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はじめに

このドキュメントでは、Cisco Stratacom のソフトウェアおよびファームウェアをインストール
するために PC でトリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）を使用する方法について説明し
ます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

TFTPクライアントソフトウェアTFTPを使用して、ソフトウェアイメージファイルをPCから
デバイスに転送できます。このドキュメントは、Cisco TFTPサーバアプリケーションからの
出力を使用して作成されました。シスコではこのアプリケーションをすでに打ち切っており
、現在はサポートしておりません。TFTP サーバがない場合は、サードパーティの TFTP サ
ーバ アプリケーションを他の供給元から入手してください。注：TFTP MGX AXIS Shelf
Controller(ASC)ブートコードに対して奇妙なソリューションクライアントを使用すると問題
が報告されています。

●

dnld.fwおよびdnld.swテンプレートファイルこれらのファイルを作成する方法については、こ
のドキュメントの「予備セットアップ」セクションの手順で説明します。テンプレートのネ
イティブ形式はUNIXですが、NotePadまたはWordPadを使用できます。シェアウェアエディ
タDwEditをダウンロードして、DOSおよびUNIXのテキスト形式との変換を簡単に行えます
。

●



TFTPをサポートするスイッチソフトウェア8.4以降●

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの
ではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

予備セットアップ

このセクションでは、ディレクトリのレイアウトとプログラム設定の例を示します。また、
dnldファイルのパス名の設定に関するヒントも含まれています。次の例では、Cisco TFTPサーバ
と奇妙なソリューションTFTPクライアントを参照していますが、他のベンダーソフトウェアでも
同じ原則を使用できます。TFTPクライアントとサーバがすでにインストールされていることを前
提としています。

ファームウェアおよびソフトウェアイメージのロード元となる1つ以上のディレクトリを作
成します。この例では、c:\images\ipxbpxディレクトリとc:\images\mgxディレクトリを使用
しています。これらのディレクトリはsvplusイメージのディレクトリを多少反映しています
が、これは必須ではありません。

1.

Cisco TFTPサーバを実行します。Options > Server Root Directoryの順に選択し、c:\images
directoryディレクトリを参照します。これは、dnldファイル内のパス名が参照されるディレ
クトリです。c:\images\ipxbpxを使用することもできます。この場合、dnldファイルの
PathNameはスラッシュ(/)またはピリオド(.)です。注：ほとんどのユーザーは、ファームウ
ェアとソフトウェアが含まれているディレクトリにサーバルートを設定し、PathNameとし
てスラッシュ(/)またはピリオド(.)を使用することを好みます。この例およびPathNameがサ
ーバルートに対してどのように関連するかを示すために、サーバルートはc:\images
directory and the firmware and software is in the c:\images\ipxbpx directoryに設定されます。

2.

dnldファイルをフォーマットします。UNIXまたはDOS/Windowsのいずれかを使用できます
。UNIXでdnldファイルを作成します。vi/textedit/dtpadを使用してUNIXマシン上にdnld.fwフ
ァイルまたはdnld.swファイルを作成します（または、DwEditなどのUNIX対応エディタを使
用して作成します）。 次の表に、ファイル形式を示します。これらのファイルはUNIXのテ
キスト形式です。これは、行終端が改行(0A)文字であることを意味します。DOSおよび
Windowsのテキストファイルは、キャリッジリターンのラインフィードペア(0D0A)を使用し
ます。 現在、WANスイッチはDOSまたはWindowsの回線終端装置を持つdnldファイルを受
け付けません。UNIXマシンからPCにファイルをFTPします。転送がバイナリモードである
ことを確認してください。DwEditを使用している場合は、 Edit > Conversions > Windows >
UNIXの順に選択します（各行は、黒いブロックが挟まれた1行に表示されます）。 これらの
ファイルをPCで編集する場合は、WordPadで編集する必要があります。WordPadは、ファ
イルの読み取り時にロードされた元の回線終端装置を保持します。しかし、DOS形式のファ
イルを読み込み、UNIX形式のファイルを書き込む方法はないようです。メモ帳は常に
DOS/Windows形式で書き込みます。ファイルのスタイルを簡単に判別するには、ファイル
をメモ帳（Notepad+ではなくWindowsの元のバージョン）でロードします。 フィールドが
正常に表示される場合、ファイルはDOS/Windows形式です。フィールドがすべて1行に表示
され、ブロックがブロックされている場合、ファイルはUNIX形式です。保存せずにメモ帳

