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RV160x および RV260x ルータのアップグレー
ド ファームウェア 
目標
 

この資料の目標は RV160x/RV260x ルータのファームウェアをアップグレードする方法を示
すことです。 この技術情報はブラウザ グラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）、
Cisco FindIT、およびプラグアンドプレイ（PnP）を使用してファームウェアをアップグレ
ードする 3 つの方法を与えます。
  

概要
 

ルータで組み込まれるファームウェアは最も必要なソフトウェアです。 それはネットワー
クプロトコル、セキュリティおよび管理コントロールを提供します。 ルータのファームウ
ェアをアップグレードすることはデバイスのパフォーマンスおよび安定性を改善して重要で
す。 更新済ファームウェアは新しい 機能を提供するかもしれませんまたはファームウェア
の前のバージョンで経験されたセキュリティーの脆弱性を解決して下さい。
  

適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.15
  

GUI を使用するアップグレード
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログイン。
 



ステップ 2. Administration > File Management の順に選択 して下さい。
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システム情報 エリアでは、次のサブエリアは次を記述します:
 

デバイス モデル-デバイスのモデルを表示する。
PID VID -ルータのプロダクト ID および Vendor ID。
ファームウェアのバージョン-デバイスで現在動作しているファームウェア。
Cisco.com で利用可能 な最新バージョン- Cisco Webサイトで利用可能 な ソフトウェ
アの最新バージョン。
アップデートされるファームウェア最後-ルータで行われる最後のファームウェアアッ
プデートの日時。
 

ステップ 3 手動アップグレード セクションの下で、ファイルタイプのためのファームウェ
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アイメージ Radio ボタンをクリックして下さい。
 

ステップ 4 エリアからのアップグレードでは、ファームウェアまたはファイルタイプのも
とを選択するために Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

cisco.com - Ciscoソフトウェア ダウンロード Web ページから最新のアップグレード フ
ァイルを直接インストールします。
PC - パーソナルコンピュータでディレクトリから既存のアップグレード ファイルをイ
ンストールします。 ファームウェアは cisco.com から続行する前にダウンロードする
必要があります。
USB - USB でディレクトリから既存のアップグレード ファイルをインストールします
。 ファームウェアは cisco.com から続行する前にダウンロードされ、USB ドライブで
保存する必要があります。
 

注: この例では、PC は使用されます。
 

ステップ 5.ファームウェアイメージを選択するために『Browse』 をクリック して下さい。
 



注: ファームウェアイメージ ファイルフォーマットは .img です。
 
ステップ 6. PC にダウンロードされた選択し、『Open』 をクリック して下さいファームウ
ェアを。
 

ファクトリにすべてのコンフィギュレーション/設定をリセットするステップ 7. （オプショ
ンの）は再度ブートするにアップグレードした後でエリアからアップグレードの下で、選択
します対応した チェックボックスをディフォルトします。 この例では、Reset チェックボ
ックスはチェックを外されて残っています。
 



ステップ 8. 『Upgrade』 をクリック して下さい。
 

ステップ 9.続くために確認ウィンドウで『Yes』 をクリック して下さい。
 

経過表示バーは Browse ボタンの下で現われます。
 



注: アップデートプロセスは割り込みなしで動作する必要があります。 アップグレードが進
行中の間、画面の次のメッセージを得ます。
 

アップグレードが完了したら知らせるために、ルータがプロセスのための推定所要時間の秒
読みで終わる再起動すること通知 ウィンドウはポップアップします。 これの後で、ログア
ウトされます。
 

ステップ 10.ログ Webベース ユーティリティに。 ルータファームウェアがアップグレード
されたことを確認するために、システム情報にスクロールして下さい。 ファームウェアの
バージョン エリアは今アップグレードされたファームウェアのバージョンを表示する必要
があります。
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FindIT ネットワーク プローブによるアップグレード
 
