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概要

このドキュメントでは、ワイヤレス LAN コントローラの自動インストール機能の使用方法につい
て説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Lightweight AP および Cisco WLC の設定に関する基本的な知識●

Lightweight AP Protocol（LWAPP）に関する基本的な知識●

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。

ファームウェア 5.2.178.0 を実行している Cisco 4402 シリーズ WLC●



TFTP サーバ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

WLC の AutoInstall 機能

AutoInstall 機能は、ワイヤレス LAN コントローラ バージョン 5.0 で導入されました。 この機能
を使用すると、工場出荷状態のコントローラを初めて起動するときに、設定ファイルを TFTP サ
ーバから自動的にダウンロードできます。 コントローラが自動インストール（または自動プロビ
ジョニング）プロセスによって設定されると、自動的に WCS に追加されます。

自動インストール プロセスを機能させるには、コントローラの設定ファイルを作成する必要があ
ります。 ネットワーク上に（または WCS フィルタを介して）すでに存在するコントローラに設
定ファイルを作成する場合は、TFTP サーバに設定ファイルを配置し、DHCP サーバを設定しま
す。これによって新しいコントローラは IP アドレスと TFTP サーバの情報を取得でき、
AutoInstall 機能が新しいコントローラの設定ファイルを自動的に取得できます。

自動インストールを使用するプロセスの詳細については、「DHCP による IP アドレスの入手、
および TFTP サーバからの設定ファイルのダウンロード」と『Cisco Wireless LAN Controller コ
ンフィグレーション ガイド、リリース 6.0』の「設定ファイルの選択」セクションを参照してく
ださい。

例

次の例では、AutoInstall 機能を使用してバージョン 6.0 を実行する工場出荷状態の 4400 ワイヤ
レス LAN コントローラを設定する方法について説明します。

AutoInstall が使用するインターフェイスは、 5500 および 4400 シリーズ コントローラです。

eth0 - サービス ポート（タグなし）●

dtl0 - NPU を介したギガビット ポート 1（タグなし）●

AutoInstall は、DHCP プロセスが正常に終了するまで、またはユーザが AutoInstall プロセスを停
止するまで、DHCP サーバから IP アドレスを取得しようとします。 DHCP サーバから IP アドレ
スを正常に取得するための最初のインターフェイスは、AutoInstall タスクに登録されます。 この
インターフェイスの登録によって、AutoInstall は TFTP サーバ情報の取得と設定ファイルのダウ
ンロードのプロセスを開始します。

AutoInstall は、DHCP IP アドレスを取得するインターフェイスごとに 3 回の完全なダウンロード
を繰り返します。 たとえば、4400 シリーズ コントローラが eth0 と dtl0 の両方で DHCP IP アド
レスを取得すると、各インターフェイスは設定のダウンロードを試行します。 インターフェイス
は、3 回試行した後に設定ファイルを正常にダウンロードできない場合、それ以上ダウンロード
を試行しません。

正常にダウンロードされ、インストールされた最初の設定ファイルがコントローラのリブートを
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トリガーします。 リブート後に、コントローラは新しくダウンロードされた設定を実行します。

注: このドキュメントでは、TFTP サーバのルート ディレクトリに有効な設定ファイルがあるこ
とを前提としています。

この例では、4400 コントローラのサービス ポートの IP アドレスをリースするために、Microsoft
DHCP サーバを設定します。 サービス ポートの IP アドレスとともに、DHCP サーバは、次の値
を返すように設定されます。

コントローラのホスト名（DHCP の [Host Name] オプションを使用）●

TFTP サーバ アドレス（[TFTP Server Address]オプションを使用）●

注: この設定例では、TFTP サーバ上の設定ファイルのファイル名を決定するためにホスト名を使
用します。 WLC は、DHCP の起動ファイル オプションを使用して返されるファイル名または
DHCP の [File] フィールドで提供されるファイル名など、他のパラメータを使用できます。 WLC
が設定ファイルを選択するために使用するプロセスの詳細については、『Cisco Wireless
LAN Controller コンフィグレーション ガイド、リリース 6.0』の「設定ファイルの選択」セクシ
ョンを参照してください。

ホスト名と TFTP サーバが決定されると、AutoInstall は設定ファイルのダウンロードを試行しま
す。

Microsoft DHCP サーバを設定する

この設定用の Windows 2000 DHCP サーバの設定には、次の 3 つのタスクが含まれています。

DHCP サーバで新しいスコープを作成する。●

スコープに TFTP サーバ アドレスを追加する。●

DHCP のホスト名オプションを追加する。●

DHCP サーバで新しいスコープを作成する

新しい DHCP スコープを作成するには、次の手順を実行します。

Windows の [Start] メニューから、[Programs] > [Administrative Tools] > [DHCP] の順に選択
します。

1.
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DHCP マネージャが表示されます。



DHCP サーバを右クリックし、[New Scope] をクリックします。[New Scope Wizard] ダイ
アログボックスが表示されます。

2.

