
コントローラソフトウェアと設定の管理

この章では、コントローラにおける設定とソフトウェアバージョンの管理方法について説明し
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コントローラソフトウェアのアップグレード
コントローラソフトウェアをアップグレードすると、コントローラのアソシエートアクセスポ

イント上のソフトウェアも自動的にアップグレードされます。アクセスポイントがソフトウェア

をロードしている場合、アクセスポイントの各 LEDは連続して点滅します。最大 10台のアクセ
スポイントをコントローラから同時にアップグレードできます。

このプロセスの実行時に、コントローラまたは任意のアクセスポイントの電源を切らないで

ください。電源を切ると、ソフトウェアイメージが破損する場合があります。多数のアクセ

スポイントを含むコントローラをアップグレードするには、ネットワークのサイズにもより

ますが、最大で 30分かかる場合があります。一方、ソフトウェアリリース 4.0.206.0以降で
サポートされているアクセスポイントの同時アップグレード対象数の増加により、アップグ

レードに要する時間は顕著に削減されているはずです。アクセスポイントの電源は入れたま

まにしておく必要があります。また、アップグレード時にコントローラをリセットしてはなり

ません。

注意
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コントローラソフトウェアリリース 5.2以降のリリースでは、コントローラ GUIおよび CLI
の両方からWLANオーバーライド機能が削除されました。コントローラがWLANオーバー
ライド用に設定され、コントローラソフトウェアリリース 5.2以降にアップグレードする場
合、コントローラによりWLAN設定が削除され、すべてのWLANがブロードキャストされま
す。アクセスポイントグループを設定して、特定のWLANのみを送信するように指定でき
ます。各アクセスポイントは、有効化されているWLANのうち、そのアクセスポイントグ
ループに属するWLANだけをアドバタイズします。

（注）

コントローラソフトウェアのアップグレードに関するガイドライン

•あるリリースから別のリリースへダウングレードするときには、現在のリリースの設定が失
われるおそれがあります。回避策として、バックアップサーバに保存されている以前のコ

ントローラ設定ファイルをリロードするか、コントローラを再設定する方法があります。

• 6.0.182.0より古いリリースからこのリリースに直接アップグレードすることはできません。

•特定のリリース間のみでコントローラソフトウェアをアップグレードしたり、ダウングレー
ドしたりすることができます。一部のインスタンスでは、コントローラを中間リリースに

アップグレードしてから最新のソフトウェアリリースにアップグレードする必要がありま

す。

•中間のソフトウェアリリースにコントローラをアップグレードする場合は、コントローラに
アソシエートされているすべてのアクセスポイントを中間リリースにアップグレードしてか

ら最新のコントローラソフトウェアをインストールしてください。大規模なネットワーク

では、各アクセスポイントでソフトウェアをダウンロードするのに多少時間がかかる場合が

あります。

•最新のソフトウェアリリースにアップグレードすると、コントローラにアソシエートされて
いるアクセスポイントのソフトウェアも自動的にアップグレードされます。アクセスポイ

ントがソフトウェアをロードしている場合、アクセスポイントの各 LEDは連続して点滅し
ます。

•コントローラの GUIを使用するには、Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1（またはそれ以降の
リリース）またはMozilla Firefox 2.0.0.11（またはそれ以降のリリース）を使用することを推
奨します。

• Ciscoのコントローラでは、標準の SNMP管理情報ベース（MIB）ファイルをサポートして
います。MIBは Cisco.comの Software Centerからダウンロードできます。

•コントローラソフトウェアは、工場でコントローラにインストールされており、リリースの
アップグレード後や、アクセスポイントがコントローラに joinしたときには、アクセスポ
イントに自動的にダウンロードされます。運用上の利点を最大限活用するために、利用可能

な最新のソフトウェアバージョンをインストールすることを推奨します。

• Wireless LAN Controller Field Upgrade Software for Release 1.7.0.0-FUSをインストールすること
を推奨します。これは特別なAESパッケージであり、システムに関連するコンポーネントの
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アップグレードが複数含まれています。これには、ブートローダ、フィールドリカバリイ

メージ、および FPGA/MCUファームウェアが含まれています。 FUSイメージのインストー
ルでは重要なファームウェアがいくつかインストールされるため、特に注意が必要です。

FUSイメージはランタイムイメージとは無関係です。詳細については、http://www.cisco.com/
en/US/docs/wireless/controller/release/notes/fus_rn_1_7_0_0.htmlを参照してください。

•ソフトウェアのアップグレードに TFTPまたは FTPサーバが使用できることを確認します。
TFTPまたは FTPサーバをセットアップする場合は、次のガイドラインに従ってください。

◦ TFTPサーバで、コントローラソフトウェアリリースよりも大きなサイズのファイルが
サポートされていることを確認します。このサイズのファイルをサポートする TFTP
サーバには、tftpd32や Cisco Prime Infrastructure内の TFTPサーバがあります。コント
ローラソフトウェアをダウンロードするときにTFTPサーバでこのサイズのファイルが
サポートされていないと、「TFTP failure while storing in flash」というエラーメッセージ
が表示されます。

◦ディストリビューションシステムネットワークポートを経由してアップグレードする
場合、ディストリビューションシステムポートはルーティング可能なため、TFTPまた
はFTPサーバは同じサブネット上にあっても、別のサブネット上にあってもかまいませ
ん。

•コントローラを AC電源に接続すると、起動スクリプトおよび電源投入時自己診断テストが
実行されて、システムが初期化されます。この間にEscキーを押すと、ブートローダの [Boot
Options]メニューが表示されます。 5500およびFlex 7500シリーズのコントローラのメニュー
オプションは、他のコントローラプラットフォームとは異なります。

5500シリーズコントローラのブートローダメニューは次のようになっています。
Boot Options
Please choose an option from below:
1. Run primary image
2. Run backup image
3. Change active boot image
4. Clear Configuration
5. Format FLASH Drive
6. Manually update images
Please enter your choice:

他のコントローラプラットフォームのブートローダメニューは次のようになっています。
Boot Options
Please choose an option from below:
1. Run primary image
2. Run backup image
3. Manually update images
4. Change active boot image
5. Clear Configuration
Please enter your choice:

現在のソフトウェアを実行するには 1を、以前のソフトウェアを実行するには 2を、現在の
ソフトウェアを実行して、コントローラの設定を出荷時の初期状態に設定するには 4（5500
シリーズコントローラの場合）、または 5（他のコントローラプラットフォームの場合）を
入力します。その他のオプションは、特に指示がない限り選択しないでください。
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起動スクリプトおよび電源投入時自己診断テストの実行の詳細については、

コントローラのインストールガイドまたはクイックスタートガイドを参照し

てください。

（注）

•管理インターフェイスで NATが有効になっている場合に、CAPWAPディスカバリ応答で送
信されるアドレスを制御するには、次のコマンドを使用します。

config network ap-discovery nat-ip-only {enable | disable}

それぞれの説明は次のとおりです。

• enable：NAT IPの使用をディスカバリ応答でのみ有効にします。これはデフォルトで
す。このコマンドは、すべてのAPがNATゲートウェイの外にある場合に使用します。

• disable：ディスカバリ応答でのNAT IPおよび非NAT IPの両方の使用を有効にします。
このコマンドは、APがNATゲートウェイの内部および外部にある場合に使用します。
たとえば、ローカルモードの APと OfficeExtend APが同じコントローラにある場合で
す。

APが孤立するのを防ぐには、config network ap-discovery nat-ip-onlyコマンド
にdisableオプションを使用する前に、APのリンク遅延を無効にする必要があ
ります（有効にされている場合）。APのリンク遅延を無効にするには、config
ap link-latency disable allコマンドを使用します。

（注）

• 802.1pタギングを設定するには、config qos dot1p-tag {bronze | silver | gold | platinum}タグを
使用します。 7.2.103.0以降のリリースでは、802.1pパケットをタグ付けすると、タギングは
有線のパケットに対してのみ影響します。ワイヤレスパケットは、QoSに設定された最大
優先レベルによってのみ影響を受けます。

•次の操作によってネットワークのダウンタイムを減らすことができます。

• APイメージを事前にダウンロードできます。

• FlexConnectアクセスポイントの場合は、FlexConnect Efficient AP Upgrade機能を使用し
て、コントローラと AP（メインサイトとブランチ）間のトラフィックを削減すること
ができます。

•アップグレードの実行時に、コントローラまたはアクセスポイントの電源を切らないでくだ
さい。電源を切ると、ソフトウェアイメージが破損する場合があります。多数のアクセス

ポイントを含むコントローラをアップグレードするには、ネットワークのサイズにもよりま

すが、最大で 30分かかる場合があります。ただし、同時にアップグレードされるアクセス
ポイント数が増加したため、アップグレードの時間が大幅に短縮されました。アクセスポ

イントの電源は入れたままにしておく必要があります。また、アップグレード時にコント

ローラをリセットしてはなりません。
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•以前のリリースにダウングレードする場合は、次のいずれかを実行します。

•インターフェイスグループにマッピングされているWLANをすべて削除し、新しいポ
リシーを作成します。

•すべてのWLANがインターフェイスグループではなくインターフェイスにマッピング
されるようにします。

•次の操作をコントローラで実行した後は、変更を有効にするためにコントローラをリブート
する必要があります。

•リンク集約（LAG）の有効化または無効化

•証明書に関係する機能の有効化（HTTPSやWeb認証など）

•新しい SNMP v3ユーザの追加、あるいは既存のユーザの変更

•既存の SNMPv3エンジン IDの変更

•新しいライセンスの追加、あるいは既存のライセンスの変更

•ライセンスの優先度を上げる

•コントローラのブートローダには、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。

バックアップイメージが保存されている状態で、リブートの前にブートメニューで [Option
2:RunBackup Image]を選択し、バックアップイメージから起動されるようにします。次に、
動作することが判明しているイメージでアップグレードを行い、コントローラをリブートし

