保護使用するファイルの手動コピーがまたは特定の作動状態のメンテナンスに含まれて
います。 たとえば、バックアップ ファイルにミラー設定、スタートアップ コンフィギュレ
ーション、または実行コンフィギュレーションをコピーし、保存することができます。 機
能の状態に戻ってスイッチをアップデートするか、または復元するのにこのファイルを使用
できます。
 
バックアップ コンフィギュレーション ファイルはトリビアル ファイル転送プロトコル
（TFTP） サーバ、Secure Copy（SCP） サーバ、またはコンピュータで保存することがで
きます。 この技術情報は方法でメソッド次のいずれかによってシステム 構成 ファイルをダ
ウンロードしか、またはバックアップするガイドします:
 

tftp — TFTP によって方式は TFTP によって/バックアップ コンフィギュレーション フ
ァイル ダウンロードするために選択されます。 TFTP が主に LAN でコンピュータを起
動するのに使用されファイルをダウンロードしてまた適しています。
HTTP/HTTPS によって— Hyper Text Transfer Protocol （HTTP）または Hyper Text
Transfer Protocol セキュア（HTTPS）方式は HTTP/HTTPS によって/バックアップ コ
ンフィギュレーション ファイル ダウンロードするために選択されます。 この方式はセ
キュアであるのでファイルのダウンロードのためにより普及しています。
SCP によって（SSH に） — SCP （SSH に）方式はセキュア シェル（SSH）によっ
て/バックアップ コンフィギュレーション ファイル ダウンロードするために選択されま
す。 コンフィギュレーション ファイルのこのダウンロード/バックアップはセキュア ネ
ットワークにされます。
  

適当なデバイス
 

Sx200 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx500 シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.6
  

ダウンロードまたはバックアップ コンフィギュレーション フ
ァイル
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログイン。 デフォルトのユーザ名お
よびパスワードは cisco/cisco です。
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注: 既にパスワードを変更するか、または新しいアカウントを作成している場合、新しい資
格情報を代りに入力して下さい。
 

 
ステップ 2.次のダウンロードかバックアップ方法から 1 つを選択して下さい:
 

TFTP によって
HTTP/HTTPS によって
SCP によって（SSH に）
  

TFTP によってシステム 構成 ファイルをダウンロードするか、またはバックア
ップして下さい
 

注: 利用可能 な メニューオプションはデバイス モデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、SG300-28 スイッチは使用されます。
 
ステップ 1. >File 管理 > ダウンロード/バックアップコンフィギュレーション/ログを『管理
』 を選択 して下さい。
 

 
呼び出します。 転送方式 エリアで、TFTP Radio ボタンでクリックして下さい。
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ステップ 3.示すために保存処理のダウンロードか Backupオプション・ボタンをダウンロー
ドするか、またはコンフィギュレーション ファイルをバックアップするか、または記録 す
るためにかどうかクリックして下さい。 この例では、バックアップは選択されます。
 

 
ステップ 4. TFTPサーバ 定義 エリアの Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプショ
ンがあります。
 

によって ip address — TFTPサーバの IP アドレスを入力することを選択して下さい。
この例では、このオプションは選択されます。
名指しで— TFTPサーバのホスト名を入力することを選択して下さい。 このオプション
が選択される場合、ステップ 6.にスキップして下さい。
 

 
IP アドレスによって選択した場合ステップ 5. （オプションの）は IPバージョン エリアか
ら、バージョン 4 （IPv4）またはバージョン 6 （IPv6）を選択します。 バージョン 6 を選
択した場合、IPv6 が IPv6 アドレス タイプ エリアのリンク ローカルまたはグローバルアド
レスであるかどうか規定 して下さい。 それがリンク ローカル アドレスである場合、リン
ク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下さ
い。 バージョン 4 が選択される場合、ステップ 6.にスキップして下さい。
 

 
注: この例では、IPバージョン 4 は選択されます。
 
ステップ 4 で名指しで選択した場合ステップ 6. （オプションの）は TFTPServer IP アドレ
ス/Name フィールドで、TFTPサーバのホスト名を入力します。 さもなければ、IP アドレ
スを入力して下さい。
 

 
注: この例では、コンフィギュレーション ファイルは IP アドレス 192.168.100.147 との
TFTPサーバに保存されます。
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ステップ 7 原始ファイル組版面では、バックアップされたいと思うファイルの種類の Radio
ボタンをクリックして下さい。 スイッチは次のコンフィギュレーション ファイルを維持し
ます。
 

実行コンフィギュレーション—現在のコンフィギュレーションが含まれている加えられ
る最後の再度ブートする以来の管理 セッションの変更を含むコンフィギュレーション
ファイル。
スタートアップ コンフィギュレーション—フラッシュ メモリに保存されるコンフィギ
ュレーション ファイル。
バックアップコンフィギュレーション—スイッチでバック アップとして保存される追
加コンフィギュレーション ファイル。
ミラー設定—実行コンフィギュレーション ファイルはミラー コンフィギュレーション
ファイル型に自動的に少なくとも 24 時間修正されない場合保存されます。
フラッシュする log — フラッシュ メモリに保存される Log エントリが含まれているロ
グファイル。
 

