
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
パケット キャプチャの設定 

目標
 

パケット キャプチャはデバイスによって送受信されるパケットをキャプチャし、格納する
ことを可能にするネットワーク デバイスの機能です。 キャプチャされるパケットはネット
ワーク プロトコル アナライザによってパフォーマンスを解決するか、または最適化するた
めに分析することができます。 キャプチャされるパケット ファイルは HTTP/HTTPS か
TFTP によってダウンロードすることができます。 ネットワークのパケットフローを理解す
ることを共有し、次に更に分析することができます。
 
この資料の目標はパケット キャプチャを設定し WAP121 および WAP321 Access Points
（AP）のパケット キャプチャ ファイルをダウンロードする方法を説明することです。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4 （WAP121 および WAP321）
  

パケット キャプチャの設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > パケット キャ
プチャ『管理』 を選択 し。 Capture ページ パケットは開きます:
 



 
呼び出します。 キャプチャ ビーコン フィールドの Enable チェックボックスをチェックし
て下さい。 ビーコンフレームはワイヤレスLANネットワークの存在を知らせるために定期
的に送信されます。
 
ステップ 3 特定のキャプチャ オプションを選択するために次のいずれかのフィールドの側
の次のいずれかのチェックボックスをチェックして下さい:
 

• プロミスキャス キャプチャ—これはこのデバイスのために意味されるかどうか Wireless
Network Interface Card （NIC）キャプチャにすべてのパケットを関係なくさせます。
 
• 無線クライアント フィルタ—これは WLANクライアントからだけワイヤレス NIC キャプ
チャ パケットを作ります。 
 

注: プロミスキャス キャプチャおよび無線クライアント フィルタは両方同時に有効に する
ことができません。
 
注: プロミスキャス キャプチャ モードを選択する場合ステップ 4 をスキップして下さい。
 
ステップ 4 無線クライアント フィルタが有効に なる場合、クライアント フィルタ MAC
Address フィールドでクライアント フィルタの MAC アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5.パケット キャプチャ方式 Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい。
 

• ローカルは AP デバイスでファイルとして file —キャプチャされるパケットを格納します
。 ファイルは pcap 形式にあり、AP は TFTPサーバにファイルを転送できます。 これを
選択する場合ステップ 7 をスキップして下さい。
 
• remote —ネットワーク プロトコール アナライザ ツールを実行する外部コンピュータに
リアルタイムのキャプチャされるパケットをリダイレクトします。 これを選択する場合ス
テップ 6 をスキップして下さい。
 

ステップ 6 ローカル ファイルが選択される場合、これらのフィールドを設定して下さい。
 



 
• キャプチャは interface —パケットがキャプチャ インターフェイス ドロップダウン リス
トでからキャプチャされるべきであることインターフェイスを選択します。 ドロップダウ
ン リストにインターフェイス brtrunk、radio1、etho および vap0 があります。
 
• キャプチャ期間—秒にキャプチャ期間に入って下さい。 これは 10 から 3600 秒まで及ぶ
ことができます。
 
• 最大キャプチャ ファイル サイズ—最大キャプチャ ファイル サイズ（KB）を及びます 64
から 4096 KB まで入力して下さい。
 

ステップ 7 リモート パケット キャプチャ方式が選択される場合、ポート番号を及びます 1
からリモート キャプチャ Port フィールドの 65530 まで入力して下さい。 デフォルトは
2002 年です。
 



 
ステップ 8.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
ステップ 9.パケット キャプチャ プロセスを開始するためにキャプチャを『Start』 をクリッ
ク して下さい。
 
ステップ 10： 警告メッセージが現れます。 パケット キャプチャ プロセスを続けるために
『OK』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 11.パケット キャプチャ プロセスを停止するためにキャプチャを『Stop』 をクリ
ック して下さい。 パケット キャプチャ ステータス エリアはキャプチャが進行中であるこ
とを示します。
 



 
 
ステップ 12： 警告メッセージが現れます。 パケット キャプチャ プロセスを停止するため
に『OK』 をクリック して下さい。
 

  
パケット キャプチャ ステータス
 

ステップ 1： パケット キャプチャ ステータス エリアは次の情報が含まれています。 最近
のステータスを調べるために『Refresh』 をクリック して下さい。
 

 
• 現在のキャプチャは status —現在のパケット キャプチャ ステータスを表示します。
 
• タイム パケット キャプチャはパケットがキャプチャされる時間を表示します。
 
• パケット キャプチャ ファイル サイズ—パケットによってキャプチャされるファイルのサ
イズを表示します。
  

パケット キャプチャ ファイル ダウンロード
 

キャプチャされるファイルが TFTPサーバによってダウンロードされなければならない場合



ステップ 1. （オプションの）はキャプチャ ファイル チェックボックスをダウンロードする
ために使用 TFTP をチェックします。 TFTPサーバ Filename フィールドおよび TFTPサー
バ IPv4 Address フィールドはアクティブになります。
 

 
タイムセーバ: ステップ 1 のチェックボックスをチェックしない場合、ステップ 4.にスキッ
プして下さい。
 
ステップ 2. TFTPサーバ Filename フィールドの pcap 形式でファイル名を入力して下さい
。
 
ステップ 3. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバの IPv4 アドレスを入力し
て下さい。 
 
ステップ 4. 『Download』 をクリック して下さい。 知らせる TFTP を選択しなかったらダ
ウンロードがプロセスにあることファイルは HTTP/HTTPS と、ウィンドウようですダウン
ロードされます。 [OK] をクリックします。
 

 
注: 開いた出典であるパケット キャプチャから得られる情報を解読し、理解するのに
Wireshark ソフトウェアを使用できます。



Wireshark のキャプチャされるパケットを表示して下さい
 

ステップ 1. Wireshark ソフトウェアを起動させて下さい。
 

 
ステップ 2. PC からファイルを参照し、『Capture』 を選択 するためにファイル セクショ
ンで『Open』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3. PC でファイルを見つけて下さい。
 
ステップ 4.キャプチャされるファイルを表示するために開いて下さい。
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