ます。

•コントローラソフトウェアでは、リカバリイメージを削除して十分なスペースを作ること
で、サイズの大きなアクセスポイントのイメージにアップグレードできるようにしてます。

この機能は、8MBのフラッシュを備えたアクセスポイントにのみ影響を及ぼします（1100、
1200、および 1310シリーズアクセスポイント）。すべての比較的新しいアクセスポイン
トには、8MBを超える大型フラッシュが搭載されています。

2007年 8月現在で、サイズの大きなアクセスポイントのイメージはありませ
んでしたが、新機能が追加され、アクセスポイントのイメージサイズはこれ

からも拡大し続けます。

（注）

リカバリイメージによって、イメージのアップグレード時にアクセスポイントのパワーサ

イクリングを行っても使用できる、バックアップイメージが提供されます。アクセスポイ

ントでリカバリの必要を避ける最善の方法は、システムのアップグレード時にアクセスポイ

ントのパワーサイクリングを避けることです。サイズの大きなアクセスポイントイメージ

へのアップグレードの際にパワーサイクリングが発生した場合、TFTPリカバリの手順を使
用してアクセスポイントを回復できます。
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TFTPリカバリの手順を使用してアクセスポイントを回復させるには、次の手順を実行しま
す。

1 必要なリカバリイメージを Cisco.com（c1100-rcvk9w8-mx、c1200-rcvk9w8-mx、または
c1310-rcvk9w8-mx）からダウンロードし、お使いのTFTPサーバのルートディレクトリに
インストールします。

2 TFTPサーバをターゲットのアクセスポイントと同じサブネットに接続して、アクセス
ポイントをパワーサイクリングします。アクセスポイントはTFTPイメージから起動し、
次にコントローラに joinしてサイズの大きなアクセスポイントのイメージをダウンロー
ドし、アップグレード手順を完了します。

3 アクセスポイントが回復したら、TFTPサーバを削除できます。

•連邦情報処理標準（FIPS）が有効な場合でも、コントローラソフトウェアの新しいリリース
へのアップグレードや、旧リリースへのダウングレードは実行できます。

コントローラソフトウェアのアップグレード（GUI）

ステップ 1 コントローラ設定ファイルをサーバにアップロードしてバックアップします。

コントローラソフトウェアをアップグレードする前に、コントローラの設定ファイルをバック

アップしておくことを強く推奨します。バックアップを行わなかった場合は、コントローラを

手動で再設定する必要があります。

（注）

ステップ 2 次の手順に従って、コントローラソフトウェアのイメージを入手します。

a) Cisco Software Center（http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html）にアクセスします。
b) [Wireless] > [Wireless LAN Controller]を選択します。

[IntegratedControllers]、[ControllerModules]、および [StandaloneControllers]の各オプションがあります。

c) 使用しているコントローラのプラットフォームに応じて、これらのオプションのいずれかをクリック
します。

d) コントローラのモデル番号または名前をクリックします。 [DownloadSoftware]ページが表示されます。
e) コントローラソフトウェアリリースをクリックします。ソフトウェアリリースには、ダウンロード
するリリースを判断する際に役立つように、次のようなラベルが付いています。

[EarlyDeployment (ED)]：これらのソフトウェアリリースには、新機能、新しいハードウェアプラット
フォームサポート、およびバグ修正ファイルが付属しています。

[MaintenanceDeployment (MD)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファイルおよび現時点
のソフトウェアメンテナンスが付属しています。

[Deferred (DF)]：これらは延期されたソフトウェアリリースです。アップグレードしたリリースに移
行することを推奨します。

f) ソフトウェアリリース番号を選択します。
g) ファイル名（filename.aes）をクリックします。
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h) [Download]をクリックします。
i) シスコのエンドユーザソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree]をクリックします。
j) お使いのハードドライブにファイルを保存します。
k) ステップ aから kを繰り返して、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 3 コントローラソフトウェアのイメージ（filename.aes）をTFTPサーバまたはFTPサーバのデフォルトディ
レクトリにコピーします。

ステップ 4 （任意）コントローラの 802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワークを無効にします。
使用率の高いネットワークやコントローラ、または小規模なコントローラプラットフォームで

は、予防措置として 802.11a/nネットワークまたは 802.11b/g/nネットワークを無効にすることを
推奨します。

（注）

ステップ 5 コントローラ上のすべてのWLANを無効にします。

ステップ 6 [Commands] > [Download File]の順に選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 7 [File Type]ドロップダウンリストから、[Code]を選択します。

ステップ 8 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 9 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。

ステップ 10 TFTPサーバを使用している場合は、[Maximum Retries]テキストフィールドの 10回の再試行、および
[Timeout]テキストフィールドの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただ
し、これらの値は必要に応じて変更できます。変更する場合は、TFTPサーバがソフトウェアのダウン
ロードを試行する最大回数を [MaximumRetries]テキストボックスに入力し、TFTPサーバがソフトウェア
のダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボックスに入力します。

ステップ 11 [File Path]テキストボックスに、ソフトウェアのディレクトリパスを入力します。

ステップ 12 [File Name]テキストボックスに、コントローラソフトウェアファイルの名前（filename.aes）を入力しま
す。

ステップ 13 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。
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c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 14 [Download]をクリックして、ソフトウェアをコントローラにダウンロードします。ダウンロードのステー
タスを示すメッセージが表示されます。

ステップ 15 ダウンロードの完了後、[Reboot]をクリックします。

ステップ 16 変更を保存するように求めるプロンプトが表示されたら、[Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 17 [OK]をクリックして確定します。

ステップ 18 コントローラがリブートしたら、ステップ6から17を繰り返して、他のファイルをインストールします。

ステップ 19 WLANを再度有効にします。

ステップ 20 Cisco WiSM2の場合は、Catalystスイッチのコントローラポートチャネルを再度有効にします。

ステップ 21 ステップ4で802.11a/nネットワークおよび802.11b/g/nネットワークを無効に場合は、再度有効にします。

ステップ 22 コントローラソフトウェアのバージョンを確認するには、コントローラ GUIの [Monitor]を選択して、
[Controller Summary]領域の [Software Version]を参照してください。

コントローラソフトウェアのアップグレード（CLI）

ステップ 1 コントローラ設定ファイルをサーバにアップロードしてバックアップします。

コントローラソフトウェアをアップグレードする前に、コントローラの設定ファイルをバック

アップしておくことを強く推奨します。バックアップを行わなかった場合は、コントローラを

手動で再設定する必要があります。

（注）

ステップ 2 次の手順に従って、コントローラソフトウェアのイメージを入手します。

a) Cisco Software Center（http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html）にアクセスします。
b) [Wireless] > [Wireless LAN Controller]を選択します。

[IntegratedControllers]、[ControllerModules]、および [StandaloneControllers]の各オプションがあります。

c) 使用しているコントローラのプラットフォームに応じて、これらのオプションのいずれかをクリック
します。

d) コントローラのモデル番号または名前をクリックします。 [DownloadSoftware]ページが表示されます。
e) コントローラソフトウェアリリースをクリックします。ソフトウェアリリースには、ダウンロード
するリリースを判断する際に役立つように、次のようなラベルが付いています。

[EarlyDeployment (ED)]：これらのソフトウェアリリースには、新機能、新しいハードウェアプラット
フォームサポート、およびバグ修正ファイルが付属しています。

[MaintenanceDeployment (MD)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファイルおよび現時点
のソフトウェアメンテナンスが付属しています。

[Deferred (DF)]：これらは延期されたソフトウェアリリースです。アップグレードしたリリースに移
行することを推奨します。
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f) ソフトウェアリリース番号を選択します。
g) ファイル名（filename.aes）をクリックします。
h) [Download]をクリックします。
i) シスコのエンドユーザソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree]をクリックします。
j) お使いのハードドライブにファイルを保存します。
k) ステップ aから kを繰り返して、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 3 コントローラソフトウェアのイメージ（filename.aes）をTFTPサーバまたはFTPサーバのデフォルトディ
レクトリにコピーします。

ステップ 4 （任意）コントローラの 802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワークを無効にします。
使用率の高いネットワークやコントローラ、または小規模なコントローラプラットフォームで

は、予防措置として 802.11a/nネットワークまたは 802.11b/g/nネットワークを無効にすることを
推奨します。

（注）

ステップ 5 コントローラ上のすべてのWLANを無効にします（config wlan disable wlan_idコマンドを使用）。

ステップ 6 コントローラの CLIにログインします。

ステップ 7 ping server-ip-addressコマンドを入力して、コントローラが TFTPまたは FTPサーバと通信できることを
確認します。

ステップ 8 transfer download startコマンドを入力して、現在のダウンロードの設定を表示します。プロンプトに nと
応答して現在のダウンロード設定を表示します。

以下に類似した情報が表示されます。

Mode........................................... TFTP
Data Type...................................... Code
TFTP Server IP................................. xxx.xxx.xxx.xxx
TFTP Packet Timeout............................... 6
TFTP Max Retries.................................. 10
TFTP Path...................................... <directory path>
TFTP Filename.................................. xxx.aes

This may take some time.
Are you sure you want to start? (y/N) n
Transfer Canceled

ステップ 9 必要に応じて、次のコマンドを入力して、ダウンロードの設定を変更します。

• transfer download mode {tftp | ftp}

• transfer download datatype code

• transfer download serverip server-ip-address

• transfer download filename filename

• transfer download path server-path-to-file
TFTPまたは FTPサーバのパス名は、サーバのデフォルトまたはルートディレクトリから
の相対パスです。たとえば、Solaris TFTPサーバの場合、パスは「/」となります。

（注）

TFTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。
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• transfer download tftpMaxRetries retries

• transfer download tftpPktTimeout timeout
10回の再試行および 6秒のタイムアウトというデフォルト値は、調整しなくても適切に機
能します。ただし、これらの値は変更できます。値を変更するには、TFTPサーバがソフ
トウェアのダウンロードを試行する最大回数を retriesパラメータ、ソフトウェアのダウン
ロードを試行する時間の合計（秒単位）を timeoutパラメータに入力します。

（注）

FTPサーバを使用している場合は、次のコマンドも入力します。

• transfer download username username

• transfer download password password

• transfer download port port
portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 10 transfer download startコマンドを入力して、現在の更新された設定を表示します。プロンプトに yと応答
して、現在のダウンロード設定を確認し、ソフトウェアのダウンロードを開始します。

以下に類似した情報が表示されます。

Mode........................................... TFTP
Data Type...................................... Code
TFTP Server IP.................................... xxx.xxx.xxx.xxx
TFTP Packet Timeout............................... 6
TFTP Max Retries............................... 10
TFTP Path...................................... <directory path>
TFTP Filename.................................. xxx.aes

Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting.
TFTP receive complete... extracting components.
Writing new bootloader to flash.
Making backup copy of RTOS.
Writing new RTOS to flash.
Making backup copy of Code.
Writing new Code to flash.
TFTP File transfer operation completed successfully.
Please restart the switch (reset system) for update to complete.

