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概要

この資料に IOSベース Ciscoアクセスポイント（AP）で報告されるフラッシュ破損問題を処理す
る方法を記述されています。  

前提条件

  

要件

次の項目に関する基本知識が推奨されます。

AireOS ワイヤレス LAN コントローラ（WLC） ●

Lightweight APs●

高の Python 2.7(nothing）●

使用するコンポーネント



このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Aironet 1040、1140、1250、1260、1600、1700、2600、2700、3500、3600、3700、
700、AP801 および AP802 シリーズ屋内アクセス ポイント

●

Cisco Aironet 1520 （1522、1524）、1530、1550 （1552）、1570、および Industrial
Wireless 3700 シリーズ屋外および産業ワイヤレスアクセスポイント

●

注: この問題の 1700/2700/3700 および 2600/3600 のような Wave1 AP モデルにずっと高い
流行が vs 点滅すること当然の他の AP 型 HW 型あります。  

  

背景説明

FN70330 によって-点滅すること IOS AP によって残される当然はいくつかのソフトウェアバグ
による破損問題正常な動作の AP、IOS AP のフラッシュ ファイル システム一定時間にわたり破
損するようになるかもしれません。 これは特にアップグレードが WLC に実行されたが、このシ
ナリオに必ずしも制限される後見られます。 

AP は等、が容易に探索可能ではないこの問題プログラム状態で、保守クライアントうまく働く
、かもしれません。 

解決策 

WLC アップグレードの前の作業。

ネットワークの影響を受けた AP を識別し、アップグレードの前に固定するため。 WLAN ポーラ
を実行する必要があります

注意： アップグレードの前に、この資料を読むことを完了して下さい。

WLAN ポーラ ロジック

毎回スクリプトは AP のフラッシュするがアクセス可能であるかどうかそれ確かめます動作しま
す。 

アクセス可能である場合、コマンド fsck フラッシュするを実行します:

すべてが良い場合、次の AP に進んで下さい●

他のリピート コマンド 4 回まで。 失敗がある場合、スクリプトは最終報告でこれを報告し、
この AP は回復資格があります。 

●

それが得難ければ

最終報告の Script フラグ AP およびこの AP は回復資格があります。 ●

それがアクセス可能である場合、AP は重要なファイルがあるように MD5 値を確認します。 

すべてがよい評価する場合、次の AP に進んで下さい●



他に、スクリプトは最終報告でこれを報告し、この AP は回復資格があります。 ●

スクリプトは 3 回を実行することである必要があります。 

実行して下さい スクリプトは AP の各ファイルの MD5 チェックサム値を検知 する MD5 デ
ータベースを構築します。 特定のファイルの最終的な MD5 値は WLC の同じ AP ファミリ
ーを渡るより多くのヒットがあるものです。 

1.

実行して下さい スクリプトは MD5 チェックサム値を vs データベース比較します。 IF 値マ
ッチはそれからファイルそれから AP が第 3 実行で回復ためにフラグを付けられる場合、良
いです

2.

実行して下さい 
スクリプト トリガーは前の 2 つのステップの間にフラグを付けられたそれらの AP のため
のだけテスト capwap イメージ capwap を命じます。

3.

注: イメージがダウンロードされ、インストールされていればこのリカバリー方法により
AP はリロードします。 Maintenance ウィンドウでそれを実行することを確かめて下さい。
 

WLAN ポーラをインストールして下さい/準備して下さい 

1. WLAN ポーラ ツールをダウンロードして下さい。

注: 上のリンクから WLAN ポーラ ツールの最新バージョンをダウンロードする場合、ステ
ップ 2 および 3.をスキップできます。 このバージョンは auto-install WLAN ポーラ ツール
のためのすべての必須コンポーネント。 WLAN ポーラのより古いバージョン（.rar）がある
場合、ステップ 2 および 3.の下で続いて下さい。

2. WLAN ポーラ ファイルを保存したいと思う特定のフォルダにファイルを移動して下さい

3.   スクリプトをインストールする方法に関する説明に関しては次のリンクに従って下さい:

