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設定 移行サービス ツール 
目標
 
ツールは新しいデバイスで使用された新しいインターフェイス 命名規則にインターフェイス名を
アップデートします。 出典から宛先に設定を変換するとき、ツールはソースデバイスのインター
フェイスからデスティネーションデバイスの同じロールを使用するインターフェイスにコマンド
をマッピング します。 それはより新しいデバイスからの類似したコマンドにもはやサポートされ
ないコマンドを変換します。 ツールは更新済設定でオリジナル動作と動作間の同じ機能性を保存
するように試みます。
 
この資料の目標は Sx200、Sx300、または Sx500 シリーズ スイッチからの設定を奪取 したり適
切な Sx250、Sx350 および Sx550 にそれを変換するのに移行 ツールを使用する方法を示すこと
です。
  
適当なデバイス
 

Sx200
Sx300
Sx500
  

出典 ソフトウェア バージョン
 

v1.4 またはそれ以上に
  

宛先 ソフトウェア バージョン
 

v2.3 またはそれ以上に
  

設定 移行 概要
 
ステップ 1： ソーススイッチでは、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 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.転送方式放射状のものボタンの viaHTTP/HTTPS を選択して下さい。
 

 
ステップ 3 保存 Action フィールドで、コンフィギュレーション ファイルをバックアップするた
めに『Backup』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 4.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・ファイルを変換
したいと思うように原始ファイル Type フィールドのスタートアップ コンフィギュレーション コ
ンフィギュレーション・ファイルを選択して下さい。



 
ステップ 5.プレーンテキストを選択するか、または機密データ フィールドで除いて下さい。
 

ステップ 6.設定 移行サービス ツールを開いて下さい。 設定 移行サービス ツール ページは開き
ます。

/content/m/en_us/solutions/small-business/configuration-migration-service-tool/index.html


ステップ 7 出典 コンフィギュレーションセクションで、ソースデバイス モデルからソースデバ
イスを選択して下さい。

ステップ 8.設定テキスト エリアに出典 コンフィギュレーション ファイルのテキストをコピーし
て下さい。



注: 出典 設定を含まれていますファイルが完全なヘッダー セクション確認して下さい。

ステップ 9.デスティネーションデバイス モデル ドロップダウンメニューからデスティネーショ
ンスイッチのモデルを選んで下さい。



ステップ 10.宛先 コンフィギュレーション ファイルに出典 コンフィギュレーション ファイルを
変換するために変換ボタンをクリックして下さい。

注: もはやサポートされない機能のコンフィギュレーションは取除かれます。

ステップ 11： 変換が完了したら、Configurationtext 更新済エリアの結果を確認して下さい。

注: 更新済だったすべての行はテキスト領域で強調表示されます。 コメントは設定に変換の間に



行ったすべての変更を説明するために追加されます。

ステップ 12： 更新済設定をコピーし、新しいテキストファイルにそれを貼り付けて下さい。



ステップ 13： デスティネーションスイッチの Web コンフィギュレーションユーティリティへの
ログインは管理者 > ファイル 管理 プログラム > ファイル オペレーションを選択し。

ステップ 14： オペレーション タイプ フィールドで、ファイルを『Update』 を選択 して下さい
。



ステップ 15： 目的ファイル Type フィールドのスタートアップ コンフィギュレーションを選択
して下さい。

ステップ 16： コピー メソッド フィールドの HTTP/HTTPS を選択して下さい。



ステップ 17： ネーム フィールドで、ステップ 12 で保存された変換されたコンフィギュレーシ
ョン ファイルを選択して下さい。

ステップ 18： 新しい設定をロードするためにスイッチをリロードして下さい。



結論

この資料の指示は Sx200、Sx300、または Sx500 シリーズ スイッチから Sx250、Sx350、または
Sx550 シリーズ スイッチに設定を変換することを可能にします。 deviceâ   s 正常な変換を確認
するために下記のステップに従がって Command Line Interface （CLI）を、使用できます。

注: この例では、デスティネーションスイッチとして SG550X-48MP を使用します。

ステップ 1.デスティネーションスイッチ（Sx250、Sx350、または Sx550 シリーズ スイッチ）へ
のログインおよびセキュリティ > TCP/UDP サービスへのナビゲート。 SSH によってスイッチ
コマンド プロンプトのアクセスをイネーブルにするために SSH サービス チェックボックスをチ
ェックして下さい。

呼び出します。 CLI にアクセスするために SSH アプリケーションを使用して下さい。 この例で
は、スイッチの CLI にアクセスするのに PuTTy を使用します。 ホスト名（か IP アドレス）フィ
ールドでアクセスしたいと思うスイッチの IP アドレス または ホスト名の入力によって始めて下
さい。 それから『Open』 をクリック して下さい。

注: ポートが 22 であることを確かめて下さい。

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


ステップ 3 スイッチで接続を確立したら資格情報を入力するために、プロンプト表示する必要が
あります。 スイッチにログイン 資格情報を入力して下さい。

注: PuTTYâ   s キャッシュをアップデートし、接続し続けるように PuTTy セキュリティ警報を、
ヒットはい得れば。 下記のピクチャでは、SG500X-24MPP から SG550X-48MP に変換された設
定を、現在のホスト名が switche7141d であることがわかる場合があります適用しませんでした
。

ステップ 4.コマンド show startup-config を打ち込んで下さい。 これはこのスイッチにアップロ
ードした変換された startup-configuration を表示する。

注: 下記のピクチャでは、SG550X-48MP スイッチに変換された設定を適用しました。 ホスト名



が Test-1 と呼ばれることがわかります。
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