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200/300 シリーズ スイッチのファームウェアを
アップグレードする方法 
目標
 
この記事は 200 および 300 シリーズ スイッチ用のファームウェアをアップグレードする方法を
説明しましたりその他のデバイスのファームウェアをまたアップグレードするための有用な情報
が含まれているかもしれません。
  
適当なデバイス
 

200 シリーズ スイッチ
300 シリーズ スイッチ
  

[Software Version]
 

1.4.x.xx
  

目次
 
どのようにイメージ ファイルをダウンロードしますか。
 
どのようにファイル名を解読しますか。
 
HTTP によってアップグレードした、エラーメッセージを受け取ったら場合どうなるのですか。
 
どのように TFTPサーバによってブート ファイルをアップグレードしますか。
  
ファームウェアをアップグレードする必要がある理由
 
ファームウェアをアップグレードすることは各デバイスの最適なパフォーマンスのために必要で
す。 リリースされるときアップグレードをインストールすることは非常に重要です。 Ciscoリリ
ースが頻繁にファームウェアアップグレード、新しい 機能のような機能強化が含まれているか、
またはパフォーマンスにおいてのセキュリティーの脆弱性か問題を引き起こす場合がある不具合
をフィックスする時。
  
ファームウェアをアップグレードする場合の潜在的な質問
 
イメージ ファイルをダウンロードする方法
 
ファイルを必要があるデバイスを、頻繁にダウンロードする参照されると同時にイメージが、コ
ンピュータにアップグレードするために、デバイスにそれからそれを転送し。
 
ステップ 1. Ciscoサポートに行き、ダウンロードの下でアップグレードを必要とするデバイスの
名前を入力して下さい。 ドロップダウン メニューは現われる必要があります。 スクロールし、
所有する特定のモデルを選択して下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html


ステップ 2.ソフトウェア型を選択して下さい。
 

ステップ 3.デバイスのためににアップグレードしたいと思うファームウェアのバージョンを選択
して下さい。
 
注: 複数のアップグレードがによって抜けている場合、最も古いのから最新バージョンに方法を機
能する必要がある場合もあります。 第 2 数が上がるとき、1.3.1.1 への例えば 1.2.1.1 は、それら
一般に最も大きいアップグレードのバージョンです。
 

ステップ 4.ダウンロードするために arrow アイコンをクリックして下さい。



ステップ 5 ダウンロードを選択したら、Cisco のエンドユーザ ソフトウェア使用許諾契約は現わ
れるかもしれません。 使用許諾契約を受け入れるためにクリックして下さい。
 

ステップ 6 この画面が開く場合、『SAVE』 をクリック して下さい。 Webブラウザによっては
、これは自動的に起こるかもしれません。 最も頻繁に、それはダウンロード フォルダで自動的に
保存されます。
 

ステップ 7.スイッチの Web 設定 ページへのログインおよび Administration > File Management >
アップグレード/バックアップ ファームウェア/言語へのナビゲート。
 



ステップ 8 アップグレード/バックアップ ファームウェア/言語は HTTP によって、前もって選ば
れるアップグレードおよびファームウェアイメージと画面現われます。 『File』 を選択 しますク
リックして下さい。
 

ステップ 9.ダウンロードおよび適切なファイルを選択し、『Open』 をクリック して下さい。
 



.ros で終了するファイルだけ 200/300 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の
に使用することができます。 この技術情報の次の セクションを .ros ファイルを取得する方法を
読みなさいかファイルのためだけの選択 .zip で終了し、知らなければ、どのようにファイル名を
解読しますか。
 
注: 他の一連のスイッチは頻繁に .ros ファイルの代りに .bin ファイルを使用します。
 

ステップ 10： 開いたファイルは画面で現われます。 [Apply] をクリックします。
 

ステップ 11： この画面は現われるかもしれません。 アップグレードを確認するために『OK』
をクリック して下さい。 ポップアップ ブロッカーがある場合、これのためのポップアップが現
われるように必要があります。
 