ステップ 11 次のコマンドを入力して、コードのアップデートを不揮発性RAM（NVRAM）に保存し、コントローラを
リブートします。
reset system
コントローラのブートアッププロセスが完了します。

ステップ 12 コントローラがリブートしたら、ステップ6から11を繰り返して、他のファイルをインストールします。

ステップ 13 次のコマンドを入力して、WLANを再び有効にします。
config wlan enable wlan_id
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ステップ 14 Cisco WiSMの場合、Catalystスイッチのコントローラポートチャネルを再度有効にします。

ステップ 15 ステップ4で802.11a/nネットワークおよび802.11b/g/nネットワークを無効に場合は、再度有効にします。

ステップ 16 インストールされているコントローラソフトウェアを確認するには、show sysinfoコマンドを入力して、
製品バージョンを確認してください。

ステップ 17 コントローラにインストールされている Cisco Unified Wireless Network Controller Boot Softwareファイルを
確認するには、コントローラの CLIに show sysinfoコマンドを入力して、Field Recovery Image Versionま
たは Emergency Image Versionを確認します。

Cisco UnifiedWireless Network Controller Boot Software ER.aesファイルがインストールされていな
い場合は、Recovery ImageVersionまたはEmergency ImageVersionには「N/A」と表示されます。

（注）

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード

ネットワークの停止を最小限に抑えるため、アクセスポイントをリセットしたり、ネットワーク

接続を切断したりせずに、アップグレードイメージをコントローラのアクセスポイントにダウン

ロードできるようになりました。以前は、アップグレードイメージをコントローラにダウンロー

ドし、コントローラをリセットすると、アクセスポイントがディスカバリモードに移行してしま

いました。アクセスポイントで新しいイメージを含むコントローラが検出されると、新しいイ

メージがダウンロードされ、アクセスポイントがリセットされ、ディスカバリモードに移行し、

コントローラに再 joinされます。

アップグレードイメージをコントローラにダウンロードしてから、ネットワークを稼働したまま

で、イメージをアクセスポイントにダウンロードできるようになりました。さらに、指定の期間

のあと、または特定の日時に、コントローラおよびアクセスポイントのリブートをスケジュール

することができます。両方のデバイスが稼働している場合は、アクセスポイントによってコント

ローラが検出され、再 joinされます。

アクセスポイントのプレダウンロードのプロセス

アクセスのポイントプレダウンロード機能は、次のように動作します。

•コントローラのイメージがダウンロードされます。

◦ダウンロードされたイメージは、コントローラのバックアップイメージになります。
config boot backupコマンドを使用して、現在のブートイメージをバックアップイメー
ジに変更します。これにより、システム障害が発生した場合、コントローラは最後に動

作していたコントローラのイメージを使用して起動します。

◦ユーザは、config ap image predownload primary allコマンドを使用して、アップグレー
ドされたイメージをプレダウンロードします。アップグレードイメージがアクセスポ

イントにバックアップイメージとしてダウンロードされます。これは、show ap image
allコマンドを使用して確認できます。

Cisco Wireless LAN Controller コンフィギュレーションガイドリリース 7.3    
   OL-27510-01-J 11

コントローラソフトウェアと設定の管理

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード



◦ユーザは config boot primaryコマンドを使用してブートイメージを手動でプライマリ
に変更し、コントローラをリブートしてアップグレードイメージをアクティブにしま

す。

または

◦ユーザは swapキーワードを使用して、スケジュールされたリブートを発行します。こ
こで swapキーワードには重要な点があります。切り替えはアクセスポイント上のプラ
イマリおよびバックアップイメージと、コントローラ上の現在アクティブなイメージお

よびバックアップイメージに起こります。

◦コントローラをリブートすると、アクセスポイントのアソシエーションが解除され、最
終的にアップグレードイメージで起動します。コントローラがアクセスポイントから

送信されたディスカバリ要求に自身のディスカバリ応答パケットで応答すると、アクセ

スポイントから join requestが送信されます。

•イメージの実際のアップグレードが実行されます。次の順序で処理が実行されます。

◦起動時に、アクセスポイントは join requestを送信します。

◦コントローラは join requestで応答し、コントローラが実行しているイメージバージョ
ンを返します。

◦アクセスポイントは、自身が実行しているイメージとコントローラで実行されているイ
メージを比較します。バージョンが一致する場合は、アクセスポイントはコントロー

ラに joinします。

◦バージョンが一致しない場合は、アクセスポイントはバックアップイメージのバージョ
ンと比較します。これが一致した場合は、アクセスポイントではプライマリイメージ

とバックアップイメージを入れ替え、リロードした後、コントローラに joinします。

◦アクセスポイントのプライマリイメージがコントローラのイメージと同じである場合、
アクセスポイントはリロードし、コントローラに joinします。

◦上記の条件のいずれにも当てはまらない場合は、アクセスポイントはコントローラにイ
メージデータ要求を送信し、最新のイメージをダウンロードして、コントローラをリ

ロードした後でコントローラに joinします。

注意事項および制約事項

•同時にプレダウンロードできる最大数は、通常のイメージを同時にダウンロードする数の半
分に制限されます。この制限により、イメージのダウンロード中に、新しいアクセスポイ

ントのコントローラに joinが可能になります。

プレダウンロードの制限に達すると、イメージを取得できなかったアクセスポイントは 180
～ 600秒間スリープ状態になり、その後、再度プレダウンロードが試行されます。

•プレダウンロードのコマンドを入力する前に、アクティブなコントローラのブートイメージ
をバックアップイメージに変更する必要があります。この手順を実行することで、コント
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ローラが何らかの理由でリブートされた場合、アップグレードイメージが部分的にダウン

ロードされるのではなく、以前の実行イメージで確実にバックアップされます。

•アクセスポイントの使用可能なメモリの全容量が 16MBの場合（1130および 1240アクセス
ポイント）は、アップグレードイメージをダウンロードすると空き容量が不足するおそれが

あるため、crash infoファイル、radioファイル、およびすべてのバックアップイメージが自
動的に削除され、空き容量が確保されます。ただし、プレダウンロードイメージはアクセ

スポイントのバックアップイメージに置き換えられるため、この制限はプレダウンロード

プロセスには影響しません。

• config timeコマンドを使用してシステム時刻を変更すると、スケジュールリセットに設定さ
れた時刻は有効ではなくなり、スケジュールされたシステムリセットはキャンセルされま

す。時刻を設定する前にスケジュールリセットをキャンセルするか、スケジュールリセッ

トを保持して時刻を設定しないかを選択できます。

•すべてのプライマリ、セカンダリ、ターシャリコントローラで、同じイメージをプライマリ
イメージとバックアップイメージとして実行する必要があります。つまり、3つのコント
ローラすべてのプライマリイメージがXで、3つのコントローラすべてのセカンダリイメー
ジが Yである必要があり、そうでない場合、機能は有効になりません。

•リセット時に、いずれかの APがコントローライメージをダウンロードしている場合、スケ
ジュールリセットはキャンセルされます。次のメッセージが表示され、スケジュールされ

たリセットがキャンセルされた理由が示されます。

%OSAPI-3-RESETSYSTEM_FAILED: osapi_task.c:4458 System will not reset as software is
being upgraded.

