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ワイヤレスアクセスポイントのアップグレード
ファームウェア 
目標
 
新しいファームウェア リリースは前のファームウェア バージョンからの機能強化です。 ネット
ワーク デバイス パフォーマンスはアップグレードがなされるとき高めることができます。 ファ
ームウェア ファイルはダウンロードすることができます:
 

トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP） -ソフトウェアアップグレードおよびコンフィ
ギュレーション ファイルを配るのに一般的に使用されるユーザ データグラム プロトコル
（UDP）ファイル転送プロトコルがあります。 TFTP クライアントを使用するとき、ファイ
ルは TFTPサーバからダウンロードされます。
Hypertext Transfer Protocol（HTTP）/とのソケット（HTTP/HTTPS）を-これらのプロトコル
使用しますファイルを転送するのに Webブラウザを保護します。
 

この資料に HTTP/HTTPS クライアントか TFTPサーバによってワイヤレスアクセスポイント
（WAP）のファームウェアをアップグレードする方法を説明されています。 
 
ヒント： ファームウェアをアップグレードしているとき、アップグレード プロセスの間に割り込
みを避けるのにコンピュータの配線されたインターネット接続を使用することを推奨します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

WAP121 | 1.0.6.5 （遅のダウンロード）
WAP131 | 1.0.2.8 （遅のダウンロード）
WAP150 | 1.0.1.7 （遅のダウンロード）
WAP321 | 1.0.6.5 （遅のダウンロード）
WAP351 | 1.0.2.8 （遅のダウンロード）
WAP361 | 1.0.1.7 （遅のダウンロード）
WAP371 | 1.3.0.3 （遅のダウンロード）
WAP551 | 1.2.1.3 （遅のダウンロード）
WAP561 | 1.2.1.3 （遅のダウンロード）
  

Upgrade Firmware
 
アップグレード プロセスを開始する前に、上で適切なリンクを使用して Cisco Webサイトからデ
バイスの最新版ファームウェアをダウンロードするために確かめて下さい。
  
HTTP/HTTPS によるファームウェア アップグレード
 
注: 使用されるイメージは WAP131 から一例としてあります。
 
ステップ 1.アクセス ポイント グラフィカル ユーザインターフェイス（GUI）にログインし、フ
ァームウェアを『管理』 を選択 して下さい > 管理して下さい。
 

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931


呼び出します。 管理ファームウェア領域の下で、転送方式として HTTP/HTTPS Radio ボタンを
選択して下さい。
 
注: プロダクト ID （PID VID）およびアクティブな、非アクティブ ファームウェア バージョンは
現われます。 ファームウェアがアップグレードされるとき、前のバージョンは非アクティブ ファ
ームウェア バージョンとして保存されます。 これらのファームウェア バージョンはデバイスで
保存されます従ってアクティブなファームウェアはいつでも交換することができます。
 

ステップ 3. 『File』 を選択 し、見つけます以前にダウンロードしたファームウェア イメージ フ
ァイルをクリックして下さい。
 
注: 供給されるファームウェア アップグレード ファイルは .tar ファイルである必要があります。
ファイルのこれらの型がはたらかないのでアップグレードのために .bin か他のファイル形式を使
用するように試みないで下さい。 ファイル名は次の文字が含まれている場合がありません: 領域
および特殊文字。
 



ステップ 4. 『Upgrade』 をクリック して下さい。
 
注: 新しいファームウェアをアップロードすることは数分かかるかもしれません。 新しいファー
ムウェアを、さもなければアップロードしている間、ファームウェア アップロードが打ち切られ
るページをリフレッシュしませんでしたり、または別のページにナビゲートしないで下さい。 プ
ロセスが完了した、WAP は正常な動作を再起動し、回復します。 ある特定の場合アップグレー
ドが完了した後、手動で ページをリフレッシュする必要があります。 Login ページが 6 分後に現
われない場合、Webブラウザをリフレッシュして下さい。
 

ステップ 5.続くために『OK』 をクリック して下さい。
 

ステップ 6 アップグレード プロセスの進行状況はそれから現われます。
 



ステップ 7 、ログインはファームウェア アップグレードが正常だったかどうか Webベース ユー
ティリティに確認し、『管理』 を選択 するために > ファームウェアを管理します。 管理ファー
ムウェア エリアの下で、アクティブなファームウェア バージョンのアクティブなイメージが表示
されます。
 