ステップ 12： [Done] をクリックします。
 

ステップ 13： コピー/保存設定 ページが提示される場合（オプションの）、好む場合前もって選
ばれた選択を残すか、または変更できます。 スイッチが現在使用していることすべてのコンフィ
ギュレーションは実行コンフィギュレーション ファイルにありますリブートの間で保たれない。
設定を保っておくために、スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレーショ
ンを保存して下さい。 それが現われない場合、コンフィギュレーション ファイルを保存したいと
思う場合 Administration > File Management > コピー/保存設定にナビゲート するため。 スタート
アップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションを保存するために『Apply』 をク
リック して下さい。
 



ステップ 14： [Done] をクリックします。
 

ステップ 15： 更新バージョン アクティブおよびより古いファームウェア 非アクティブを作るた
めにファームウェアイメージを交換することは必要です。 > アクティブなイメージは
Administration > File Management にナビゲート し、ドロップダウンメニューから新しい バージ
ョンを選択します。 [Apply] をクリックします。
 



ステップ 16： リブートするため、Administration > 再度ブートするにナビゲート するため。 ス
イッチはそれからファイル アップグレードを保存するためにリブートします。
 

ステップ 17： 即時を選択し、『Reboot』 をクリック して下さい。
 



正常にデバイスのファームウェアアップグレードを完了しました。
  
ファイル名を解読する方法
 
アップグレードするためにバージョンをダウンロードするとき最後の 3 つの文字はそのファイル
の目的を判別します。
 
この例では、ファイルは .ros で終了します。 これはファームウェアアップグレードです。 HTTP
を使用してアップグレードし、HTTP のための .ros を終了するイメージ ファイルをアップロード
できるはずです。
 
注: 同じフォルダの Ciscoサポートからダウンロードする解凍されたファイルを含むすべてのファ
イルを保存することを忘れないでいて下さい。 最も頻繁にこれらのイメージはダウンロード ファ
イルに保存されます。
 

.zip の形式終了にあるファイルを見れば、そのファイルを解凍して下さい。 解凍プログラムがな
ければ 1 つをダウンロードする必要があります。 オンライン複数の自由なオプションがあります
。 解凍プログラムをダウンロードしたら、ダウンロードをクリックし、解凍する必要がある .zip
ファイルを見つけて下さい。
 

ZIP ファイルの名前を、これと同じような画面現われます右クリックして下さい。 解凍ソフトウ
ェアに浮かび、ここに『Extract』 を選択 して下さい。 この例では、7 Zip は使用されます。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html


注: ファイルが .rfb で終了する場合、それはブート ファイルです。 ZIP ファイルを抽出するとき
このファイルを見るかもしれません。 時々、ブート ファイルはアップグレードされる必要があり
ます。 このプロセスはで TFTPサーバによってアップグレードするブート ファイルをどのように
か詳述されますか。 しかし特定のエラー メッセージを受け取るまで最も頻繁にこれをする必要、
以降のセクションで詳述されて知りません。
  
HTTP によってアップグレードした、エラーメッセージを受け取ったら場合どうな
るのですか。
 
HTTPサーバによってファームウェアをアップグレードするように試みた場合このエラーメッセ
ージを受け取ることができます: SW コードファイルは特大です。 これはファームウェアアップ
グレードをすることができる前にトリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP） サーバを使用し
てブート ファイルをアップグレードするように要求します。
 
ブート ファイルはコンピュータが起動すると発生するプロセスの順序を判別するものがです。 そ
れはデバイスにプログラムされる手順に従います。 場合によっては、ブート ファイルをアップデ
ートすることはコンピュータが新しいバージョンにファームウェアをアップグレードできるよう
にします。
 
TFTP は転送ファイルのためのシンプルプロトコルです。 オンラインをダウンロードする複数の
自由な TFTPサーバ オプションがあります。 TFTPサーバをダウンロードしたら、次の セクショ
ンの方向に従って下さい。
 
注: これはですバージョン 1.3 にアップグレードするときからずっと 1.4 起こるために既知。
  
TFTPサーバによってブート ファイルをアップグレードする方法
 
デバイスに適用したいと思うファイルをダウンロードしたらファイルが見つけられるフォルダに
関するメモを奪取 して下さい。 ダウンロード フォルダはダウンロードのためのもっとも一般的
な 位置です。 解凍されない場合同じ位置のすべてのファイルを保存し、ファイルを解凍すること
を忘れないでいて下さい。
 