Cisco FindIT とは何か。
 

Cisco FindIT は多くのデバイスに単一 マネージメントインターフェイスを提供します。 そ
れは検出するユーザ向けの簡単な方法 『Cisco』 を選択 し、ネットワークに接続されるデ
バイスをすぐにアクセスします Web コンフィギュレーションユーティリティ ページをです
。 Web コンフィギュレーションユーティリティ ページはにグラフィカル インターフェイ
スを統合された Webブラウザ内のデバイスで設定を設定・管理すること提供します。
 
詳細を Cisco FindIT について学ぶために、次のリンクをクリックして下さい:
 

FindIT ネットワーク マネージャに FindIT ネットワーク プローブを関連付けて下さい
監察する Cisco FindIT ネットワーク管理
Cisco Tech Talk: FindIT 機能
 

FindIT は次のオプションをユーザに与えます:
 

最も遅くへのアップグレード ファームウェア- FindIT ネットワーク プローブは Cisco
Webサイトから必要なファームウェアをダウンロードし、デバイスにアップデートを適
用します。
 

最良の方法: FindIT があなたのための更新を見つけ、インストールし、確認するよ
うにして下さい。
 

 
ローカルからのアップグレード-コンピュータに規定 された ファームウェアをダウンロ
ードすることおよびデバイスに手動でアップロードすることによって手動で ネットワ
ークデバイス ファームウェアをアップデートできます。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5348-associate-a-findit-network-probe-to-the-findit-network-manag.html
https://video.cisco.com/detail/video/5257579388001/cisco-findit-network-management-monitoring?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://video.cisco.com/detail/video/6029444556001/cisco-tech-talk:-findit-features?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT




Cisco FindIT を使用してファームウェアをアップグレードする方法に関するステップバイス
テップの説明に関してはここをクリックして下さい。
  

プラグアンドプレイを通したアップグレード
 

Plug-n-Play （PnP）は Cisco スモール ビジネス デバイスのためのソフトウェアアプリケー
ションで、PnP サーバとして機能する FindIT 1.1 と導入されました。 より多くのコンフィ
ギュレーションが可能にし、新しいネットワークデバイスのゼロ タッチ配備を中央に管理
されることができるようにのはサービスです可能にするイネーブルになったデバイスと共の
作業。
 
詳細を FindIT によって PnP の設定について学ぶために、ここをクリックして下さい。
 
イメージ（PnP イネーブルになったデバイスのためのファームウェアアップデート）を
RV160x/RV260x ルータに展開するために FindIT マネージャにアップロードするために次の
ステップを実行して下さい。
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク マネージャに接続し、ネットワーク プラグアンドプレイ >
イメージに行って下さい。
 

ステップ 2.イメージ ファイルを追加するために Add アイコンをクリックして下さい。
 

ステップ 3.フォルダからブラウザウィンドウにファームウェアファイルをドラッグ・アン
ド・ドロップし、『Upload』 を選択 して下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5699-upgrade-network-devices-to-the-latest-version-through-findit.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5699-upgrade-network-devices-to-the-latest-version-through-findit.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html


注: RV160 および RV260 ルータの PnP を設定する方法の速いビデオに関してはここをクリ
ックして下さい。
 
FindIT PnP の外観に関しては、ここをクリックして下さい。
 
RV160 および RV260 ルータの PnP および PnP サポートに関する詳細については、ここを
クリックして下さい。
  

結論
 

今 RV160/ RV260 ルータのファームウェアのアップグレードに成功する必要があります。
 

https://video.cisco.com/detail/video/6029561931001/cisco-tech-talk:-cisco-plug-n-play-on-rv160-rv260?autoStart=true&q=Cisco
https://video.cisco.com/detail/video/6029561931001/cisco-tech-talk:-cisco-plug-n-play-on-rv160-rv260?autoStart=true&q=Cisco
https://video.cisco.com/detail/video/6029533407001/cisco-tech-talk:-findit-pnp-overview-and-configuration?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV160-and-RV260-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV160-and-RV260-routers.html
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