HTTP/HTTPS によって今ファームウェアのアップグレードに成功しました。
  
TFTP を通したファームウェア アップグレード
 
ステップ 1.アクセス ポイント Webベース ユーティリティへのログイン
 

ステップ 2.転送方式として TFTP Radio ボタンをクリックして下さい。
 



ステップ 3.出典ネーム フィールドで出典ファイル名を入力して下さい。 文字数制限はイメージ
が含まれているディレクトリへ 1 からパスを含んで 256、です。 
 
注: 供給されるファームウェア アップグレード ファイルは .tar ファイルである必要があります。
アップグレードのために他の形式の .bin ファイルかファイルを使用するように試みないで下さい;
ファイルのこれらの型ははたらきません。 ファイル名は次の文字が含まれている場合がありませ
ん: 領域および特殊文字。 
 

 
 
ステップ 4. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバ IPv4 アドレスを入力して下さ
い。 
 
注: 192.168.1.2 の IP アドレスは下記に一例として使用されます。 
 



 
 
ステップ 5. 『Upgrade』 をクリック して下さい。 
 

 
 
注: 新しいファームウェアをアップロードすることは数分かかるかもしれません。 新しいファー
ムウェアを、さもなければアップロードしている間、ファームウェア アップロードが打ち切られ
るページをリフレッシュしませんでしたり、または別のページにナビゲートしないで下さい。 プ
ロセスが完了した、WAP は正常な動作を再起動し、回復します。 ある特定の場合アップグレー
ドが完了した後、手動で ページをリフレッシュする必要があります。 Login ページが 6 分後に現
われない場合、Webブラウザをリフレッシュして下さい。 
 
ステップ 6.続くために『OK』 をクリック して下さい。 
 



 
 
ステップ 7 アップグレード プロセスの進行状況はそれから現われます。 
 

 
 
ステップ 8 、ログインはファームウェア アップグレードが正常だったかどうか Webベース ユー
ティリティに確認し、『管理』 を選択 するために > ファームウェアを管理します。 管理ファー
ムウェア エリアの下で、アクティブなファームウェア バージョンのアクティブなイメージが表示
されます。 
 

 
TFTPサーバによって今ファームウェアのアップグレードに成功しました。
 
WAP のファームウェアのアップデートに関する詳細については、次の aritcles をチェックして下
さい:
 
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントのファームウェア アップグレード
WAP125 のファームウェアをアップグレードして下さい
WAP 131 のファームウェア アップグレード
WAP371 のファームウェア アップグレード
WAP551 および WAP561 アクセス ポイントのアップグレード ファームウェア
inlcudes が WAP121 および WAP321 アクセス ポイントに関するすべての技術情報にリンクする
製品ページ
その製品ページは WAP125 アクセス ポイントに関するすべての技術情報に inlcudes リンクしま

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb1940-firmware-upgrade-on-wap121-and-wap321-access-points.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5706-upgrade-the-firmware-on-the-wap125.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5071-firmware-upgrade-on-the-wap-131.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-300-series-wireless-access-points/smb5031-firmware-upgrade-on-the-wap371.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4431-upgrade-firmware-on-wap551-and-wap561-access-points.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap121-wireless-n-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap121-wireless-n-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap125-wireless-ac-n-dual-band-desktop-access-point-poe/model.html


す
inlcudes が WAP131 および WAP351 アクセス ポイントに関するすべての技術情報にリンクする
製品ページ
その製品ページは WAP150 アクセス ポイントに関するすべての技術情報に inlcudes リンクしま
す
その製品ページは WAP371 アクセス ポイントに関するすべての技術情報に inlcudes リンクしま
す
inlcudes が WAP551 に関するすべての技術情報にリンクする製品ページ、および WAP561 アク
セス ポイント

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap125-wireless-ac-n-dual-band-desktop-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap131-wireless-n-dual-radio-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap131-wireless-n-dual-radio-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap150-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap150-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap371-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap371-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap551-wireless-n-single-radio-selectable-band-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wap551-wireless-n-single-radio-selectable-band-access-point/model.html
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