ステップ 1. TFTPサーバを開いて下さい。 これは、コンピュータを通って、使用するツール ファ
イルをアップグレードするのにです。 Windows プラットフォームでは、左下の検索棒にダウン
ロードした行き、それを選択して下さい TFTPサーバのための Windows アイコンおよび検索の隣
で。
 
注: 競合を避けるために、1 TFTPサーバだけをダウンロードして下さい。 



ステップ 2.サーバ インターフェイス フィールドのドロップダウン メニューから IP アドレスを選
択して下さい。 それはサーバがコンピュータを通って動作しているのでコンピュータのアドレス
であるはずです。 この例はラップトップがデバイスにイーサネットで接続されるので Intel を示
したものです（R）イーサネット接続は選択されました。 それから『Browse』 をクリック して
下さい。
 
注: サーバ インターフェイスは設定によって変わるかもしれません。
 

ステップ 3 『Browse』 をクリック すれば、New ウィンドウは現われます。 このアップグレード
のためのすべての解凍されたファイルが含まれている選択し、『OK』 をクリック して下さいフ
ォルダを。
 



ステップ 4 ディレクトリがすべての必要なファイルが含まれていること慎重に検査するために、
示します TFTPサーバのディレクトリをクリックできます。
 

ステップ 5.それらを確認するためにイメージによってです TFTP ディレクトリにすべてスクロー
ルして下さい。



ステップ 6.開いた TFTPサーバがあり、スイッチに接続されるので、スイッチのナビゲーション
ペインから次を選択して下さい。 Administration > File Management > アップグレード/バックア
ップ ファームウェア/言語。
 
注: ほとんどのデバイスは同じようなナビゲーション ページを備えています。
 



ステップ 7.次のオプションを選択して下さい: TFTP によって、アップグレードは、IP アドレス
によって、コードおよびバージョン 4 を起動します。 それから TFTPサーバの IP アドレスを入
力し、アップグレードされる必要があるファイル名を入力して下さい。 アップグレードするため
に『Apply』 をクリック して下さい。
 
注: ブート ファイルにそれでワード ブートがあります。
 

ステップ 8 ファイルがアップグレードされたらデバイスをリブートするためにメッセージを受け



取ることができます。 『Done』 をクリック すれば スイッチは自動的にリブートするかもしれま
せん。
 

ステップ 9： スイッチが自動的にリブートしない場合、Administration > 再度ブートするにナビゲ
ート するため。 スイッチはそれからファイル アップグレードを保存するためにリブートします
。
 

ステップ 10.即時を選択し、『Reboot』 をクリック して下さい。
 



ステップ 11： これと同じような警告を受け取ることができます。 [OK] をクリックします。 ポッ
プアップ ブロッカーがある場合、これのためのポップアップが現われるように必要があります。
 

ステップ 12： デバイスがリブートされたら、ブート バージョンがアップグレードされたことを
確認できます。 ステータスおよび統計情報 > システムの概略へのナビゲート。
 

この時点でダウンロードするイメージ ファイルをどのようにかセクションで説明されているよう
に HTTP によってファームウェアのバージョンを、アップグレードする必要がありますか。 以前
にダウンロードしたイメージ ファイルを使用するのでそのセクションのステップ 7 で始めること
ができます。
 
ステップ 13： それが完了した最新版ファームウェアおよびブート バージョンがインストールさ
れていたことを確認できます。 静的アドレスおよび統計情報 > システムの概略へのナビゲート。
 
デバイスのための最新版ファームウェアに今アップデートに成功する必要があります。
 
ファームウェアをアップグレードするための関連記事は下記のリンクをクリックしてアクセスす
ることができます。
 
200/300 シリーズによって管理されるスイッチの HTTP/HTTPS によるファームウェアアップグ
レード
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb947-firmware-upgrade-via-http-https-on-200-300-series-managed-sw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb947-firmware-upgrade-via-http-https-on-200-300-series-managed-sw.html


200/300 シリーズによって管理されるスイッチの TFTP によるファームウェアアップグレード
 
Cisco スモール ビジネス 製品のためのファームウェアアップグレード ガイド
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb950-firmware-upgrade-via-tftp-on-200-300-series-managed-switches.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-wireless-access-points/smb3703-firmware-upgrade-guides-for-cisco-small-business-products.html?dtid=osscdc000283
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