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WAP125 のファームウェアをアップグレードし
て下さい 

目標
 

新しいファームウェア リリースはファームウェアの旧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。 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—プロトコル
保護しますファイルを転送するのに Webブラウザを使用する。
 

この資料に HTTP/HTTPS クライアントか TFTPサーバによって WAP125 のファームウェア
を交換し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有線接続を使用することを推奨します。
  

適当なデバイス
 

WAP125
  

[Software Version]
 

1.0.0.4
  

ファームウェアをアップグレードして下さい
 

注: アップグレード プロセスを開始する前に、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。 最新の更新があるように確認する
ために、ここをクリックして下さい。
 
ステップ 1. WAP の Webベース ユーティリティへのログインは > ファームウェア 『管理』
を選択 し。
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286314846&flowid=82828&softwareid=282463166&release=1.0.0.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286314846&flowid=82828&softwareid=282463166&release=1.0.0.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
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ファームウェア エリアは次の通り記述されています:
 

 
PID VID —アクセス ポイントのプロダクト ID および Vendor ID を表示する。
アクティブなファームウェアのバージョン—ファームウェアのバージョンを表示する。
ファームウェア MD5 チェックサム（アクティブなイメージ） — 32 文字 16進数か 128
ビット 暗号化の方法。 MD5 アルゴリズムは公共暗号システムをデータを暗号化するの
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に使用します。
非アクティブ ファームウェアのバージョン—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 ファームウェアのバージョンとして保存されま
す。
ファームウェア MD5 チェックサム（非活動的な） —セカンダリ 32 文字 16進数か 128
ビット 暗号化の方法。 MD5 アルゴリズムは公共暗号システムをデータを暗号化するの
に使用します。
 

呼び出します。 ダウンロード方式 エリアで、ダウンロードが得られる方式を判別するため
に Radio ボタンを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

HTTP/HTTPS — これが選択される場合、HTTP/HTTPS によってアップグレードに進ん
で下さい。
TFTP - これが選択される場合、TFTPサーバによってアップグレードに進んで下さい。
 

注: この例では、HTTP/HTTPS は選択されます。
 

  
HTTP/HTTPS によるアップグレード
 

ステップ 3.アップグレードのためのファイルを得るために… 『Browse』 をクリック して
下さい。 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
ファイルフォーマットを使用するように試みないで下さい。 ファイル名は領域および特殊
文字が含まれている場合がありません。
 
注: この例では、WAP125_1.0.0.4.tar は選択されます。
 

 
ステップ 4.新しいファームウェアを加えるために『Upgrade』 をクリック して下さい。
 



 
経過表示バーは知らせる注記とともに Upgrade ボタンの上で新しいファームウェアをアッ
プ ロードすることが数分かかるかもしれないこと現われます。
 

 
ファームウェアが WAP にアップロードされたら、ページはデバイス リブートとして一連
の手順を変更し、表示する。
 

 
ステップ 5 WAP がリブートしたら、Webベース ユーティリティに記録 し、> 新しいファ
ームウェア バージョンを確認するファームウェア 『管理』 を選択 して下さい。
 
アクティブなファームウェアのバージョンは今ファームウェアのバージョンを示す必要があ
ります。
 

 
HTTP/HTTPS によって今 WAP125 のアップグレードに成功する必要があります。
  

TFTPサーバによるアップグレード



ステップ 3 出典ネーム フィールドでは、WAP にアップロードされるべき原始ファイルの名
前を入力して下さい。 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 か他のファイルフォーマットを使用するように試みないで下さい。 ファイル名は領
域および特殊文字が含まれている場合がありません。
 
注: この例では、WAP125_1.0.0.4.tar は使用されます。
 

 
ステップ 4 TFTPサーバ IPv4 Address フィールドでは、ファームウェアが見つけられる
TFTPサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
注: この例では、192.168.100.145 は使用されます。
 

 
ステップ 5. 『Upgrade』 をクリック して下さい。
 

 
経過表示バーは知らせる注記とともに Upgrade ボタンの上で新しいファームウェアをアッ



プ ロードすることが数分かかるかもしれないこと現われます。
 

 
ステップ 6 ファームウェアが WAP にアップロードされたら、ページはデバイス リブート
として一連の手順を変更し、表示する。
 

 
ステップ 7 WAP がリブートしたら、Webベース ユーティリティに記録 し、> Firmwareto 
確認します新しいファームウェア バージョンを『管理』 を選択 して下さい。
 
アクティブなファームウェアのバージョンは今最新バージョンを示す必要があります。
 

 
TFTPサーバによって今 WAP125 のアップグレードに成功する必要があります。
  

ファームウェアを交換して下さい
 

WAPs に一般的に 2 つのファームウェアイメージかファイルがあります。 これは 1 つのフ
ァームウェアファイルが何らかの理由で壊れたように、他、バックアップありますまたは非
活動的な 1 は使用することができます。 また他に 1 つを使用するために選択できます。
 
ステップ 1： ファームウェア エリアで、スワップ イメージ ボタンをクリックして下さい。
 



 
呼び出します。 ポップアップ ウィンドウはセカンダリ イメージにスイッチを確認するため
にプロンプト表示します。 [OK] をクリックして、次に進みます。
 

 
経過表示バーは再度ブートするが進行中であるので現われます。
 

 
ステップ 3. WAP の Webベース ユーティリティに記録 し、> ファームウェア 『管理』 を
選択 して下さい。
 

 
アクティブなファームウェアに今正常に非アクティブ ファームウェアを交換する必要があ
ります。
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