3.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


を終了します。ファイルがDOS/Windowsスタイルに変換されている場合は、再度FTPして
編集するか、DwEditなどのユーティリティで変換します。UNIX形式のdnldファイルの例
DOS/Windowsでdnldファイルを作成します。UNIXのdnldファイルまたはUNIXスタイルのエ
ディタのテンプレートが使用できない場合は、メモ帳などの通常のWindowsエディタを使用
してdnldファイルを作成および編集できます。この場合、改行の問題を回避するには、すべ
てのフィールドがスペースで区切られた1行に含まれている必要があります。
DOS/Windows形式のdnldファイルの例DOS/Windows形式のdnldファイルの例注： ファイル
名の後にスペースを入力しないでください。これにより、ファイルがダウンロードされなく
なります。1行のテキストの末尾にスペースを挿入します。これにより、デバイスは回線終
端を認識できます。\Windows\SendTo directory to easily choose Windows editorsディレク
トリのさまざまなエディタへのショートカットを作成します。ファイル名を右クリックし、
[送信]を選択して、エディタを選択します。または、Shiftキーを押しながらファイル名を右
クリックし、[ファイルを開く]を選択します。
作成/FTPで作成したdnldファイルをc:\imagesディレクトリに保存します。WordPadでファ
イルを保存する場合は、ファイルの種類として[テキスト文書]を選択してください。エディ
タ（任意のWindowsエディタ）がファイル名に.txtを追加しないようにするには、ファイル
名を引用符(")で囲みます。 たとえば、[名前を付けて保存]ダイアログボックスの[ファイル名
]フィールドに、保存する際に「dnld.sw」と入力します。これらのファイルは「マスター」
テンプレートファイルになります（これは、UNIX形式のファイルを使用していて、誤って
DOS、Word、またはRTF形式で保存した場合でも、適切なマスターコピーが残るためです
）。 c:\imagesディレクトリからc:\images\ipxbpxディレクトリにテンプレートファイルのコ
ピーを作成します。これらのファイルは、「作業」ファイルになります。

4.

c:\images\ipxbpxディレクトリ内の"working" dnld.fwファイルまたはdnld.swファイル（ある
いはその両方）を編集します。UNIXテンプレートファイルを先に説明したように使用する
場合は、WordPadを使用する必要があります。該当するフィールドに次の情報を入力します
。

5.

ファイルを保存します。 WordPadでファイルを保存する場合は、ファイルの種類として[テ
キスト文書]を選択してください。エディタ（任意のWindowsエディタ）がファイル名に
.txtを追加しないようにするには、ファイル名を引用符(")で囲みます。 たとえば、[名前を付
けて保存]ダイアログボックスの[ファイル名]フィールドに、保存する際に「dnld.sw」と入力
します。

6.

目的の宛先ノードにログインし、cnffwswinitコマンドを入力して、PCのIPアドレスを入力し
ます(DHCPを使用している場合は、winipcfgユーティリティを実行してIPアドレスを検索し
ます)。注：ネットワークでWAN Manager/SV+が使用されている場合は、作業が終了したら
、IPアドレスを必ずWAN Manager/SV+ワークステーションのIPアドレスに戻してください
。それ以外の場合、ワークステーションはファームウェアまたはソフトウェアのTFTPを実
行できません。

7.

TFTPの開始

この項では、すべての事前設定の手順を完了した後に転送を開始する方法について説明します。

奇妙なソリューションのTFTPクライアントを実行します。1.
オプションボタンを[Put]と[Binary]に設定します（ASCIIは機能しません）。2.
[Source file]フィールドにc:\images\ipxbpx\dnld.fwまたはc:\images\ipxbpx\dnld.swと入力し
ます（この例で使用するディレクトリ構造を使用する場合）。

3.

[Destination file]フィールドにdnld.fwまたはdnld.swと入力します。4.