 
注: この例では、実行コンフィギュレーション ファイルは選択されます。 このオプション
を選択することは現在の実行コンフィギュレーション設定をバックアップします。
 
ステップ 8 機密データ エリアで、機密データがバックアップ ファイルにどのように含んで
いる必要があるか選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

exclude — バックアップに機密データを含めないで下さい。
暗号化される—暗号形式のバックアップに機密データを含めて下さい。
プレーンテキスト—プレーンテキスト形式のバックアップに機密データを含めて下さい
。
 

 
注: この例では、プレーンテキストは選択されます。 これはプレーンテキスト形式のすべて
のデータをバックアップします。
 
ステップ 9.宛先ネーム フィールドでバックアップ ファイル名を入力して下さい。 この例で
は、SG300-28.txt は使用されます。
 

 
ステップ 10.バックアップ 操作を開始するために『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 11： オペレーションが終了したら、Done ボタンをクリックして下さい。
 

 
TFTP 転送 方式によって今スイッチのコンフィギュレーション ファイルをダウンロードす
るか、またはバックアップに成功する必要があります。
 

 
[上に戻って]
  

HTTP/HTTPS によってシステム 構成 ファイルをダウンロードするか、または
バックアップして下さい
 

ステップ 1. > ダウンロード/バックアップコンフィギュレーション/ログ Administration >
File Management の順に選択 して下さい。
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呼び出します。 転送方式 エリアで、HTTP/HTTPS Radio ボタンでクリックして下さい。
 

 
ステップ 3.示すために保存処理のダウンロードか Backupオプション・ボタンをダウンロー
ドするか、またはコンフィギュレーション ファイルをバックアップするか、または記録 す
るためにかどうかクリックして下さい。 この例では、バックアップは選択されます。
 

 
ステップ 4 原始ファイル組版面では、バックアップされたいと思うファイルの種類の Radio
ボタンをクリックして下さい。 スイッチは次のコンフィギュレーション ファイルを維持し
ます。
 

実行コンフィギュレーション—現在のコンフィギュレーションが含まれている加えられ
る最後の再度ブートする以来の管理 セッションの変更を含むコンフィギュレーション
ファイル。
スタートアップ コンフィギュレーション—フラッシュ メモリに保存されるコンフィギ
ュレーション ファイル。
バックアップコンフィギュレーション—スイッチでバック アップとして保存される追
加コンフィギュレーション ファイル。
ミラー設定—実行コンフィギュレーション ファイルはミラー コンフィギュレーション
ファイル型に自動的に少なくとも 24 時間修正されない場合保存されます。
フラッシュする log — フラッシュ メモリに保存される Log エントリが含まれているロ
グファイル。
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注: この例では、実行コンフィギュレーション ファイルは選択されます。 このオプション
を選択することは現在の実行コンフィギュレーション設定をバックアップします。
 
ステップ 5 機密データ エリアで、機密データがバックアップ ファイルにどのように含んで
いる必要があるか選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

exclude — バックアップに機密データを含めないで下さい。
暗号化される—暗号形式のバックアップに機密データを含めて下さい。
プレーンテキスト—プレーンテキスト形式のバックアップに機密データを含めて下さい
。
 

 
注: この例では、プレーンテキストは選択されます。 これはプレーンテキスト形式のすべて
のデータをバックアップします。
 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7 オペレーションが完了した、Done ボタンをクリックして下さい。
 

 



HTTP/HTTPS 転送方式によって今スイッチのコンフィギュレーション ファイルをダウンロ
ードするか、またはバックアップに成功する必要があります。
 

 
[上に戻って]
  

SCP を使用してシステム 構成 ファイルをダウンロードするか、またはバック
アップして下さい（SSH に）
 

重要： SCP 方式を続行する前に、SSH サーバ認証が有効に なり、対応した設定が行われ
たことを確かめて下さい。 スイッチの SSH 認証設定を行う方法に関する説明に関してはこ
こをクリックして下さい。
 
ステップ 1. >File 管理 > ダウンロード/バックアップコンフィギュレーション/ログを『管理
』 を選択 して下さい。
 

 
呼び出します。 転送方式 エリアで、viaSCP （SSH に） Radio ボタンをクリックして下さ
い。 SCP 方式はセキュア シェル（SSH）によって/バックアップ コンフィギュレーション
ファイル ダウンロードするために選択されます。 コンフィギュレーション ファイルのこの
ダウンロード/バックアップはセキュア ネットワークにされます。
 