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード：グローバルコンフィギュレー

ション（GUI）

ステップ 1 コントローラ設定ファイルをサーバにアップロードしてバックアップします。

コントローラソフトウェアをアップグレードする前に、コントローラの設定ファイルをバック

アップしておくことを強く推奨します。バックアップを行わなかった場合は、コントローラを

手動で再設定する必要があります。

（注）

ステップ 2 次の手順に従って、コントローラソフトウェアを入手します。

a) Cisco Software Center（http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html）にアクセスします。
b) 中央の選択ウィンドウから [Wireless]を選択します。
c) [Wireless LAN Controllers]をクリックします。

[IntegratedControllers]、[ControllerModules]、および [StandaloneControllers]の各オプションがあります。

d) 使用しているコントローラのプラットフォームに応じて、これらのオプションのいずれかをクリック
します。

e) コントローラのモデル番号または名前をクリックします。 [DownloadSoftware]ページが表示されます。
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f) コントローラソフトウェアリリースをクリックします。ソフトウェアリリースには、ダウンロード
するリリースを判断する際に役立つように、次のようなラベルが付いています。

[EarlyDeployment (ED)]：これらのソフトウェアリリースには、新機能、新しいハードウェアプラット
フォームサポート、およびバグ修正ファイルが付属しています。

[MaintenanceDeployment (MD)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファイルおよび現時点
のソフトウェアメンテナンスが付属しています。

[Deferred (DF)]：これらは延期されたソフトウェアリリースです。アップグレードしたリリースに移
行することを推奨します。

g) ソフトウェアリリース番号を選択します。
h) ファイル名（filename.aes）をクリックします。
i) [Download]をクリックします。
j) シスコのエンドユーザソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree]をクリックします。
k) お使いのハードドライブにファイルを保存します。
l) ステップ aから kを繰り返して、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 3 コントローラソフトウェアのファイル（filename.aes）をTFTPサーバまたはFTPサーバのデフォルトディ
レクトリにコピーします。

ステップ 4 （任意）コントローラの 802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワークを無効にします。
使用率の高いネットワークやコントローラ、または小規模なコントローラプラットフォームで

は、予防措置として 802.11a/nネットワークまたは 802.11b/g/nネットワークを無効にすることを
推奨します。

（注）

ステップ 5 CiscoWiSM2の場合、アクセスポイントでソフトウェアのダウンロードが開始される前にコントローラで
リブートできるように、Catalystスイッチのコントローラポートチャネルをシャットダウンします。

ステップ 6 コントローラ上のすべてのWLANを無効にします。

ステップ 7 [Commands] > [Download File]の順に選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 8 [File Type]ドロップダウンリストから、[Code]を選択します。

ステップ 9 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 10 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。

ステップ 11 TFTPサーバがソフトウェアのダウンロードを試行する最大回数を [MaximumRetries]テキストボックスに
入力し、TFTPサーバがソフトウェアのダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボッ
クスに入力します。

ステップ 12 [File Path]テキストボックスに、ソフトウェアのディレクトリパスを入力します。

ステップ 13 [File Name]テキストボックスに、コントローラソフトウェアファイルの名前（filename.aes）を入力しま
す。

ステップ 14 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。
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b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 15 [Download]をクリックして、ソフトウェアをコントローラにダウンロードします。ダウンロードのステー
タスを示すメッセージが表示されます。

ステップ 16 アクセスポイントのイメージのプレダウンロードをグローバルに設定するには、[Wireless] > [AccessPoints]
> [Global Configuration]の順に選択して、[Global Configuration]ページを開きます。

ステップ 17 [AP Image Pre-download]セクションで、次のいずれかを実行します。

•すべてのアクセスポイントにプライマリイメージをコントローラからプレダウンロードするよう指
示する場合は、[AP Image Pre-download]で [Download Primary]をクリックします。

•すべてのアクセスポイントにプライマリイメージとバックアップイメージを切り替えるよう指示す
る場合は、[Interchange Image]をクリックします。

•コントローラからイメージをダウンロードし、それをバックアップイメージとして保存する場合は、
[Download Backup]をクリックします。

•プレダウンロード操作を中止するには、[Abort Predownload]をクリックします。

ステップ 18 [OK]をクリックして確定します。

ステップ 19 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロードの設定（GUI）

ステップ 1 コントローラ設定ファイルをサーバにアップロードしてバックアップします。

コントローラソフトウェアをアップグレードする前に、コントローラの設定ファイルをバック

アップしておくことを強く推奨します。バックアップを行わなかった場合は、コントローラを

手動で再設定する必要があります。

（注）

ステップ 2 次の手順に従って、コントローラソフトウェアを入手します。

a) Cisco Software Center（http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html）にアクセスします。
b) 中央の選択ウィンドウから [Wireless]を選択します。
c) [Wireless LAN Controllers]をクリックします。

[IntegratedControllers]、[ControllerModules]、および [StandaloneControllers]の各オプションがあります。

d) 使用しているコントローラのプラットフォームに応じて、これらのオプションのいずれかをクリック
します。

e) コントローラのモデル番号または名前をクリックします。 [DownloadSoftware]ページが表示されます。
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f) コントローラソフトウェアリリースをクリックします。ソフトウェアリリースには、ダウンロード
するリリースを判断する際に役立つように、次のようなラベルが付いています。

[EarlyDeployment (ED)]：これらのソフトウェアリリースには、新機能、新しいハードウェアプラット
フォームサポート、およびバグ修正ファイルが付属しています。

[MaintenanceDeployment (MD)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファイルおよび現時点
のソフトウェアメンテナンスが付属しています。

[Deferred (DF)]：これらは延期されたソフトウェアリリースです。アップグレードしたリリースに移
行することを推奨します。

g) ソフトウェアリリース番号を選択します。
h) ファイル名（filename.aes）をクリックします。
i) [Download]をクリックします。
j) シスコのエンドユーザソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree]をクリックします。
k) お使いのハードドライブにファイルを保存します。
l) ステップ aから kを繰り返して、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 3 コントローラソフトウェアのファイル（filename.aes）をTFTPサーバまたはFTPサーバのデフォルトディ
レクトリにコピーします。

ステップ 4 （任意）コントローラの 802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワークを無効にします。
使用率の高いネットワークやコントローラ、または小規模なコントローラプラットフォームで

は、予防措置として 802.11a/nネットワークまたは 802.11b/g/nネットワークを無効にすることを
推奨します。

（注）

ステップ 5 CiscoWiSM2の場合、アクセスポイントでソフトウェアのダウンロードが開始される前にコントローラで
リブートできるように、Catalystスイッチのコントローラポートチャネルをシャットダウンします。

ステップ 6 コントローラ上のすべてのWLANを無効にします。

ステップ 7 [Commands] > [Download File]の順に選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 8 [File Type]ドロップダウンリストから、[Code]を選択します。

ステップ 9 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 10 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。

ステップ 11 TFTPサーバがソフトウェアのダウンロードを試行する最大回数を [MaximumRetries]テキストボックスに
入力し、TFTPサーバがソフトウェアのダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボッ
クスに入力します。

ステップ 12 [File Path]テキストボックスに、ソフトウェアのディレクトリパスを入力します。

ステップ 13 [File Name]テキストボックスに、コントローラソフトウェアファイルの名前（filename.aes）を入力しま
す。

ステップ 14 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。
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b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 15 [Download]をクリックして、ソフトウェアをコントローラにダウンロードします。ダウンロードのステー
タスを示すメッセージが表示されます。

ステップ 16 特定のアクセスポイントのプレダウンロードを設定するには、[Wireless] > [All APs] > [AP_Name]の順に
選択して、選択した APの [All AP Details]ページを開きます。

ステップ 17 [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 18 [AP Image Pre-download]セクションで、次のいずれかを実行します。

•このアクセスポイントにプライマリイメージをコントローラからプレダウンロードするよう指示す
る場合は、[AP Image Pre-download]で [Download Primary]をクリックします。

•このアクセスポイントにプライマリイメージとバックアップイメージを切り替えるよう指示する場
合は、[Interchange Image]をクリックします。

•コントローラからイメージをダウンロードし、それをバックアップイメージとして保存する場合は、
[Download Backup]をクリックします。

•プレダウンロード操作を中止するには、[Abort Predownload]をクリックします。

ステップ 19 [OK]をクリックして確定します。

ステップ 20 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード（CLI）
CLIを使用して、特定のアクセスポイントまたはすべてのアクセスポイントにイメージをプレダ
ウンロードできます。

ステップ 1 次の手順に従って、コントローラソフトウェアを入手します。

a) Cisco Software Center（http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html）にアクセスします。
b) 中央の選択ウィンドウから [Wireless]を選択します。
c) [Wireless LAN Controllers]をクリックします。

[IntegratedControllers]、[ControllerModules]、および [StandaloneControllers]の各オプションがあります。

d) 使用しているコントローラのプラットフォームに応じて、これらのオプションのいずれかをクリック
します。

e) コントローラのモデル番号または名前をクリックします。 [DownloadSoftware]ページが表示されます。
f) コントローラソフトウェアリリースをクリックします。ソフトウェアリリースには、ダウンロード
するリリースを判断する際に役立つように、次のようなラベルが付いています。
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[EarlyDeployment (ED)]：これらのソフトウェアリリースには、新機能、新しいハードウェアプラット
フォームサポート、およびバグ修正ファイルが付属しています。

[MaintenanceDeployment (MD)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファイルおよび現時点
のソフトウェアメンテナンスが付属しています。

[Deferred (DF)]：これらは延期されたソフトウェアリリースです。アップグレードしたリリースに移
行することを推奨します。

g) ソフトウェアリリース番号を選択します。
h) ファイル名（filename.aes）をクリックします。
i) [Download]をクリックします。
j) シスコのエンドユーザソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree]をクリックします。
k) お使いのハードドライブにファイルを保存します。
l) ステップ aから nを繰り返して、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 2 コントローラソフトウェアのファイル（filename.aes）をTFTPサーバまたはFTPサーバのデフォルトディ
レクトリにコピーします。

ステップ 3 （任意）コントローラの 802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワークを無効にします。
使用率の高いネットワークやコントローラ、または小規模なコントローラプラットフォームで

は、予防措置として 802.11a/nネットワークまたは 802.11b/g/nネットワークを無効にすることを
推奨します。

（注）

ステップ 4 CiscoWiSM2の場合、アクセスポイントでソフトウェアのダウンロードが開始される前にコントローラで
リブートできるように、Catalystスイッチのコントローラポートチャネルをシャットダウンします。

