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WAP571 のダウンロード/バックアップコンフィ
ギュレーション 

目標
 

バックアップ コンフィギュレーション ファイルは設定が無意識に変更される場合ネットワ
ーク管理者が古い設定に戻ってアクセス ポイントを復元するのを助けることができます。
それはまたデバイスがリセットを偶然得るか、または「フリーズ州に」行けば非常に役立ち
ます。 
 
この資料の目標は安全に WAP571 Access Points （AP）のバックアップ コンフィギュレー
ション ファイルをダウンロードし復元する方法を説明することです。 ダウンロードおよび
バックアップは TFTP または HTTP/HTTPs の使用によってすることができます。
 
次の技術情報は 4 つのセクションで分けられます。 技術情報の望ましいセクションに跳ぶ
ためにの下記の 4 つのリンク クリックして下さい:
 

TFTP によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードして下さい
TFTP によってコンフィギュレーション ファイルをバックアップして下さい
HTTP/HTTPS によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードして下さい
HTTP/HTTPS によってコンフィギュレーション ファイルをバックアップして下さい
  

適当なデバイス
 

WAP571
  

[Software Version]
 

v1.0.0.14
  

ダウンロード/バックアップ コンフィギュレーション ファイル
 

ステップ 1.アクセスポイント設定 ユーティリティへのログインは > ダウンロード/バックア
ップ コンフィギュレーション ファイル 『管理』 を選択 し。 ダウンロード/バックアップ
コンフィギュレーション ファイル ページは開きます:
 



●

●

 
転送方式-コンフィギュレーション ファイルが TFTPサーバまたは HTTP/HTTPS によって管
理されるかどうか示します。
保存処理-コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするか、またはバックアップする
ためにかどうか選択して下さい。
  
TFTP によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードして下さい
 

TFTP （Trivial File Transfer Protocol）によってコンフィギュレーション ファイルをダウン
ロードするために下記に与えられるステップに従って下さい。 TFTP はファイル転送プロト
コル（FTP）の簡素化された、安全でないバージョンです。 主に/バックアップ ファームウ
ェア アップグレードし、社内ネットワーク間のソフトウェアを配布することを使用します
。 TFTP にサーバおよびクライアント設定があります。 WAP は TFTP クライアントとして
機能します。
 
注: このタスクのための PC にインストールされる TFTPサーバがある必要があります。 最
も普及した TFTPサーバは、TFTPd32 および TFTPd64、ここにダウンロードすることがで
きます。
 
ステップ 1： 転送方式領域で、TFTP によってコンフィギュレーション ファイルを転送す
るために TFTP Radio ボタンでクリックして下さい。
 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


 
 
呼び出します。 保存処理領域で、PC からアクセス ポイントにコンフィギュレーション フ
ァイルをダウンロードするためにダウンロード（PC への AP） Radio ボタンをクリックし
て下さい。
 

 
ステップ 3. PC から出典ネーム フィールドのアクセス ポイントにダウンロードされるべき
ファイルの名前を入力して下さい。 ファイルは .xml 拡張があるはずです。
 



 
ステップ 4. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバの IP アドレスを入力して
下さい。
 

 
ステップ 5 宛先ファイル・タイプ領域では、宛先ファイル・タイプのためのスタートアッ
プ コンフィギュレーションかバックアップ Configurationオプション・ボタンをクリックし
て下さい。
 



 
注: スタートアップ コンフィギュレーションとしてファイルを保存するためにスタートアッ
プ コンフィギュレーションを選択して下さい。 バックアップコンフィギュレーションとし
てファイルを保存したいと思う場合設定を『Backup』 を選択 して下さい。
 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 
ファイル・トランスファー経過表示バーは現われ、TFTP によって正常にコンフィギュレー
ション ファイルをダウンロードしてしまいます。
 

  
TFTP によるバックアップ コンフィギュレーション ファイル
 

TFTP によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするために下記に与えられ
るステップに従って下さい。 Trivial File Transfer Protocol（TFTP）または TFTP ファイル
転送プロトコル（FTP）の簡単安全でないバージョンはあります。 主に/バックアップ ファ
ームウェア アップグレードし、社内ネットワーク間のソフトウェアを配布することを使用
します。 TFTP にサーバおよびクライアント設定があります。 WAP は TFTP クライアント
として機能します。
 



