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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco FeatureNavigatorを使用します。Cisco FeatureNavigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード
ネットワークの停止を最小限に抑えるため、アクセスポイントをリセットしたり、ネットワーク

接続を切断したりせずに、アップグレードイメージをcontrollerのアクセスポイントにダウンロー
ドできるようになりました。以前は、アップグレードイメージをcontrollerにダウンロードし、コ
ントローラをリセットすると、アクセスポイントがディスカバリモードに移行してしまいまし
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た。アクセスポイントで新しいイメージを含むコントローラが検出されると、新しいイメージが

ダウンロードされ、アクセスポイントがリセットされ、ディスカバリモードに移行し、controller
に再 joinされます。

アップグレードイメージをcontrollerにダウンロードしてから、ネットワークを稼働したままで、
イメージをアクセスポイントにダウンロードできるようになりました。両方のデバイスが稼働し

ている場合は、アクセスポイントによってcontrollerが検出され、再 joinされます。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロードの制

限
以下は、アクセスポイントにイメージをプレダウンロードする際の制約事項です。

•同時にプレダウンロードできる最大数は、通常のイメージを同時にダウンロードする数の半
分に制限されます。この制限により、イメージのダウンロード中に、新しいアクセスポイ

ントのコントローラに joinが可能になります。

プレダウンロードの制限に達すると、イメージを取得できなかったアクセスポイントは 180
～ 600秒間スリープ状態になり、その後、再度プレダウンロードが試行されます。

•アクセスポイントの使用可能なメモリの全容量が 16 MBの場合は、アップグレードイメー
ジをダウンロードすると空き容量が不足するおそれがあるため、crash infoファイル、radio
ファイル、およびすべてのバックアップイメージが自動的に削除され、空き容量が確保され

ます。ただし、プレダウンロードイメージはアクセスポイントのバックアップイメージに

置き換えられるため、この制限はプレダウンロードプロセスには影響しません。

•すべてのプライマリ、セカンダリ、およびターシャリコントローラが同じイメージを実行す
る必要があります。そうでない場合、機能は有効ではありません。

•リセット時に、すべてのアクセスポイントでイメージのダウンロードが完了していることを
確認する必要があります。

•アクセスポイントには、2種類のソフトウェアイメージだけを保存できます。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード方法

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード（CLI）

はじめる前に

イメージをアクセスポイントにプレダウンロードする際に、覚えておく必要がある前提条件があ

ります:

•プレダウンロードは、controllerがインストールモードで起動している場合にのみ可能です。

• TFTPサーバ、フラッシュイメージ、または USBから新しいイメージをコピーできます。
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•新しいイメージをプレダウンロードする前に、software installコマンドを使用して新しいソ
フトウェアをインストールし、reloadオプションでは noを選択します。

手順の概要

1. ap image predownload or ap ap-name predownload
2. show ap image
3. ap image swap
4. ap image reset
5. reload

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

すべてのアクセスポイントまたはcontrollerに接続し
た特定のアクセスポイントに、新しいイメージをダ

ウンロードします。

ap image predownload or ap ap-name
predownload

例：
Controller# ap image predownload
Controller# ap ap1 predownload

ステップ 1   

アクセスポイントのプレダウンロードプロセスを

確認します。

show ap image

例：
Controller# show ap image

ステップ 2   

プライマリイメージとバックアップイメージを切

り替えるように指定します。

ap image swap

例：
Controller# ap image swap

ステップ 3   

アクセスポイントをリセットします。ap image reset

例：
Controller# ap image reset

ステップ 4   

システムをリセットします。reload

例：
Controller# reload

ステップ 5   
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アクセスポイントプレダウンロードプロセスのモニタ

リング
このセクションでは、アクセスポイントのプレダウンロードプロセスをモニタするためのコマン

ドについて説明します。

次のコマンドがアクセスポイントプレダウンロードプロセスをモニタするために使用できます。

表 1：アクセスポイントプレダウンロードプロセスモニタリングコマンド

目的コマンド

アクセスポイントのプレダウンロードプロセ

スを確認します。

show ap image

アクセスポイントプレダウンロードのステータスの表示

アクセスポイントプレダウンロードイメージのダウンロード中に show ap imageコマンドを入力
することで、アクセスポイントのプレダウンロードの進捗を確認できます。

Controller# show ap image
Total number of APs : 1

Number of APs
Initiated : 1
Predownloading : 1
Completed predownloading : 0
Not Supported : 0
Failed to Predownload : 0

AP Name Primary Image Backup Image Predownload Status
Predownload Ver... Next Retry Time Retry Count
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP1 10.0.1.66 10.0.1.66 Predownloading
10.0.1.67 NA 0

Controller# show ap image

Total number of APs : 1

Number of APs
Initiated : 1
Predownloading : 0
Completed predownloading : 1
Not Supported : 0
Failed to Predownload : 0

AP Name Primary Image Backup Image Predownload Status
Predownload Ver... Next Retry Time Retry Count
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP1 10.0.1.66 10.0.1.67 Complete
10.0.1.67 NA 0
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例：アクセスポイントプレダウンロードプロセス

次に、アクセスポイント AP1にイメージをプレダウンロードする例を示します。

Controller# ap image predownload
Controller# show ap image
Controller# ap image swap
Controller# show ap image
Controller# ap image reset
Controller# reload

アクセスポイントへのイメージプレダウンロードの追加

情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

Lightweightアクセスポイントの設定

Lightweightアクセスポイントコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

アクセスポイントへのイメージプレダウンロードの機能

履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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