[リモートホスト]フィールドに、スイッチの名前またはIPアドレスを入力します。Nameを使
用する場合は、DNSによって解決できる必要があります。または、適切なName-to-IPアドレ
スマッピングが\Windows\hosts fileディレクトリに存在する必要があります。
\Windows\hosts file may or may not exist on the PC必要に応じて作成します(lmhostsまたは
hosts.sam（サンプル）ファイルは使用しないでください)。 Windows NTでは、hostsファイ
ルは\Winnt\system32\drivers\etc directoryディレクトリにあります。

5.

BlocksizeフィールドとTimeoutフィールドには、エントリは必要ありません。デフォルトは
512と3に設定されています。

6.

まだ実行されていない場合は、Cisco TFTPサーバを実行します。[Options]、[Server Root
Directory]の順に選択し、c:\imagesディレクトリを参照します。

7.

[Put]ボタンをクリックします。転送はエラーなしで完了するはずです。タイムアウトが発生
した場合は、[リモートホスト]フィールドに入力した名前またはIPアドレスに対してpingを
実行して、ノードが到達可能であることを確認します。エラーが発生した場合は、一般的な
エラーのリストを参照してください。

8.

TFTPサーバのステータスウィンドウまたはノードのdspdnld画面とdspfwrev画面あるいはそ
の両方を表示します。短い遅延の後、ファイルの転送が開始されます。そうでない場合は、
PCのIPアドレスがノードに転送されたdnldファイルにあることを確認します。

9.

一般的なエラー

このセクションでは、TFTPクライアントを使用する際に発生する可能性のある一般的なエラーに
ついて説明します。

エラー 説明

無効な文
字列

dnldファイルがDOS/Windows形式であるか、
フィールド名が正しく入力されていません。
「予備セットアップ」セクションのステップ
3を参照してください。

ファイル
が大きす
ぎます

dnldファイルは、おそらくWord、RTF形式、
または破損しています。「予備セットアップ
」セクションのステップ3を参照してください
。

サーバー
のエラー
：不正な
TFTP操
作

TFTP PutはASCIIモードです。バイナリモー
ドに切り替えます。

サーバー
のエラー
：SV+は
FW/SW
dnldを開
始する権
限があり
ません

Cnffwswinit IPアドレスがノードのPCのIPアド
レスに設定されていません。

ダウンロ
ードスペ
ースが無
料ではあ

設定イメージ（savecnfから）が存在します
(クリアするにはsavecnf clearコマンドを使用
します)。



   

りません

ファイル
が見つか
りません

サーバーのルートとパス名の構成を確認しま
す。また、イメージファイルの拡張子が小文
字（.IMGではなく.img）であることを確認し
てください。 ノードは大文字と小文字のファ
イル名を検索しますが、拡張子は小文字にす
る必要があります。また、ファイル名の後に
余分なスペースがないかを確認します。
dnldファイルに入力されたPCのIPアドレスを
再確認します。

ソフトウ
ェアリビ
ジョンの
変更が進
行中

SWSWのダウンロードが進行中です。

無効なリ
ビジョン
番号

リビジョンがカードタイプと一致しません。

無効なカ
ードタイ
プ

dnld.fwのCardNameフィールドに指定された
カードが無効です。

カードは
FWダウ
ンロード
をサポー
トしてい
ません

SWSWの以前のリリースでは、一部のカード
(ASI、BNI、HDM、LDM)がサポートされてお
らず、エラーコード78が表示されます。
Cisco Bug ID CSCdj35089(登録ユーザ専用)を
参照してください。

他のTFTP プログラムに関する注意事項

このセクションでは、TFTPクライアント/サーバソフトウェアの他のバージョンを使用する場合
の追加の注意事項について説明します。

Network TeleSystems TFTP Server

ファイル名のマッピングはデフォルトに設定する必要があります（シスコではありません
）。

●

サーバのルートを指定するには、スラッシュ(/)の代わりにピリオド(.)を使用します。●

サーバーのルートディレクトリでは、[制限なし]または[読み取りを許可]を必ず設定してくだ
さい。

●

関連情報

IPX、IGX、およびBPXノードでの設定の保存と復元●

StrataView Plusでのsavecnfおよびloadcnfコマンドの使用●

WAN スイッチング製品のための新しい名前とカラーのガイド●

ダウンロード：WAN スイッチング ソフトウェア●

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdj35089
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a008009419e.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a0080094199.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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