ステップ 5 config wlan disable wlan_idコマンドを使用して、コントローラ上のすべてのWLANを無効にします。

ステップ 6 プレダウンロードイメージを受信するアクセスポイントを指定します。

プレダウンロード先のアクセスポイントを指定するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

•プレダウンロード先のアクセスポイントを指定するには、次のコマンドを入力します。

config ap image predownload {primary | backup} {ap_name | all}

プライマリイメージが新しいイメージ、バックアップイメージが古いイメージです。アクセスポイ

ントは常にプライマリイメージでブートされます。

•アクセスポイントのプライマリイメージとバックアップイメージを切り替えるには、次のコマンド
を入力します。

config ap image swap {ap_name | all}

•プレダウンロード先に指定されたアクセスポイントの詳細情報を表示するには、次のコマンドを入
力します。

show ap image {all | ap-name}

出力には、プレダウンロード用に指定されたアクセスポイントがリストされ、各アクセスポイントにつ

いて、プライマリイメージおよびセカンダリイメージのバージョン、プレダウンロードイメージのバー

ジョン、プレダウンロードの試行時間（必要な場合）、およびプレダウンロードの試行回数が示されま
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す。また、出力には、各デバイスのプレダウンロードのステータスも示されます。アクセスポイントの

ステータスは次のとおりです。

• None：プレダウンロード用のアクセスポイントはスケジュールされません。

• Predownloading：アクセスポイントがイメージをプレダウンロードしています。

• Not supported：アクセスポイント（1120、1230、および 1310）が、プレダウンロードをサポートし
ていません。

• Initiated：同時ダウンロード制限に達したため、アクセスポイントはプレダウンロードイメージを取
得するために待機しています。

• Failed：アクセスポイントは 64回、プレダウンロードの試行に失敗しました。

• Complete：アクセスポイントがプレダウンロードを完了しました。

ステップ 7 コントローラおよびアクセスポイントのリブート時間を設定します。

次のコマンドのいずれかを使用して、コントローラおよびアクセスポイントのリブートをスケジュールし

ます。

•次のコマンドを入力して、デバイスをリブートする前の遅延時間を指定します。

reset system in HH:MM:SS image {swap | no-swap} reset-aps [save-config]

resetコマンドで swapオペランドを指定すると、コントローラとアクセスポイントの両方
で、プライマリイメージとバックアップイメージが切り替えられます。

コントローラがすべての joinされたアクセスポイントにリセットメッセージを送信したあ
と、コントローラはリセットされます。

（注）

•次のコマンドを入力して、デバイスがリブートする日付と時刻を指定します。

reset system at YYYY-MM-DD HH:MM:SS image {swap | no-swap} reset-aps [save-config]

コントローラがすべての joinされたアクセスポイントにリセットメッセージを送信したあと、コン
トローラはリセットされます。

resetコマンドで swapオペランドを指定すると、コントローラとアクセスポイントの両方
で、プライマリイメージとバックアップイメージが切り替えられます。

（注）

•次のコマンドを入力して、次回のリセットを通知する SNMPトラップメッセージをセットアップし
ます。

reset system notify-time minutes

コントローラでは、リセット前に通知トラップの設定された分数が送信されます。

•次のコマンドを入力して、スケジュールされたリブートをキャンセルします。

reset system cancel

リセット時間を設定して config timeコマンドを使用し、コントローラのシステム時間を変
更する場合、任意のスケジュールされたリセット時間はキャンセルされるため、システム

の設定後にその時間を設定する必要があることがコントローラによって通知されます。

（注）
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show resetコマンドを使用して、スケジュールされたリセットを表示します。

以下に類似した情報が表示されます。

System reset is scheduled for Apr 08 01:01:01 2010.
Current local time and date is Apr 07 02:57:44 2010.
A trap will be generated 10 minutes before each scheduled system reset.
Use 'reset system cancel' to cancel the reset.
Configuration will be saved before the system reset.

コントローラとのファイルのやり取り
コントローラには、さまざまなファイルをアップロードまたはダウンロードするための組み込み

ユーティリティがあります。コントローラGUIまたはCLIを使用してファイルをインポートする
には、次の項の指示に従ってください。

•ログインバナーファイルのダウンロード

•デバイスの証明書のダウンロード

• CA証明書のダウンロード

• PACのアップロード

•設定ファイルのアップロードおよびダウンロード

ログインバナーファイルのダウンロード

コントローラソフトウェアリリース 6.0以降では、GUIまたは CLIのいずれかを使用して、ログ
インバナーファイルをダウンロードできます。ログインバナーとは、Telnet、SSH、およびコン
ソールポート接続を使用して、コントローラGUIまたはCLIにアクセスしたときに、ユーザ認証
の前にページに表示されるテキストのことです。

ログインバナー情報はテキストファイル（*.txt）で保存します。テキストファイルは 1296文字
以下、テキストは 16行以下でなければなりません。

ASCII文字セットには、印刷可能な文字と印刷不可能な文字があります。ログインバナーで
は、印刷可能な文字のみをサポートしています。

（注）

これはログインバナーの一例です。

Welcome to the Cisco Wireless Controller!
Unauthorized access prohibited.
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Contact sysadmin@corp.com for access.

この項の手順に従って、GUIまたは CLIを使用して、ログインバナーをコントローラにダウン
ロードします。ただし、ダウンロードを開始する前に、ファイルのダウンロードに TFTPまたは
FTPサーバを使用できることを確認します。TFTPまたはFTPサーバをセットアップする場合は、
次のガイドラインに従ってください。

•サービスポート経由でアップグレードする場合、サービスポートはルーティングできない
ため、TFTPまたは FTPサーバはサービスポートと同じサブネット上になければなりませ
ん。あるいは、コントローラ上に静的ルートを作成する必要があります。

•ディストリビューションシステムネットワークポートを経由してアップグレードする場合、
ディストリビューションシステムポートはルーティング可能なので、TFTPまたは FTPサー
バは同じサブネット上にあっても、別のサブネット上にあってもかまいません。

•サードパーティの TFTPまたは FTPサーバとWCS内蔵 TFTPまたは FTPサーバは同じ通信
ポートを使用する必要があるため、サードパーティの TFTPまたは FTPサーバはWCSと同
じコンピュータ上で実行できません。

コントローラの設定をクリアしても、ログインバナーは削除されません。コ

ントローラの GUIまたは CLIを使用してログインバナーをクリアする方法に
ついては、ログインバナーのクリア（GUI）を参照してください。

（注）

コントローラには、1つのログインバナーファイルだけを含めることができ
ます。別のログインバナーファイルをコントローラにダウンロードすると、

最初のログインバナーファイルは上書きされます。

（注）

ログインバナーファイルのダウンロード（GUI）

ステップ 1 TFTPまたはFTPサーバ上にあるデフォルトのディレクトリにログインバナーファイルをコピーします。

ステップ 2 [Commands] > [Download File]の順に選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 3 [File Type]ドロップダウンリストから、[Login Banner]を選択します。

ステップ 4 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 5 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。
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ステップ 6 TFTPサーバが証明書のダウンロードを試行する最大回数を [Maximum Retries]テキストボックスに入力
し、TFTPサーバが証明書のダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボックスに入
力します。

ステップ 7 [File Path]テキストボックスに、ログインバナーファイルのディレクトリパスを入力します。

ステップ 8 [File Name]テキストボックスに、ログインバナーファイル（*.txt）の名前を入力します。

ステップ 9 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 10 [Download]をクリックして、ログインバナーファイルをコントローラにダウンロードします。ダウン
ロードのステータスを示すメッセージが表示されます。

ログインバナーファイルのダウンロード（CLI）

ステップ 1 コントローラの CLIにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、設定ファイルのダウンロードに使用する転送モードを指定します。
transfer download mode {tftp | ftp}

ステップ 3 次のコマンドを入力して、コントローラのログインバナーをダウンロードします。
transfer download datatype login-banner

ステップ 4 次のコマンドを入力して、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを指定します。
transfer download serverip server-ip-address

ステップ 5 次のコマンドを入力して、ダウンロードする設定ファイルの名前を指定します。
transfer download path server-path-to-file

ステップ 6 次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリパスを指定します。
transfer download filename filename.txt

ステップ 7 TFTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download tftpMaxRetries retries

• transfer download tftpPktTimeout timeout

10回の再試行および 6秒のタイムアウトというデフォルト値は、調整しなくても適切に機
能します。ただし、これらの値は変更できます。値を変更するには、TFTPサーバがソフ
トウェアのダウンロードを試行する最大回数を retriesパラメータ、ソフトウェアのダウン
ロードを試行する時間の合計（秒単位）を timeoutパラメータに入力します。

（注）
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ステップ 8 FTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download username username

• transfer download password password

• transfer download port port

portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 9 transfer download startコマンドを入力して、ダウンロードの設定を表示します。現在の設定を確認して
ダウンロードプロセスを開始するプロンプトが表示されたら、yと答えます。
以下に類似した情報が表示されます。

Mode............................................. TFTP
Data Type........................................ Login Banner
TFTP Server IP................................... 10.10.10.10
TFTP Packet Timeout.............................. 6
TFTP Max Retries................................. 10
TFTP Path........................................ /
TFTP Filename.................................... banner.txt

This may take some time.
Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP Login Banner transfer starting.

TFTP receive complete... checking login banner.