 
ステップ 3.リモート SSH サーバ 認証がイネーブルになったに設定 されることを確かめて

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4006
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4006
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下さい。 この機能は SSH サーバを、期待された SSH サーバが正しいものであることを確
かめます認証しま。 デフォルトでディセーブルになっている。 無効に されて時でさえ、こ
の機能はファイル オペレーションのための SSH 通信に影響しません。 無効に なられた場
合、機能を有効に するために『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4.規定 するために使用するべき SSH 資格情報 SSH クライアント 認証 エリアの
Radio ボタンを選択して下さいリモートホストに連絡した場合。 スイッチで保存されるパ
ーマネント SSH 資格情報を使用するために使用 SSH クライアント システム 資格情報を
（これらの資格情報はシステム 資格情報を SSH ユーザ認証 ページを開くクリックして今
後使用できるように設定 することができます）選択して下さい、または一時資格情報を使
用するために使用 SSH クライアント一度だけ資格情報を選択して下さい。
 
注: 一度だけ資格情報のためのユーザ名 および パスワードはコンフィギュレーション ファ
イルで保存されません。
 

 
注: この例では、使用 SSH クライアント一度だけ資格情報は選択され、ユーザ名 および パ
スワード 詳細はそれに応じて入ります。
 
ステップ 5.示すために保存処理のダウンロードか Backupオプション・ボタンをダウンロー
ドするか、またはコンフィギュレーション ファイルをバックアップするか、または記録 す
るためにかどうかクリックして下さい。 この例では、バックアップは選択されます。
 

 
ステップ 6. SCP サーバ 定義 エリアの Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプショ
ンがあります。
 

によって ip address — SCP サーバの IP アドレスを入力することを選択して下さい。
この例では、このオプションは選択されます。
名指しで— SCP サーバのホスト名を入力することを選択して下さい。 このオプション
が選択される場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
 

 
IP アドレスによって選択した場合ステップ 7. （オプションの）は IPバージョン エリアか
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ら、バージョン 4 （IPv4）またはバージョン 6 （IPv6）を選択します。 バージョン 6 を選
択した場合、IPv6 が IPv6 アドレス タイプ エリアのリンク ローカルまたはグローバルアド
レスであるかどうか規定 して下さい。 それがリンク ローカル アドレスである場合、リン
ク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下さ
い。 バージョン 4 が選択される場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
 

 
注: この例では、IPバージョン 4 は選択されます。
 
ステップ 6 で名指しで選択した場合ステップ 8. （オプションの）は SCPServer IP アドレ
ス/Name フィールドで、TFTPサーバのホスト名を入力します。 さもなければ、IP アドレ
スを入力して下さい。
 

 
注: この例では、コンフィギュレーション ファイルは IP アドレス 192.168.100.148 との
SCP サーバに保存されます。
 
ステップ 9： 原始ファイル組版面では、バックアップされたいと思うファイルの種類の
Radio ボタンをクリックして下さい。 スイッチは次のコンフィギュレーション ファイルを
維持します。
 

実行コンフィギュレーション—現在のコンフィギュレーションが含まれている加えられ
る最後の再度ブートする以来の管理 セッションの変更を含むコンフィギュレーション
ファイル。
スタートアップ コンフィギュレーション—フラッシュ メモリに保存されるコンフィギ
ュレーション ファイル。
バックアップコンフィギュレーション—スイッチでバック アップとして保存される追
加コンフィギュレーション ファイル。
ミラー設定—実行コンフィギュレーション ファイルはミラー コンフィギュレーション
ファイル型に自動的に少なくとも 24 時間修正されない場合保存されます。
フラッシュする log — フラッシュ メモリに保存される Log エントリが含まれているロ
グファイル。
 

 
注: この例では、実行コンフィギュレーション ファイルは選択されます。 このオプション
を選択することは現在の実行コンフィギュレーション設定をバックアップします。
 
ステップ 10： 機密データ エリアで、機密データがバックアップ ファイルにどのように含
んでいる必要があるか選択して下さい。 次のオプションがあります。
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exclude — バックアップに機密データを含めないで下さい。
暗号化される—暗号形式のバックアップに機密データを含めて下さい。
プレーンテキスト—プレーンテキスト形式のバックアップに機密データを含めて下さい
。
 

 
注: この例では、プレーンテキストは選択されます。 これはプレーンテキスト形式のすべて
のデータをバックアップします。
 
ステップ 11.宛先ネーム フィールドでバックアップ ファイル名を入力して下さい。 この例
では、バックアップ コンフィギュレーション ファイルは SG300-28.txt ファイルで保存され
ます。
 

 
ステップ 12： バックアップ 操作を開始するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 13： オペレーションが終了したら、Done ボタンをクリックして下さい。
 



 
SCP 転送方式によって今スイッチのコンフィギュレーション ファイルをダウンロードする
か、またはバックアップに成功する必要があります。
 
[上に戻って]
 


	Sx200、Sx300、または Sx500 スイッチのダウンロードまたはバックアップ コンフィギュレーション ファイル
	目的
	適当なデバイス
	[Software Version]
	ダウンロードまたはバックアップ コンフィギュレーション ファイル
	TFTP によってシステム 構成 ファイルをダウンロードするか、またはバックアップして下さい
	HTTP/HTTPS によってシステム 構成 ファイルをダウンロードするか、またはバックアップして下さい
	SCP を使用してシステム 構成 ファイルをダウンロードするか、またはバックアップして下さい（SSH に）