Windows 10 マシンのステップバイステップ ガイドに関してはここをクリックして下さい

MAC OS の詳細なガイドに関してはここをクリックして下さい

4. 「config.ini」ファイルを準備して下さい 

インストールがおよび完了すればファイルは生成されます。 ファイル「config.ini」を編集する必
要があります

WLC/AP 接続モードを規定 して下さい 

; config global mode for WLC and AP connection: "ssh" or "telnet"

mode: ssh

ap_mode: ssh

WLC/AP 資格情報を規定 して下さい 

; set global WLC credentials

wlc_user: <wlc_user>

wlc_pasw: <wlc_pasw>

https://developer.cisco.com/docs/wireless-troubleshooting-tools/#!wireless-troubleshooting-tools/wireless-troubleshooting-tools


; set global AP credentials

ap_user: <ap_user>

ap_pasw: <ap_pasw>

ap_enable: <ap_enable>

フラッシュ チェックに関しては/私達を持っています次のオプションを回復 

影響を受けた AP 使用を識別するため: 

; ap file system checks (WARNING: recover will force IOS image download and AP reload)

ap_fs_check: True

ap_fs_recover: False

AP 使用を回復ため: 

; ap file system checks (WARNING: recover will force IOS image download and AP reload)

ap_fs_check: True

ap_fs_recover: True

WLC 情報を規定 して下さい

この例では、WLC 名前は "2504-WLC" です。 WLC のこの情報を Monitor ページ見つけることが
できます。 

; WLC sections must be named as [WLC-<wlcname>]

[WLC-2504-Rafis]

active: True

ipaddr: <wlc-ip-addr>

その場合コピー/貼り付け上の syntaxis 新しい WLC 情報を使用して複数 WLCs を追加できます。
 

注: AP リストを規定 する必要はありません。 スクリプトは WLC からの AP を取ります。 

WLAN ポーラを実行して下さい 

config ファイルが作成されたディレクトリから（前のセクション、ステップ 3）。 次のコマンド



を使用します。  wlanpoller ----cli ロギング

スクリプトが行われれば。 それは要約をように続きます提供します: 

============================================================

Summary

============================================================

Total APs : 1

Processed APs : 1

Failed APs : 0

============================================================

Errors

============================================================

AP MD5 checksum mismatch : 2

AP FSCK recover : 1

============================================================

注: 持つ 2 回を実行することである必要があります AP が影響を与えられるか何かの、スク
リプト正確な情報を覚えていて下さい

WLAN ポーラ出力

スクリプトが動作したパス。 それは次のファイルを作成します。 

ap_md5_db.json: MD5 データベース●

フォルダ ログ それはターミナルで WLAN ポーラによってすべての出力表示を保存します●

フォルダ データ●

それは次のパスにレポートを破壊します: <year>/<month>/<day>

File: <timestamp>_ap_fs.csv -実行される AP および結果のチェックの要約

カラム説明 

ap_name: AP の名前。●

ap_type: AP モデル。●

ap_uptime: AP （幾日）のための稼働時間。●

ap_ios_ver: IOS バージョン。●

fs_free_bytes: フラッシュ ファイル システムの自由なバイトの数。●

flash_issue: どのフラッシュ破損でも観察されたら本当。●

fs_zero_size: ハングするフラッシュするが「示すずっと検出されたファイル システムである
時本当-」- （show file system コマンド）

●

fsck_fail: ファイル システム チェックが失敗した本当。 - （fsck フラッシュする: -コマンド）●

fsck_busy: フラッシュ fsck をした場合使用中本当デバイスかリソース。●

fsck_recovered: エラーが fsck で本当発生したが、それ次の fsck でときに固定されます。●

fsck_attempts: AP （最大値 4）を回復 fsck の試みの数●

md5_fail: md5 少なくとも 1 つのファイルがデータベースで保存されると異なっている時本当●



。
rcv_trigger: 本当 WLC 問題が検出されたらおよびリカバリからイメージをダウンロードする
ために試みられる AP は有効に なりましたら。

●

File: すべてのファイルの MD5 チェックサム値の <timestamp>_ap_md5.csv 詳細（すべての AP
で）

   