Successfully installed new login banner file

ログインバナーのクリア（GUI）

ステップ 1 [Commands] > [Login Banner]の順に選択して、[Login Banner]ページを開きます。

ステップ 2 [Clear]をクリックします。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、[OK]をクリックして、バナーをクリアします。
コントローラ CLIを使用してコントローラからログインバナーをクリアするには、clear login-bannerコ
マンドを入力します。
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デバイスの証明書のダウンロード

各無線デバイス（コントローラ、アクセスポイント、およびクライアント）には独自のデバイス

の証明書があります。たとえば、コントローラには、シスコによりインストールされたデバイス

の証明書が付属しています。この証明書は、ローカル EAP認証時にワイヤレスクライアントの
認証を行うために、EAP-FAST（PACを使用していない場合）、EAP-TLS、PEAP-GTC、および
PEAP-MSCHAPv2により使用されます。ただし、ご自身のベンダー固有のデバイス証明書を使用
する場合は、証明書をコントローラにダウンロードする必要があります。

ローカル EAPの設定の詳細については、「ローカル EAPの設定」の項を参照してください。（注）

この項の手順に従って、GUIまたは CLIのいずれかを使用して、ベンダー固有のデバイスの証明
書をコントローラにダウンロードします。ただし、ダウンロードを開始する前に、証明書のダウ

ンロードに TFTPまたは FTPサーバを使用できることを確認します。 TFTPまたは FTPサーバを
セットアップする場合は、次のガイドラインに従ってください。

•サービスポート経由でアップグレードする場合、サービスポートはルーティングできない
ため、TFTPまたは FTPサーバはサービスポートと同じサブネット上になければなりませ
ん。あるいは、コントローラ上に静的ルートを作成する必要があります。

•ディストリビューションシステムネットワークポートを経由してアップグレードする場合、
ディストリビューションシステムポートはルーティング可能なので、TFTPまたは FTPサー
バは同じサブネット上にあっても、別のサブネット上にあってもかまいません。

•サードパーティの TFTPまたは FTPサーバとWCS内蔵 TFTPまたは FTPサーバは同じ通信
ポートを使用する必要があるため、サードパーティの TFTPまたは FTPサーバはWCSと同
じコンピュータ上で実行できません。

コントローラにダウンロードする証明書はすべて、PEM形式でなければなり
ません。

（注）
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デバイスの証明書のダウンロード（GUI）

ステップ 1 デバイスの証明書を TFTPまたは FTPサーバ上のデフォルトディレクトリにコピーします。

ステップ 2 [Commands] > [Download File]の順に選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 3 [File Type]ドロップダウンリストから、[Vendor Device Certificate]を選択します。

ステップ 4 [CertificatePassword]テキストボックスに、証明書を保護するために使用されたパスワードを入力します。

ステップ 5 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 6 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。

ステップ 7 TFTPサーバが証明書のダウンロードを試行する最大回数を [Maximum Retries]テキストボックスに入力
し、TFTPサーバが証明書のダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボックスに入
力します。

ステップ 8 [File Path]テキストボックスに、証明書のディレクトリパスを入力します。

ステップ 9 [File Name]テキストボックスに、証明書の名前を入力します。

ステップ 10 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 11 [Download]をクリックして、デバイスの証明書をコントローラにダウンロードします。ダウンロードの
ステータスを示すメッセージが表示されます。

ステップ 12 ダウンロードの完了後、[Commands] > [Reboot] > [Reboot]の順に選択します。

ステップ 13 変更を保存するように求めるプロンプトが表示されたら、[Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 14 [OK]をクリックし、変更内容を確定してコントローラをリブートします。

デバイスの証明書のダウンロード（CLI）

ステップ 1 コントローラの CLIにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、設定ファイルのダウンロードに使用する転送モードを指定します。
transfer download mode {tftp | ftp}
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ステップ 3 次のコマンドを入力して、ダウンロードするファイルのタイプを指定します。
transfer download datatype eapdevcert

ステップ 4 次のコマンドを入力して、証明書の秘密キーを指定します。
transfer download certpassword password

ステップ 5 次のコマンドを入力して、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを指定します。
transfer download serverip server-ip-address

ステップ 6 次のコマンドを入力して、ダウンロードする設定ファイルの名前を指定します。
transfer download path server-path-to-file

ステップ 7 次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリパスを指定します。
transfer download filename filename.pem

ステップ 8 TFTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download tftpMaxRetries retries

• transfer download tftpPktTimeout timeout

10回の再試行および 6秒のタイムアウトというデフォルト値は、調整しなくても適切に機
能します。ただし、これらの値は変更できます。値を変更するには、TFTPサーバがソフ
トウェアのダウンロードを試行する最大回数を retriesパラメータ、ソフトウェアのダウン
ロードを試行する時間の合計（秒単位）を timeoutパラメータに入力します。

（注）

ステップ 9 FTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download username username

• transfer download password password

• transfer download port port

portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 10 transfer download startコマンドを入力して、更新された設定を表示します。現在の設定を確認してダウ
ンロードプロセスを開始するプロンプトが表示されたら、yと答えます。
以下に類似した情報が表示されます。

Mode........................................... TFTP
Data Type................................... Vendor Dev Cert
TFTP Server IP.............................. 10.10.10.4
TFTP Packet Timeout............................ 6
TFTP Max Retries............................... 10
TFTP Path................................... /tftpboot/username/
TFTP Filename............................... filename.pem
This may take some time.
Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP EAP Dev cert transfer starting.
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Certificate installed.
Reboot the switch to use the new certificate.

ステップ 11 次のコマンドを入力して、コントローラをリブートします。
reset system

CA 証明書のダウンロード
コントローラとアクセスポイントには、デバイスの証明書の署名と確認に使用される Certificate
Authority（CA;認証局）の証明書があります。コントローラには、シスコによりインストールさ
れた CA証明書が付属しています。この証明書は、ローカル EAP認証時にワイヤレスクライア
ントの認証を行うために、EAP-FAST（PACを使用していない場合）、EAP-TLS、PEAP-GTC、お
よび PEAP-MSCHAPv2により使用できます。ただし、ご自身のベンダー固有のCA証明書を使用
する場合は、証明書をコントローラにダウンロードする必要があります。

ローカル EAPの設定の詳細については、「ローカル EAPの設定」の項を参照してください。（注）

この項の手順に従って、GUIまたは CLIのいずれかを介して、CA証明書をコントローラにダウ
ンロードします。ただし、ダウンロードを開始する前に、証明書のダウンロードに TFTPまたは
FTPサーバを使用できることを確認します。TFTPまたはFTPサーバをセットアップする場合は、
次のガイドラインに従ってください。

•サービスポート経由でアップグレードする場合、サービスポートはルーティングできない
ため、TFTPまたは FTPサーバはサービスポートと同じサブネット上になければなりませ
ん。あるいは、コントローラ上に静的ルートを作成する必要があります。

•ディストリビューションシステムネットワークポートを経由してアップグレードする場合、
ディストリビューションシステムポートはルーティング可能なので、TFTPまたは FTPサー
バは同じサブネット上にあっても、別のサブネット上にあってもかまいません。

•サードパーティの TFTPまたは FTPサーバとWCS内蔵 TFTPまたは FTPサーバは同じ通信
ポートを使用する必要があるため、サードパーティの TFTPまたは FTPサーバはWCSと同
じコンピュータ上で実行できません。

コントローラにダウンロードする証明書はすべて、PEM形式でなければなり
ません。

（注）
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CA 証明書のダウンロード（GUI）

ステップ 1 CA証明書を TFTPまたは FTPサーバ上のデフォルトディレクトリにコピーします。

ステップ 2 [Commands] > [Download File]を選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 3 [File Type]ドロップダウンリストから、[Vendor CA Certificate]を選択します。

ステップ 4 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 5 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。

ステップ 6 TFTPサーバが証明書のダウンロードを試行する最大回数を [Maximum Retries]テキストボックスに入力
し、TFTPサーバが証明書のダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボックスに入
力します。

ステップ 7 [File Path]テキストボックスに、証明書のディレクトリパスを入力します。

ステップ 8 [File Name]テキストボックスに、証明書の名前を入力します。

ステップ 9 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 10 [Download]をクリックして、CA証明書をコントローラにダウンロードします。ダウンロードのステータ
スを示すメッセージが表示されます。

ステップ 11 ダウンロードの完了後、[Commands] > [Reboot] > [Reboot]の順に選択します。

ステップ 12 変更を保存するように求めるプロンプトが表示されたら、[Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 13 [OK]をクリックし、変更内容を確定してコントローラをリブートします。

CA 証明書のダウンロード（CLI）

ステップ 1 コントローラ CLIにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、設定ファイルのダウンロードに使用する転送モードを指定します。
transfer download mode {tftp | ftp}

ステップ 3 次のコマンドを入力して、ダウンロードするファイルのタイプを指定します。
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transfer download datatype eapdevcert

ステップ 4 次のコマンドを入力して、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを指定します。
transfer download serverip server-ip-address

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリパスを指定します。
transfer download path server-path-to-file

ステップ 6 次のコマンドを入力して、ダウンロードする設定ファイルの名前を指定します。
transfer download filename filename.pem

ステップ 7 TFTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download tftpMaxRetries retries

• transfer download tftpPktTimeout timeout

10回の再試行および 6秒のタイムアウトというデフォルト値は、調整しなくても適切に機
能します。ただし、これらの値は変更できます。値を変更するには、TFTPサーバがソフ
トウェアのダウンロードを試行する最大回数を retriesパラメータ、ソフトウェアのダウン
ロードを試行する時間の合計（秒単位）を timeoutパラメータに入力します。

（注）

ステップ 8 FTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download username username

• transfer download password password

• transfer download port port

portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 9 transfer download startコマンドを入力して、更新された設定を表示します。現在の設定を確認してダウ
ンロードプロセスを開始するプロンプトが表示されたら、yと答えます。
以下に類似した情報が表示されます。

Mode........................................... TFTP
Data Type................................... Vendor CA Cert
TFTP Server IP.............................. 10.10.10.4
TFTP Packet Timeout............................ 6
TFTP Max Retries............................... 10
TFTP Path................................... /tftpboot/username/
TFTP Filename............................... filename.pem
This may take some time.
Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP EAP CA cert transfer starting.

