ダウンロードおよびバックアップ コンフィギュ
レーションの設定の設定はおよび 200/300 シリ
ーズによって管理されるスイッチをログオンし
ます
目標
この資料にコンフィギュレーションをダウンロードし、また、バックアップする方法を説明され
ている、また、200/300 スイッチ シリーズをログオンします。 コンフィギュレーションおよびロ
グをダウンロードするとき、スイッチに保存された 設定を以前にダウンロードすることを可能に
します。 設定およびログをバックアップするとき、スイッチは望ましい設定のコピーを保存し、
別のデバイスにログインします。

適当なデバイス
●

SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ

[Software Version]
●

1.3.0.62

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
TFTP によって
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > 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。 ダウンロ
ード/バックアップコンフィギュレーション/Log ウィンドウは現われます:

ステップ 2.ダウンロードおよびバックアップ転送方式として Trivial File Transfer
Protocol（TFTP; トリビアル ファイル転送プロトコル）を使用するために TFTP によってクリッ
クして下さい。
ステップ 3.保存 Action フィールドのアクションの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可
能 な操作は次のとおりです:
●

●

ダウンロード-このオプションはスイッチのファイルが別のデバイスのファイルと取替えられ
ること規定 します。
バックアップ-このオプションはスイッチのファイルが別のデバイスにコピーされること規定
します。

ステップ 4.タイプの TFTPサーバ 定義 フィールドの TFTPサーバ 定義の Radio ボタンをクリッ
クして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

IP アドレスによって-このオプションは IP アドレスによって TFTPサーバに接続できます可
能にします。
名指しで-このオプションはドメイン名によって TFTPサーバに接続できます可能にします。

タイムセーバ: ステップ 4 で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 ステップ 4 の IP アドレスによって選択した場合、IPバージョン フィールドの IPバー
ジョンの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

バージョン 6 - IPv6 タイプ アドレスが使用される場合これを選択して下さい。
バージョン 4 - IPv4 タイプ アドレスが使用される場合これを選択して下さい。

タイムセーバ: ステップ 5 のバージョン 4 を選択した場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
ステップ 6 ステップ 5 のバージョン 6 を選択した場合、タイプの IPv6 タイプ address フィール

ドのバージョン 6 アドレスの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次
のとおりです:
●

●

リンク ローカル-このオプションはローカルネットワークの IPv6 アドレスを選択することを
可能にします。
グローバル-このオプションはすべてのネットワークで目に見える IPv6 アドレスを選択する
ことを可能にします。

タイムセーバ: ステップ 6 で『Global』 を選択 した場合、ステップ 8.にスキップして下さい。
ステップ 7 ステップ 6 のリンク ローカルを選択した場合、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、ファイル転送のためのローカルポートを選択して下さい。
ステップ 8 TFTP サーバのIP アドレス/Name フィールドでは、TFTPサーバの IP アドレスかドメ
イン名を入力して下さい。
タイムセーバ: ステップ 3 で『Backup』 を選択 した場合、ステップ 11.にスキップして下さい。
ステップ 9： ステップ 3 で『Download』 を選択 した場合、出典ネーム フィールドで、スイッチ
にダウンロードされる原始ファイルの名前を入力して下さい。
ステップ 10： ステップ 3 で『Download』 を選択 した場合、目的ファイル Type フィールドのフ
ァイルの種類の Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

実行コンフィギュレーション ファイル-設定 スイッチによって現在使用されている。
スタートアップ コンフィギュレーション-設定 スイッチがリブートされる場合の使用される
。
バックアップコンフィギュレーション—設定 バックアップのために手動で保存される。

ステップ 11： ステップ 3 で『Backup』 を選択 した場合、原始ファイル Type フィールドのファ
イルの種類の Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

●

●

実行コンフィギュレーション-設定 スイッチによって現在使用されている。
スタートアップ コンフィギュレーション-設定 再度ブートするの後でスイッチによって使用
される。
バックアップコンフィギュレーション-設定 バックアップのために手動で保存される。
ミラー設定-これはスイッチが 24 時間オペレーティングの絶えず過去 24 時間に、行ってもら
わなかった実行コンフィギュレーションへの変更を作成されるとき、またはスタートアップ
コンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションと同一ならスタートアップ コンフィ
ギュレーションのコピーです。
フラッシュ ログ-これはフラッシュ メモリで保存されるシステムメッセージのログです。