カラム説明 

ap_name: AP の名前。●

ap_type: AP モデル。●

ap_uptime: AP （幾日）のための稼働時間。●

ファイル名: IOS イメージ ファイル名。●

md5_hash: ファイル名の md5 値。●

is_good: db で保存される値の本当 md5 値一致。 このファイルのために観察される偽 md5 ミ
スマッチ。

●

is_zero_bytes: ファイル名に md5checksum 従ってあるとき本当ファイルに基づいて 0 バイ
トが不正確です。

●

md5_error: ファイル名のための md5 を得ることはできなかった場合 md5 値を取り出すエラ
ー メッセージ。

●

注: WLAN ポーラ リカバリ スクリプトがある特定の AP を回復できないそれらの AP がレポ
ートに失敗されるようにフラグを付けられて残るシナリオがある可能性があり。 それらの
シナリオでは、AP CLI への telnet/SSH/console による手動 AP リカバリは推奨されます。
TAC SR をこのプロセスの必要な支援開いて下さい。 WLAN ポーラからケースに生成され
るすべての出力を接続して下さい。 

  

孤立状態 AP

SSH/telnet なら接続

AP を回復試みるように次のステップに従うことができます: 

capwap オート再度ブートするを停止して下さい●

AP# debug capwap console cli

AP# debug capwap client no-reload

それから他にやめられる次のステップに進むことができる成功、フラッシュをフォーマット
して下さい。

●



AP# format flash:

リカバリイメージをロードして下さい。 リカバリイメージはここに見つけることができます
。 

●

archive download-sw /overwrite tftp://<IP address>/<file name>

ロードされたリカバリイメージの MD5 を、良かったら続きます次のステップにチェックして
下さい 

●

 AP# verify /md5 flash:/<image directory>/<image file>

CLI 値を vs cisco Webページの値比較できます。 

新しくダウンロードされした リカバリイメージへの Set boot 変数●

AP#show boot

AP(config)#boot system flash:/RCV/RCV-image

読み込み AP●

AP なら Rommon ステータス

boot コマンドから上でと同じを、試みることができます。 ここに従うことができるコマンド:

https://software.cisco.com/download/home


ap: tftp_init

ap: ether_init

ap: flash_init

ap: format flash:

ap: set IP_ADDR <IP Address>

ap: set NETMASK <mask>

ap: set DEFAULT_ROUTER < default router >

ap: tar -xtract tftp://<IP address>/<file name> flash:

ap: set BOOT flash:/<file name>

ap: boot

SSH/telnet にない

バウンス スイッチポートは、数時間、その助けるかどうか確認します。 

Windows 10 マシンで WLAN ポーラをインストールするステッ
プバイステップ ガイド- 64 ビット

注: WLAN ポーラ ツールの最新バージョンをダウンロードする場合、このセクションをスキ
ップできます。

次のリンクから Python 2.7.14 をダウンロードし、インストールして下さい1.
次のリンクから Windows クライアントの Python のための C++ コンパイラーをダウンロー
ドし、インストールして下さい

2.

コントロール パネルのシステム設定に行ったらおよびインストールされていたらすべての
ウィンドウ ターミナルが閉じることが）システム設定を『Advanced』 を選択 して下さい
（確かめて下さい:

3.

では popsが「環境変数…」を選択するウィンドウ4.

ftp://192.168.130.222/images/c350-k9w7-tar.122-13.JA1
https://developer.cisco.com/docs/wireless-troubleshooting-tools/#!wlan-poller-wlan-poller/download
https://www.python.org/downloads/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44266


そこにで「システム 変数」から、「パス」変数を選択し、『Edit』 をクリック します…5.



そのウィンドウでラップトップのコマンド・ラインが python コマンドを認識するように
Python 2.7.14.0 および C:\ <Base directory> \スクリプトをインストールした基本 ディレク
トリにパスを追加して下さい: パスを手動で 『New』 をクリック し、追加して下さい。

6.

すべての Settings ウィンドウを閉じればターミナル（コマンド プロンプト）は開きました

 新しいターミナルを開き、入力しなさいかどうかピップ インストールされている確認して
下さい: ピップ ----version

7.

