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概要

このドキュメントでは、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）のバックアップ イメージの使用
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推奨されます。

WLC と Lightweight アクセス ポイント（LAP）の基本動作のための設定方法に関する知識●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

AireOS および Cisco ブート・ローダ バージョンを実行する Cisco WLC: 8.5.103.0。●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

WLC のプライマリおよびバックアップ イメージ

WLC では、デフォルトで 2 つのイメージが維持されています。 プライマリ イメージとバックア
ップ イメージがこの 2 つのイメージです。 プライマリ イメージは WLC で使用されるアクティ



ブなイメージで、バックアップ イメージはアクティブなイメージに対するバックアップとして使
用されます。

コントローラのブートローダ（ppcboot）には、アクティブなプライマリ イメージとバックアッ
プ イメージのコピーが保存されています。 プライマリ イメージが破損した場合は、バックアッ
プ イメージを使用してブートローダを起動させることができます。

設定

次の 2 つのメソッドのどちらかを使用してアクティブなイメージを変更できます: ブートプロセ
スか手動でアクティブなブートイメージを変更することの間。

ブートプロセスの間

コントローラは有効なバックアップ イメージがあると仮定して、コントローラをリブートして下
さい。 コントローラのブートプロセスの間、追加オプションを見る pressEsckey。 次からオプシ
ョンを選択するためにプロンプト表示されます:

プライマリ イメージを実行して下さいバックアップ イメージを実行して下さいアクティブ
なブートイメージを変更して下さい設定を削除して下さい手動でイメージをアップデートし
て下さいChooseOption 3: アクティブなブートイメージとしてバックアップ イメージを設定
するためにアクティブなブート imagefrom をブート メニュー変更して下さい。 コントロー
ラは新しくアクティブなイメージと、リブートされたとき、起動します。

1.

Cisco bootloader . . .

Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)

Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057

OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz

(2134 Mhz DDR)

DRAM: 8 GiB

Clearing DRAM...... done

CPLD Revision : a5

Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man

150100 Snr 0707a546, Product: BJNB4R, Revision: 0.7)

Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...

============================================================

Boot Loader Menu

============================================================

1. Run primary image (8.8.111.0) - Active

2. Run backup image (8.5.131.0)

3. Change active boot image

4. Clear configuration

5. Manually update images

------------------------------------------------------------

Enter selection:

2.



注: Cisco ブート・ローダのより古いバージョンはわずかに異なるメニューオプションを示すかも
しれません。

CLI による Manualy

また手動でできます{使用しているコントローラのアクティブなブートイメージを変更 | }コマ
ンド。

各コントローラはプライマリの、以前に付 OS イメージを離れて OS イメージ起動するかまたは
先にロードされたバックアップ イメージを離れて起動することができます。 コントローラ ブー
ト オプションを変更するために、config boot コマンドを使用して下さい。 デフォルトで、コン
トローラのプライマリ イメージはアクティブなイメージとして選択されます。

(Cisco Controller) >config boot ?

primary Sets the primary image as active.

backup Sets the backup image as active.

(Cisco Controller) >

手動で GUI によって 

>コントローラで現在利用できるプライマリおよびバックアップ イメージを表示する、また
現在のイメージ使用中の提示を示す構成ブートイメージ ページにナビゲート する構成ブー
ト 『Commands』 を選択 して下さい（アクティブ）。

1.

イメージ ドロップダウン リストから、アクティブなイメージとして使用されるべきイメー
ジを選択して下さい。

2.

[Apply] をクリックします。3.
設定を保存し、コントローラをリブートします。4.

コントローラは選択したイメージと、リブートされたとき、起動します。

WLC でイメージの削除や上書きを行うには、保存しておくイメージで WLC をブート アップして
、アップグレードを実行します。 この方法では、新しいイメージによりプライマリ イメージが置
き換えられます。

注: 既存のバックアップ イメージは消去されます。

確認 

コントローラ GUI で、コントローラが現在使用していることアクティブなイメージが表示される
ために、> 要約 ページにナビゲート し、ソフトウェア バージョン フィールドを見る要約 『
Monitor』 を選択 して下さい。



またはコマンド > 構成ブートイメージ ページにナビゲート する構成ブートに行くことができ実
行イメージはとして出て来ます（アクティブ）:

コントローラ CLI で、コントローラのプライマリおよびバックアップ イメージを表示する show
boot コマンドを使用して下さい。

(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.8.111.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.5.131.0

(Cisco Controller) >

参考資料
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