ステップ 12： タイプの機密データ フィールドの機密データの Radio ボタンをクリックして下さ
い。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

除いて下さい-このオプションはバックアップで機密データが含まれていません。
暗号化される-このオプションはバックアップの機密データを暗号化します。
プレーンテキスト-このオプションは平文形式のバックアップで機密データが含まれています
。

ステップ 13： 宛先ネーム フィールドでは、その他のデバイスにダウンロードされるファイルの
望ましい名前を入力して下さい。
ステップ 14： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

HTTP/HTTPS 設定
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > 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。 ダウンロ
ード/Log ページはバックアップコンフィギュレーション/開きます:

ステップ 2.ダウンロードおよびバックアップ転送方式として HTTP/HTTPS を使用するために
HTTP/HTTPS によってクリックして下さい。
ステップ 3.保存 Action フィールドのアクションの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可
能 な操作は次のとおりです:
●

●

ダウンロード-このオプションはスイッチのファイルが別のデバイスのファイルと取替えられ
ること規定 します。
バックアップ-このオプションはスイッチのファイルが別のデバイスにコピーされること規定
します。

タイムセーバ: ステップ 3 で『Backup』 を選択 した場合、ステップ 5.にスキップして下さい。
ステップ 4 ステップ 3 で『Download』 を選択 した場合、出典ネーム フィールドで『Browse』
をクリック し、スイッチにロードされるべきコンピュータから原始ファイルを選択して下さい。
ステップ 5 ステップ 3 で『Download』 を選択 した場合、目的ファイル Type フィールドのファ
イルの種類の Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

実行コンフィギュレーション ファイル-設定 スイッチによって現在使用されている。
スタートアップ コンフィギュレーション-設定 スイッチがリブートされる場合の使用される
。
バックアップコンフィギュレーション-設定 バックアップのために手動で保存される。

ステップ 6 ステップ 3 で『Backup』 を選択 した場合、原始ファイル Type フィールドのファイ
ルの種類の Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

●

●

実行コンフィギュレーション-設定 スイッチによって現在使用されている。
スタートアップ コンフィギュレーション-設定 再度ブートするの後でスイッチによって使用
される。
バックアップコンフィギュレーション-設定 バックアップのために手動で保存される。
ミラー設定-これはスイッチが 24 時間オペレーティングの絶えず過去 24 時間に、行ってもら
わなかった実行コンフィギュレーションへの変更を作成されるとき、またはスタートアップ
コンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションと同一ならスタートアップ コンフィ
ギュレーションのコピーです。
フラッシュ ログ-これはフラッシュ メモリで保存されるシステムメッセージのログです。

ステップ 7 ステップ 3 で『Backup』 を選択 した場合、タイプの機密データ フィールドの機密デ
ータの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

除いて下さい-このオプションはバックアップで機密データが含まれていません。
暗号化される-このオプションはバックアップの機密データを暗号化します。
プレーンテキスト-このオプションは平文形式のバックアップで機密データが含まれています
。

ステップ 8.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

SCP によって（SSH に）
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > 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。 ダウンロ
ード/Log ページはバックアップコンフィギュレーション/開きます:

ステップ 2.ダウンロードおよびバックアップ転送方式としてプロトコルをセキュア シェル
（SSH） Secure Copy（SCP）使用するために SCP によって（SSH に）クリックして下さい。
注: リモート SSH サーバ 認証 フィールドは SSH サーバのステータスを表示する。 Edit ボタン
は SSH サーバ 認証 ページに連れて行きます。 SSH サーバを設定する方法に関する詳細につい
ては 300 シリーズによって管理されるスイッチの記事セキュア シェル（SSH） サーバ認証を参
照して下さい。
ステップ 3. SSH クライアント 認証 フィールドの Radio ボタン SSH クライアント 認証方式をク
リックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

使用 SSH クライアント-ユーザ向けの常置 SSH 資格情報を確立するこのオプション。
注: システム 資格情報 ボタンは SSH ユーザ認証 ページに連れて行きます。 SSH ユーザ認証
の設定に関する詳細については、300 シリーズによって管理されるスイッチの記事セキュア
シェル（SSH） クライアントのユーザ 認証を参照して下さい。