もう一つのオプションはフォルダのピップか pip2 または pip2.7 と呼ばれるファイルがあるかど
うか確認することです: C:\Python27\Scripts 



すべてが良かったらセクション アップグレード ピップに行って下さい。 ステップ 8●

エラーをまたは得るか、読み続けるとフォルダ/ファイルが見つけません。 ●

ピップをインストールして下さい

ターミナルを閉じ、下記のリンクからピップをインストールして下さい●

ファイルを「得ますpip.py」ダウンロードし、保存して下さい。 探される Webサイト●

コピーして下さいフォルダ「C:\Python27」に「得ピップ py」ファイルを●

注: Webサイトからの内容をコピー アンド ペーストしたらこれが起こったら、py.txt 拡張を持っ
ていないことを、チェックしますフォルダ「C:\Python27」のディレクトリとこれを名前を変更し
ますターミナルからのファイルの確かめて下さい。

https://pip.pypa.io/en/stable/installing/


下記のコマンドでファイルの名前を変更して下さい:

  

同じフォルダ「C:\Python27 で」実行して下さい: python は得ますpip.py●

下記のコマンドで最新バージョンにピップをアップグレードして下さい: インストールを不
機嫌にして下さい ----ピップをアップグレードして下さい

8.

上記のステップは必要とされたすべてのパケットをインストールします。 この場合
Windows のためのコマンド・ラインを開き、.tar.gz WLAN ポーラ ファイル（使用を保存し
たディレクトリに行って下さい: directory> への cd <Path）

9.



インストールして下さい使用によってスクリプトをコマンド「ピップ インストール
wlanpoller-0.7.1.dev90_md5rcv.tar.gz」の

10.

すべての WLAN ポーラ 情報を保存してほしい新しいディレクトリを作成して下さい。10.

「コマンド・ラインで」そのディレクトリに移動し、コマンド「wlanpoller 実行して下さ
い ----スクリプトが動作することができるのにように必要とされる設定変数およびコンフィ
ギュレーション ファイルを作成する生成する構成」:

11.



config.ini ファイルと続くためにここをクリックして下さい

MacBook バージョン 10.11 または それ 以上で WLAN ポーラを
インストールするステップバイステップ ガイド

注: WLAN ポーラ ツールの最新バージョンをダウンロードする場合、このセクションをスキ
ップできます。

MAC OS は既にインストールされる python を備えています。 パケットの他をインストールする
私達のために次のステップに従って下さい

WLAN ポーラ ファイルがあるフォルダに移動して下さい: cd <path>1.

https://developer.cisco.com/docs/wireless-troubleshooting-tools/#!wlan-poller-wlan-poller/download


そこに次のコマンド実行される: これのための sudo ピップ インストール wlanpoller-
<version>.tar.gz 必要としました sudo パスワード（MACBook 管理者 パスワード）を

2.

スクリプトが作成するすべてのファイルを編成するために新しいディレクトリを作成して下
さい mkdir <directory name>cd <directory name>

3.

次のコマンドを実行して下さいそうすればスクリプトはスクリプトを実行するのに必要とさ
れるすべてのディレクトリ/ファイルを準備します: wlanpoller ----生成する構成

4.

config.ini ファイルと続くためにここをクリックして下さい

 WLAN ポーラ制限

WLAN ポーラは Windows 10 のサポートのためにだけ 64 のビット システムおよび Apple
MacBook バージョン 10.11 または それ 以上テストされます。 

●

ない WLANPoller ツールの新しいバージョンを使用して、Python 2.7 バージョンだけより古
いバージョンでサポートされれば。

●

AP 名前にスクリプト実行中にエラー の下で特殊文字がように見られたらあ
れば。
 

ユーザは手動で問題を解決するために AP 名前から特殊文字を削除する必要があります。

●

https://developer.cisco.com/docs/wireless-troubleshooting-tools/#!wlan-poller-wlan-poller/download

	さまざまな AP IOS フラッシュする 破損問題の概要
	目次
	概要
	前提条件
	要件
	使用するコンポーネント

	背景説明
	解決策 
	WLC アップグレードの前の作業。
	WLAN ポーラ ロジック
	WLAN ポーラをインストールして下さい/準備して下さい 
	WLAN ポーラを実行して下さい 
	WLAN ポーラ出力

	孤立状態 AP
	SSH/telnet なら接続
	AP なら Rommon ステータス
	SSH/telnet にない

	Windows 10 マシンで WLAN ポーラをインストールするステップバイステップ ガイド- 64 ビット
	MacBook バージョン 10.11 または それ 以上で WLAN ポーラをインストールするステップバイステップ ガイド
	 WLAN ポーラ制限