注: このタスクのための PC にインストールされる TFTPサーバがある必要があります。 最
も普及した TFTPサーバ、TFTPd32 または TFTPd64 はここにダウンロードすることができ
ます。
 
ステップ 1. TFTP によってコンフィギュレーション ファイルを転送するために TFTP 
Radio ボタンでクリックして下さい。
 

 
 
ステップ 2.アクセス ポイントからの PC へのコンフィギュレーション ファイルをバックア
ップするためにバックアップ（AP への PC） Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3.バックアップしたいと思うファイルを選択するために原始ファイル Typeオプシ
ョン・ボタンの 1 つをクリックして下さい。 利用可能な 3 つの原始ファイル型はスタート
アップ コンフィギュレーション、バックアップコンフィギュレーションおよびミラー設定

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


です。
 

 
ステップ 4.宛先ネーム フィールドで宛先ファイル名を入力して下さい。 これは拡張 .xml で
あらゆる名前に設定することができます。 コンフィギュレーション ファイルは PC で指定
された位置でこの名前によって保存されるべきです。
 

 
ステップ 5. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバの IP アドレスを入力して
下さい。
 



 
ステップ 6. PC にコンフィギュレーション ファイルを保存するために『SAVE』 をクリッ
ク して下さい。
 

 
ファイル・トランスファー経過表示バーは現われます。
 



  
HTTP/HTTPS によるダウンロード コンフィギュレーション ファイル
 

HTTP/HTTPS によってコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするために下記に
与えられるステップに従って下さい。 HTTP/HTTPS プロトコルの使用の Webブラウザによ
ってまたはバックアップ ファイル ダウンロードできます。
 
ステップ 1. HTTP/HTTPS によってコンフィギュレーション ファイルを転送するために 
HTTP/HTTPS によってクリックして下さい。
 

 
 
ステップ 2. PC からアクセス ポイントにコンフィギュレーション ファイルをダウンロード
するためにダウンロード（PC への AP） Radio ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 3. PC から原始ファイルを取付け、選択するために『Browse』 をクリック して下
さい。 『File』 を選択 されるのファイル名はボタンの側で現われます。
 

 
ステップ 4.バックアップコンフィギュレーションと取替えられるデバイスのコンフィギュ
レーション ファイルを選択するためにスタートアップ コンフィギュレーションかバックア
ップ Configurationオプション・ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
ロード・バーは現われ、デバイスは望ましいコンフィギュレーション ファイルによってリ
ブートし、アップデートされます。
 



 
注意： 設定が復元されれば、デバイス リブートおよび再開正常な動作。 その時まで、アク
セス ポイントをリフレッシュしないで下さい。 リブートする間、アクセス ポイントのどの
クライアントでも AP への接続を失います。
  

HTTP/HTTPS によるバックアップ コンフィギュレーション ファイル
 

HTTP/HTTPS によってコンフィギュレーション ファイルをバックアップするために下記に
与えられるステップに従って下さい。 HTTP/HTTPS プロトコルの使用の Webブラウザによ
ってまたはバックアップ ファイル ダウンロードできます。
 
ステップ 1. HTTP/HTTPs によってコンフィギュレーション ファイルを転送するために 
HTTP/HTTPS Radio ボタンでクリックして下さい。
 

 
 
ステップ 2.アクセス ポイントからの PC へのコンフィギュレーション ファイルをバックア
ップするためにバックアップ（AP への PC） Radio ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 3.バックアップされる必要があるファイルの原始ファイル Typeオプション・ボタ
ンをクリックして下さい。 利用可能な 3 つの原始ファイル型はスタートアップ コンフィギ
ュレーション、バックアップコンフィギュレーションおよびミラー設定です。
 

 
ステップ 4. PC にコンフィギュレーション ファイルを保存するために『SAVE』 をクリッ
ク して下さい。 デフォルトへのファイルのダウンロードは PC のフォルダをダウンロード
します。
 



  
結論
 

このツールを使用する、AP コンフィギュレーション ファイルの複数のオペレーションを行
うことができます。 TFTP か HTTP/HTTPS を使用する、ローカル コンピュータと AP の間
でファイルをあちこちに移動できます。 このように、バックアップは望まれたとき作成さ
れ、復元することができます。
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