●

使用して下さい SSH クライアント一度だけ資格情報-このオプションはこの操作のための特
定のユーザーの資格情報しか入力しないことを可能にします:
–ユーザ名-この操作のための使用であるためにユーザネームを入力して下さい。
–パスワード-この操作のための使用であるためにパスワードを入力して下さい。

ステップ 4.保存 Action フィールドのアクションの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可
能 な操作は次のとおりです:
●

●

ダウンロード-このオプションはスイッチのファイルが別のデバイスのファイルと取替えられ
ること規定 します。
バックアップ-このオプションはスイッチのファイルが別のデバイスにコピーされること規定
します。

ステップ 5.タイプの SCP サーバ 定義 フィールドの SCP サーバ 定義の Radio ボタンをクリック
して下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

IP アドレスによって-このオプションは IP アドレスによって SCP サーバに接続できるように
それを作ります。
名指しで-このオプションはドメイン名によって SCP サーバに接続できるようにそれを作り
ます。

タイムセーバ: ステップ 5 で名指しで選択した場合、ステップ 9.にスキップして下さい。
ステップ 6 ステップ 5 の IP アドレスによって選択した場合、IPバージョン フィールドの IPバー
ジョンの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

バージョン 6 - IPv6 タイプ アドレスが使用される場合これを選択して下さい。
バージョン 4 - IPv4 タイプ アドレスが使用される場合これを選択して下さい。

タイムセーバ: ステップ 6 のバージョン 4 を選択した場合、ステップ 9.にスキップして下さい。
ステップ 7 ステップ 6 のバージョン 6 を選択した場合、タイプの IPv6 タイプ address フィール
ドのバージョン 6 アドレスの Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次
のとおりです:
●

●

リンク ローカル-このオプションはローカルネットワークの IPv6 アドレスを選択することを
可能にします。
グローバル-このオプションはすべてのネットワークで目に見える IPv6 アドレスを選択する
ことを可能にします。

タイムセーバ: ステップ 7 で『Global』 を選択 した場合、ステップ 9.にスキップして下さい。
ステップ 8 ステップ 7 のリンク ローカルを選択した場合、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、ファイル転送のためのローカルポートを選択して下さい。
ステップ 9： SCP サーバのIPアドレス/Name フィールドでは、SCP サーバの IP アドレスかドメ
イン名を入力して下さい。
タイムセーバ: ステップ 4 で『Backup』 を選択 した場合、ステップ 12 にスキップして下さい。
ステップ 10： ステップ 4 で『Download』 を選択 した場合、出典ネーム フィールドで、スイッ
チにダウンロードされる原始ファイルの名前を入力して下さい。
ステップ 11： ステップ 4 で『Download』 を選択 した場合、目的ファイル Type フィールドのフ
ァイルの種類の Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

実行コンフィギュレーション ファイル-設定 スイッチによって現在使用されている。
スタートアップ コンフィギュレーション-設定 スイッチがリブートされる場合の使用される
。
バックアップコンフィギュレーション-設定 バックアップのために手動で保存される。

ステップ 12： ステップ 4 で『Backup』 を選択 した場合、原始ファイル Type フィールドのファ
イルの種類の Radio ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

●

●

実行コンフィギュレーション-設定 スイッチによって現在使用されている。
スタートアップ コンフィギュレーション-設定 再度ブートするの後でスイッチによって使用
される。
バックアップコンフィギュレーション-設定 バックアップのために手動で保存される。
ミラー設定-これはスイッチが 24 時間オペレーティングの絶えず過去 24 時間に、行ってもら
わなかった実行コンフィギュレーションへの変更を作成されるとき、またはスタートアップ
コンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションと同一ならスタートアップ コンフィ
ギュレーションのコピーです。
フラッシュ ログ-これはフラッシュ メモリで保存されるシステムメッセージのログです。

ステップ 13： タイプの機密データ フィールドの機密データの Radio ボタンをクリックして下さ
い。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
●

●

●

除いて下さい-このオプションはバックアップで機密データが含まれていません。
暗号化される-このオプションはバックアップの機密データを暗号化します。
プレーンテキスト-このオプションは平文形式のバックアップで機密データが含まれています

。
ステップ 14： 宛先ネーム フィールドでは、その他のデバイスにダウンロードされるファイルの
望ましい名前を入力して下さい。
ステップ 15： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。