Certificate installed.
Reboot the switch to use the new certificate.
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ステップ 10 reset systemコマンドを入力して、コントローラをリブートします。

PAC のアップロード
Protected Access Credential（PAC）は、自動または手動でプロビジョニングされる資格情報で、
EAP-FAST認証時にローカル EAP認証で相互認証を実行するために使用されます。手動の PAC
プロビジョニングが有効になっている場合、PACファイルはコントローラ上で手動で生成されま
す。

ローカル EAPの設定の詳細については、「ローカル EAPの設定」の項を参照してください。（注）

この項の手順に従って、GUIまたはCLIのいずれかを使用して、コントローラから PACを生成し
てロードします。ただし、開始する前に、PACのアップロードに TFTPまたは FTPサーバを使用
できることを確認します。 TFTPまたは FTPサーバをセットアップする場合は、次のガイドライ
ンに従ってください。

•サービスポート経由でアップロードする場合は、TFTP/FTPサーバがサービスポートと同じ
サブネット上になければなりません。サービスポートはルーティングできないからです。同

じサブネット上にない場合は、コントローラ上に静的ルートを作成する必要があります。

•ディストリビューションシステムネットワークポートを経由してアップロードする場合は、
TFTP/FTPサーバは同じサブネット上にあっても、別のサブネット上にあってもかまいませ
ん。ディストリビューションシステムポートはルーティング可能であるためです。

•サードパーティの TFTPまたは FTPサーバとWCS内蔵 TFTPまたは FTPサーバは同じ通信
ポートを使用する必要があるため、サードパーティの TFTPまたは FTPサーバはWCSと同
じコンピュータ上で実行できません。
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PAC のアップロード（GUI）

ステップ 1 [Commands] > [Upload File]の順に選択して、[Upload File from Controller]ページを開きます。

ステップ 2 [File Type]ドロップダウンリストから、[PAC (Protected Access Credential)]を選択します。

ステップ 3 [User]テキストボックスに、PACを使用するユーザ名を入力します。

ステップ 4 [Validity]テキストボックスに、PACが有効である日数を入力します。デフォルトの設定は、ゼロ（0）
です。

ステップ 5 [Password]テキストボックスおよび [Confirm Password]テキストボックスに、PACを保護するためのパス
ワードを入力します。

ステップ 6 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 7 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 8 [File Path]テキストボックスに、PACのディレクトリパスを入力します。

ステップ 9 [File Name]テキストボックスに、PACファイルの名前を入力します。 PACファイルには .pac拡張子が付
いています。

ステップ 10 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、FTPサーバ上のアップロードが行われるポート番号を入力
します。デフォルト値は 21です。

ステップ 11 [Upload]をクリックして、コントローラから PACをアップロードします。アップロードのステータスを
示すメッセージが表示されます。

ステップ 12 ワイヤレスクライアントの手順に従って、クライアントデバイス上に PACをアップロードします。必ず
上記で入力したパスワードを使用するようにしてください。

PAC のアップロード（CLI）

ステップ 1 コントローラ CLIにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、設定ファイルのアップロードに使用する転送モードを指定します。
transfer upload mode {tftp | ftp}

ステップ 3 次のコマンドを入力して、Protected Access Credential（PAC）をアップロードします。
transfer upload datatype pac

ステップ 4 次のコマンドを入力して、ユーザ IDを指定します。
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transfer upload pac username validity password

ステップ 5 次のコマンドを入力して、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを指定します。
transfer upload serverip server-ip-address

ステップ 6 次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリパスを指定します。
transfer upload path server-path-to-file

ステップ 7 次のコマンドを入力して、アップロードする設定ファイルの名前を指定します。
transfer upload filename manual.pac

ステップ 8 FTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer upload username username

• transfer upload password password

• transfer upload port port

portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 9 transfer upload startコマンドを入力して、更新された設定を表示します。現在の設定を確認してアップ
ロードプロセスを開始するプロンプトが表示されたら、yと答えます。
以下に類似した情報が表示されます。

Mode........................................... TFTP
TFTP Server IP................................. 10.10.10.4
TFTP Path...................................... /tftpboot/username/
TFTP Filename..................................... manual.pac
Data Type......................................... PAC
PAC User.......................................... username
PAC Validity...................................... 10 days
PAC Password................................... password

Are you sure you want to start? (y/N) y

PAC transfer starting.

File transfer operation completed successfully.

ステップ 10 ワイヤレスクライアントの手順に従って、クライアントデバイス上に PACをアップロードします。必ず
上記で入力したパスワードを使用するようにしてください。
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設定ファイルのアップロードおよびダウンロード

コントローラの設定ファイルをバックアップのためにサーバにアップロードすることを推奨しま

す。設定が失われた場合には、保存した設定をコントローラにダウンロードすることができま

す。

別のコントローラプラットフォームからアップロードした設定ファイルをダウンロードしな

いよう注意してください。たとえば、Cisco 5500シリーズコントローラでは、Cisco 2500シ
リーズコントローラの設定ファイルはサポートしていません。

（注）

設定ファイルを使用する場合は、次の注意事項に従ってください。

•無効な値を含む CLIはフィルタで除外され、XML検証エンジンによってデフォルトに設定
されます。検証はブートアップ中に行われます。検証に失敗した場合は、設定が拒否され

ることがあります。無効な CLIを使用すると、設定が失敗するおそれがあります。たとえ
ば、WLANを追加するための適切なコマンドを追加しないでWLANを設定しようとするCLI
を使用する可能性があります。

•依存関係が正しくない場合は、設定が拒否されることがあります。たとえば、addコマンド
を使用せずに、依存パラメータを設定しようとした場合です。 XML検証は正しく行われる
場合がありますが、設定のダウンロードインフラストラクチャは検証エラーなしでただちに

設定を拒否します。

•無効な設定は、show invalid-configコマンドを使用して確認できます。 show invalid-configコ
マンドは、ダウンロードプロセスの一部として、または XML検証インフラストラクチャに
よって、コントローラから拒否された設定を報告します。

設定ファイルを読んで変更することもできます。（注）

設定ファイルのアップグレード

GUIまたは CLIのいずれかを使用して、設定ファイルをアップロードできます。
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設定ファイルのアップロード（GUI）

ステップ 1 [Commands] > [Upload File]の順に選択して、[Upload File from Controller]ページを開きます。

ステップ 2 [File Type]ドロップダウンリストから [Configuration]を選択します。

ステップ 3 設定ファイルを暗号化します。[Configuration File Encryption]チェックボックスをオンにして、[Encryption
Key]テキストボックスに暗号キーを入力します。

ステップ 4 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 5 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [File Path]テキストボックスに、設定ファイルのディレクトリパスを入力します。

ステップ 7 [File Name]テキストボックスに、設定ファイルの名前を入力します。

ステップ 8 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、FTPサーバ上のアップロードが行われるポート番号を入力
します。デフォルト値は 21です。

ステップ 9 [Upload]をクリックし、設定ファイルを TFTPまたは FTPサーバにアップロードします。アップロードの
ステータスを示すメッセージが表示されます。アップロードに失敗すると、この手順が繰り返され、再試

行されます。

設定ファイルのアップロード（CLI）

ステップ 1 次のコマンドを入力して、設定ファイルのアップロードに使用する転送モードを指定します。
transfer upload mode {tftp | ftp}

ステップ 2 次のコマンドを入力して、アップロードするファイルのタイプを指定します。
transfer upload datatype config

ステップ 3 次のコマンドを入力して、設定ファイルを暗号化します。

• transfer encrypt enable

• transfer encrypt set-key key（keyはファイルの暗号化に使用する暗号キーです）

ステップ 4 次のコマンドを入力して、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを指定します。
transfer upload serverip server-ip-address

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリパスを指定します。
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transfer upload path server-path-to-file

ステップ 6 次のコマンドを入力して、アップロードする設定ファイルの名前を指定します。
transfer upload filename filename

ステップ 7 FTPサーバを使用している場合、FTPサーバへのログインで使用するユーザ名およびパスワード、アップ
ロードが発生するポート番号を指定するには、次のコマンドを入力します。

• transfer upload username username

• transfer upload password password

• transfer upload port port

portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 8 次のコマンドを入力して、アップロードプロセスを開始します。
transfer upload start

ステップ 9 現在の設定を確認するプロンプトが表示されたら、yと答えます。
以下に類似した情報が表示されます。

Mode............................................. TFTP
TFTP Server IP................................... 10.10.10.4
TFTP Path........................................ Config/
TFTP Filename.................................... AS_4402_4_2_55_8_Config.xml
Data Type........................................ Config File
Encryption....................................... Disabled

**************************************************
*** WARNING: Config File Encryption Disabled ***
**************************************************

Are you sure you want to start? (y/N) Y
File transfer operation completed successfully.

