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RV34x シリーズ ルータのアップグレード ファ
ームウェア 
目標
 
RV34x シリーズ二重 WAN な VPN Router はスモール ビジネスのためにうってつけの使いやすく
、適用範囲が広い、高性能 デバイスです。 Web フィルタリング、アプリケーション コントロー
ルおよび IP 出典のような追加されたセキュリティ機能によってガードはスモールオフィスに、こ
のルータシリーズ非常にセキュア、ブロードバンド な、配線された接続および遠隔地の従業員を
配信します。 これらの新しいセキュリティ機能はまたネットワークで許可されたアクティビティ
を最適化する容易さを提供します。
 
新しいルータファームウェア リリースは追加された機能が付いている更新であり、問題を解決す
るバグ修正は前のファームウェア バージョンで示します。 ネットワーク デバイスのパフォーマ
ンスは最新版ファームウェアと高めることができます。 
 
この資料の目標は RV34x シリーズ 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。
 
注: この技術情報のイメージがグラフィカル ユーザインターフェイス（GUI）を一致する、アッ
プグレードしましたり別のルータのために作成されたが、使用します更新済 GUI をことができま
すファームウェアをこの技術情報のステップに従う。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

RV34x シリーズ | 1.0.01.16 （遅のダウンロード）
  

ファームウェアをアップグレードして下さい
 
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は Administration > File
Management の順に選択 し。
 

 
ステップ 2. （オプションの） A 通知ウィンドウは新しいファームウェアがダウンロード可能で
あること知らせるログインに表示されます。 今『Upgrade』 をクリック すればファイル管理プ
ログラム ページに連れて行かれます。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/282413304
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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します。 この例では、デバイス モデルは RV345P
です。
PID VID -ルータのプロダクト ID および Vendor ID
現在のファームウェア バージョン-であるファームウェア 現在マウントされ、デバイスで動
作します。
最も遅く更新しました-ルータで行われる最新の更新プログラムの日付。
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
最も遅くチェックされる-最後が更新があるように確認するとき日付はなされました。
 

下記のシグニチャ エリアでは次のサブエリアはシグニチャ バージョンについての次を記述します
:
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現在のシグニチャ バージョン-ルータが実行している現在のシグニチャ バージョン。
最新の更新プログラム-ルータで行われる最新の更新プログラムの日付。
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
チェックされる最後-最後が更新があるように確認するとき日付はなされました。
 

下記の USB Dongle ドライバ エリアでは次のサブエリアは USB Dongle ドライバ バージョンに
ついての次を記述します:
 

 
現在の Dongle ドライバ バージョン-ルータが実行している現在の Dongle ドライバ バージョ
ン。
最新の更新プログラム-ルータで行われる最新の更新プログラムの日付。
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
チェックされる最後-最後が更新があるように確認するとき日付はなされました。
 

下記の言語パッケージ エリアでは次のサブエリアは言語パッケージ バージョンについての次を記
述します:
 



●

●

●

●

●

●

 
現在の言語パッケージ バージョン-ルータが実行している現在の言語パッケージ バージョン
。
最新の更新プログラム-ルータで行われる最新の更新プログラムの日付。
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
チェックされる最後-最後が更新があるように確認するとき日付はなされました。
 

ステップ 3 最新版ファームウェア アップデートがあるように確認するために、チェックを今クリ
ックして下さい。
 

 
ステップ 4 手動アップグレードの下のファイル・タイプ領域では、ファームウェア イメージ
Radio ボタンをクリックして下さい。 別のアップグレードに対する別のファイル・タイプをダウ
ンロードするために、Radio ボタンをクリックして下さい。 オプションは次のとおりです:
 

ファームウェア イメージ-主要なオペレーティング システム設定
署名 ファイル-これはアプリケーションを、装置タイプ識別するために、アプリケーション
コントロールのためのシグニチャがオペレーティング システム、等含まれています。
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USB Dongle ドライバ-ユニバーサル シリアル バス （USB） Dongle のためのドライバ
言語ファイル-言語および通信サポートに関しては
 

注: この例では、ファームウェア イメージは選択されます。 ルータのための自動更新を設定する
方法をここをクリックすれば理解したいと思えば。
 

 
ステップ 5 領域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・タイプのもとを判
別するために Radio ボタンをクリックして下さい。 オプションは次のとおりです:
 

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。 このオプションは言語アップグレードが変更するべき言語カ
スタム仕様を必要とするので言語ファイルのために利用できないです。 これが選択される場
合、ステップ 9.にスキップして下さい。
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。 PC からのアップグレードはアップグレードしたいと思う言語またはが特定
のファームウェア バージョンのためのファイルがある場合役立つかもしれません。 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、cisco.com は使用されます。
 

 
PC か USB を選択した場合ステップ 6. （オプションの）は、『File』 を選択 し、選択しますフ
ァームウェア イメージをクリックします。 それから、ステップ 9.にスキップして下さい。
 
注: ファームウェア イメージ ファイル形式は .img です。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5397-configure-automatic-updates-on-the-rv34x-series-router.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5397-configure-automatic-updates-on-the-rv34x-series-router.html


 
USB をプラグを差し込んでもらい、ルータがそれを認識しなければ場合ステップ 7. （オプショ
ンの）は、『Refresh』 をクリック します。
 

 
アップグレードした後で再度ブートするに工場出荷時状態にすべての設定か設定をリセットする
ステップ 8. （オプションの）はエリアからのアップグレードの下で対応した チェックボックス
をチェックします。 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。
 
注: ルータをリモートで設定する場合、このボックスがチェックを外されて残っていてもルータに
すべての接続を失います。
 

 
ステップ 9. 『Upgrade』 をクリック して下さい。



 
ステップ 10.続くために確認ウィンドウで『Yes』 をクリック して下さい。
 

 
注: 経過表示バーは Upgrade ボタンの下で現われます。 ページをリフレッシュしなければまたは
アップグレード プロセスが進行中の、さもなければ間、別のページにナビゲートするために、フ
ァームウェア アップグレードは打ち切られません。
 

 
アップグレードが完了したら、通知ウィンドウはルータがリブートし始め、ログアウトされるこ
と知らせますぽんと鳴りますまで。
 



 
薄暗くされたバックグラウンドではアップグレードが正常だったことを示すために、Upgrade ボ
タンの側で成功 メッセージが現れます。 この例では、サーバ 成功 メッセージからのダウンロー
ドは現われます。
 

 
ステップ 11.ログ Webベース ユーティリティに。 ウィンドウはアップデートが適用されたこと知
らせるようです。 [OK] をクリックして、次に進みます。
 

 
ステップ 12： （オプションの）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エリアにスクロールして下さい。 現在のファームウェア 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 バージョンを表示する必要があります。
 



 
今 RV34x シリーズ ルータのファームウェアのアップグレードに成功しました。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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