アップロードに失敗すると、この手順が繰り返され、再試行されます。

設定ファイルのダウンロード

GUIまたは CLIのいずれかを使用して、設定ファイルをダウンロードできます。
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設定ファイルのダウンロード（GUI）

ステップ 1 [Commands] > [Download File]を選択して、[Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 2 [File Type]ドロップダウンリストから [Configuration]を選択します。

ステップ 3 設定ファイルが暗号化されている場合は、[Configuration File Encryption]チェックボックスをオンにして、
[Encryption Key]テキストボックスにファイルの暗号化解除に使用する暗号キーを入力します。

ここで入力するキーは、アップロードプロセス中に入力したキーと一致させる必要がありま

す。

（注）

ステップ 4 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]または [FTP]を選択します。

ステップ 5 [IP Address]テキストボックスに、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを入力します。
TFTPサーバを使用している場合は、[MaximumRetries]テキストボックスの 10回の再試行および [Timeout]
テキストボックスの 6秒というデフォルト値は、調整しなくても適切に機能します。ただし、これらの
値は変更できます。

ステップ 6 TFTPサーバが設定ファイルのダウンロードを試行する最大回数を [MaximumRetries]テキストボックスに
入力し、TFTPサーバが設定ファイルのダウンロードを試行する時間（秒単位）を [Timeout]テキストボッ
クスに入力します。

ステップ 7 [File Path]テキストボックスに、設定ファイルのディレクトリパスを入力します。

ステップ 8 [File Name]テキストボックスに、設定ファイルの名前を入力します。

ステップ 9 FTPサーバを使用している場合は、次の手順に従います。
a) [Server Login Username]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのユーザ名を入力しま
す。

b) [Server Login Password]テキストボックスに、FTPサーバにログインするためのパスワードを入力しま
す。

c) [Server Port Number]テキストボックスに、ダウンロードが発生する FTPサーバのポート番号を入力し
ます。デフォルト値は 21です。

ステップ 10 [Download]をクリックして、ファイルをコントローラにダウンロードします。ダウンロードのステータ
スを示すメッセージが表示され、コントローラが自動的にリブートされます。ダウンロードに失敗する

と、この手順が繰り返され、再試行されます。
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設定ファイルのダウンロード（CLI）

コントローラは差分設定のダウンロードをサポートしていません。設定ファイルには、ダウ

ンロードが正常に完了するのに必要なすべてのコマンド（すべてのインターフェイスアドレ

スコマンド、読み取りおよび書き込み権限を持つ mgmtuserコマンド、およびインターフェイ
スポートまたはLAGを有効または無効にするコマンド）が含まれています。たとえば、設定
ファイルの一部として config time ntp server index server_addressコマンドのみをダウンロード
すると、ダウンロードは失敗します。設定ファイルに含まれるコマンドだけがコントローラ

に適用されるため、ダウンロード前のコントローラの設定はすべて削除されます。

（注）

ステップ 1 次のコマンドを入力して、設定ファイルのダウンロードに使用する転送モードを指定します。
transfer download mode {tftp | ftp}

ステップ 2 次のコマンドを入力して、ダウンロードするファイルのタイプを指定します。
transfer download datatype config

ステップ 3 設定ファイルが暗号化されている場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer encrypt enable

• transfer encrypt set-key key、ここで、keyはファイルの暗号化解除に使用する暗号キーです。

ここで入力するキーは、アップロードプロセス中に入力したキーと一致させる必要があり

ます。

（注）

ステップ 4 次のコマンドを入力して、TFTPまたは FTPサーバの IPアドレスを指定します。
transfer download serverip server-ip-address

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリパスを指定します。
transfer download path server-path-to-file

ステップ 6 次のコマンドを入力して、ダウンロードする設定ファイルの名前を指定します。
transfer download filename filename

ステップ 7 TFTPサーバを使用している場合は、次のコマンドを入力します。

• transfer download tftpMaxRetries retries

• transfer download tftpPktTimeout timeout

10回の再試行および 6秒のタイムアウトというデフォルト値は、調整しなくても適切に機
能します。ただし、これらの値は変更できます。値を変更するには、TFTPサーバがソフ
トウェアのダウンロードを試行する最大回数を retriesパラメータ、ソフトウェアのダウン
ロードを試行する時間の合計（秒単位）を timeoutパラメータに入力します。

（注）

ステップ 8 FTPサーバを使用している場合、FTPサーバへのログインで使用するユーザ名およびパスワード、ダウン
ロードが発生するポート番号を指定するには、次のコマンドを入力します。

• transfer upload username username
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• transfer upload password password

• transfer upload port port

portパラメータのデフォルト値は 21で
す。

（注）

ステップ 9 次のコマンドを入力して、更新された設定を表示します。
transfer download start

ステップ 10 現在の設定を確認し、ダウンロードプロセスを開始するプロンプトが表示されたら、yと答えます。
以下に類似した情報が表示されます。

Mode............................................. TFTP
TFTP Server IP................................... 10.10.10.4
TFTP Path........................................ Config/
TFTP Filename.................................... AS_4402_4_2_55_8_Config.xml
Data Type........................................ Config File
Encryption....................................... Disabled

**************************************************
*** WARNING: Config File Encryption Disabled ***
**************************************************

Are you sure you want to start? (y/N) y

File transfer operation completed successfully.

ダウンロードに失敗すると、この手順が繰り返され、再試行されます。

設定の保存
コントローラには、揮発性メモリと不揮発性メモリの 2種類のメモリが搭載されています。次の
いずれかのコマンドを使用して、アクティブな揮発性 RAMから不揮発性 RAM（NVRAM）に設
定の変更を随時保存できます。

• save config：コントローラをリセットせずに、揮発性メモリから不揮発性メモリに設定を保
存できます。

• reset system：コントローラをリブートする前に、設定の変更を保存するかどうかを確認する
プロンプトが表示されます。

• logout：ログアウトの前に、設定の変更を保存するかどうかを確認するプロンプトが表示さ
れます。
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設定ファイルの編集
コントローラの設定を保存すると、コントローラはそれを XML形式でフラッシュメモリに格納
します。コントローラソフトウェアリリース 5.2以降のリリースでは、設定ファイルをCLI形式
に変換し、簡単に読み取ったり修正したりすることができます。設定ファイルをTFTPまたはFTP
サーバにアップロードすると、コントローラでは XMLから CLIへの変換が開始されます。さら
に、サーバ上でCLI形式の設定ファイルを読み取ったり、編集したりすることができます。操作
を完了したら、コントローラにファイルをダウンロードして、XML形式に再度変換し、保存しま
す。

ステップ 1 次のいずれかを実行して、設定ファイルを TFTPまたは FTPサーバにアップロードします。

•コントローラ GUIを使用してファイルをアップロードします。

•コントローラ CLIを使用してファイルをアップロードします。

ステップ 2 サーバの設定ファイルを読み取るか、編集します。既存の CLIコマンドを修正または削除して、新しい
CLIコマンドをファイルに追加できます。

設定ファイルを編集するには、Windowsのメモ帳、ワードパッド、または Linuxの VIエディタ
のいずれかを使用できます。

（注）

ステップ 3 変更をサーバ上の設定ファイルに保存します。

ステップ 4 次のいずれかを実行して、設定ファイルをコントローラにダウンロードします。

•コントローラ GUIを使用してファイルをダウンロードします。

•コントローラ CLIを使用してファイルをダウンロードします。

コントローラでは、設定ファイルがXML形式に変換されて、フラッシュメモリに保存され、新しい設定
を使用してリブートされます。既知のキーワードおよび正しい構文を持つCLIコマンドはXMLに変換さ
れますが、不適切な CLIコマンドは無視されてフラッシュメモリに保存されます。無効な値を持つすべ
ての CLIコマンドはデフォルトの値に置き換えられます。無視されたコマンドおよび無効な設定値を確
認するには、次のコマンドを入力します。

show invalid-config

このコマンドは clear configまたは save configコマンドのあとには実行できませ
ん。

（注）

ステップ 5 ダウンロードした設定に多数の無効なCLIコマンドが含まれている場合、分析のため、無効な設定をTFTP
または FTPサーバにアップロードできます。無効な設定をアップロードするには、次のいずれかを実行
します。

•コントローラ GUIを使用して無効な設定をアップロードします。「設定ファイルのアップロード
（GUI）」の項の説明に従いますが、ステップ 2で [File Type]ドロップダウンリストから [Invalid
Config]を選択して、ステップ 3をスキップします。
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•コントローラ CLIを使用して無効な設定をアップロードします。「設定ファイルのアップロード
（CLI）」の項の説明に従いますが、ステップ 2で transfer upload datatype invalid-configコマンドを
入力して、ステップ 3をスキップします。

ステップ 6 コントローラは、ポート設定CLIコマンドのアップロードおよびダウンロードをサポートしていません。
コントローラポートを設定する場合は、次のコマンドを入力します。

• config port linktrap {port | all} {enable | disable}：特定のコントローラポートまたはすべてのポートで
アップリンクトラップおよびダウンリンクトラップを有効または無効にします。

• config port adminmode {port | all} {enable | disable}：特定のコントローラポートまたはすべてのポー
トで管理モードを有効または無効にします。

ステップ 7 次のコマンドを入力して、変更を保存します。
save config

コントローラの設定のクリア

ステップ 1 次のコマンドを入力して、設定をクリアします。
clear config

操作を確認するプロンプトが表示されたら、yと入力します。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、システムをリブートします。
reset system

設定の変更を保存せずにリブートするには、nと入力します。コントローラをリブートすると、設定ウィ
ザードが自動的に起動されます。

ステップ 3 「設定ウィザードを使用したコントローラの設定」の項の説明に従って、初期設定を実行します。

コントローラ設定の消去

ステップ 1 次のコマンドを入力して、設定をリセットします。
reset system

確認のプロンプトでyと入力して、設定変更を不揮発性メモリに保存します。コントローラがリブートし
ます。
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ステップ 2 ユーザ名の入力を求められたら、次のコマンドを入力して工場出荷時の設定に戻します。
recover-config

コントローラをリブートすると、設定ウィザードが自動的に起動します。

ステップ 3 「設定ウィザードを使用したコントローラの設定」の項の説明に従って、初期設定を実行します。

コントローラのリセット
次の2つの方法のうちいずれかを使用して、コントローラをリセットし、CLIコンソールにリブー
ト処理を表示することができます。

•コントローラを一度オフにし、再びオンにします。

• CLIで reset systemと入力します。確認のプロンプトで yと入力して、設定変更を不揮発性
メモリに保存します。コントローラがリブートします。

コントローラがリブートすると、CLIコンソールに次のリブート情報が表示されます。

•システムの初期化。

•ハードウェア設定の検証。

•マイクロコードのメモリへのロード。

•オペレーティングシステムソフトウェアのロードの検証。

•保存されている設定による初期化。

•ログインプロンプトの表示。
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