継続するには [Next] をクリックします。3.



新しいスコープの名前と説明を追加し、[Next] をクリックします。4.

ユーザが DHCP サーバに IP アドレスを割り当てる IP アドレス範囲を追加します。 ネット5.



ワーク設定のサブネット マスクが正しく設定されていることを確認します。
継続するには [Next] をクリックします。注: 以前に他のデバイスに割り当てられていたこの
範囲内の IP アドレスを除外して、同じアドレスが二度使用されないようにする必要があり
ます。

6.

リース期間をネットワークに適した値に設定します。 この値は、デバイスの IP アドレスが
どのくらいの頻度で期限切れになり、デバイスによって更新される必要があるかを決定しま
す。

7.

継続するには [Next] をクリックします。8.
DHCP サーバから IP アドレスを取得する際に選択するデバイスの追加オプションを設定し
ます。

9.

[Yes, I want to configure these options now] オプション ボタンをクリックして、[Next] を
クリックします。

10.



デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力して、デフォルト ゲートウェイを設定する
には、[Add] をクリックします。すべてのデバイスにデフォルト ゲートウェイが設定され
ている必要があります。 このゲートウェイは、デバイスと同じ IP サブネット上にインタ
ーフェイスがあり、受信側デバイスが送信側デバイスと同じ IP サブネットにない場合、デ
バイスが IP パケットを送信する場合に、デバイスに最も近いルータ インターフェイスで
す。注: ネットワークでドメイン ネーム システム（DNS）を使用する場合は、デバイスが
ドメイン名と DNS サーバの IP アドレスを受信するように設定できます。

11.



Windows Internet Naming Service（WINS）のサーバ設定をスキップすえるには、[Next] を
クリックします（Cisco CallManager デバイスが WINS を使用しないため）。

12.

[No, I will activate this scope] オプション ボタンをクリックし、[Next] をクリックします。13.



[Finish] をクリックします。新しい DHCP の範囲が作成されます。 ただし、まだアクティ
ブではなく、IP アドレスを割り当てません。

14.

スコープに TFTP オプションを追加する

デフォルトで、[TFTP] オプションは、新しく定義された DHCP スコープに使用できません。 ス
コープに [TFTP] オプションを追加するには、次の手順を実行します。

サーバを右クリックして、[Set Predefined Options] を選択します。1.



[Predefined Options and Values] ダイアログボックスが表示されます。

[Add] をクリックします。[Option Type] ダイアログボックスが表示されます。2.



[Name] フィールドに TFTP サーバの IP アドレスを入力し、データ型ドロップダウン リス
トから [IP Address] を選択します。

3.

[Code]フィールドに 150 と入力し、[Description] フィールドに Autoinstall 機能用の TFTP サ
ーバの IP アドレスを入力します。

4.

[OK] をクリックし、[Edit Array] をクリックします。5.

ワイヤレス LAN コントローラの設定が保存されている TFTP サーバの IP アドレスを入力し
、[OK] をクリックします。

6.

このオプションをアクティブにするには、[Scope Options] を右クリックし、[Configure
Options] を選択します。

7.



[Scope Options] ダイアログボックスが表示されます。

[150 TFTP Server IP Address] チェックボックスをオンにします。 このオプションは、この
スコープの TFTP サーバの IP アドレス オプションを有効にします。

8.

[Apply]をクリックし、スコープにオプション 150 が含まれていることを確認するには、
[OK] をクリックします。

9.



スコープに Host Name オプションを追加する

次の手順では、DHCP ホスト名オプションを定義し、設定します。 デフォルトで、ホスト名オプ
ションは、新しく定義された DHCP スコープで使用できます。 スコープへのホスト名オプショ
ンをアクティブにするには、次の手順を実行します。

サーバを右クリックして、[Set Predefined Options] を選択します。[Predefined Options and
Values] ダイアログボックスが表示されます。

1.

オプション クラスのドロップダウン リストから、[DHCP Standard Options] を選択し、オ
プション名のドロップダウン リストから[012 Host Name] を選択します。

2.

[String] フィールドに WLC-4400-Autoinstall を入力し、[OK] をクリックします。3.



このオプションをアクティブにするには、[Scope Options] を右クリックし、[Configure
Options] を選択します。[Scope Options] ダイアログボックスが表示されます。

4.

[General] タブで、このスコープのホスト名オプションを有効にするには、[012 Host Name]
チェックボックスをオンにします。TFTP サーバの IP アドレス オプションおよびホスト名
オプションは、スコープ用にアクティブ化されます。 次に、DHCP スコープをアクティブ
にします。

5.

DHCP マネージャで、スコープを右クリックし、[Activate] を選択して xcope をアクティブ
にします。

6.

ワイヤレス コントローラの AutoInstall の例



DHCP サーバが設定されると、ワイヤレス LAN コントローラは Autoinstall 機能を使用して設定
ファイルをダウンロードできます。 工場出荷状態の 4400 ワイヤレス LAN コントローラを起動し
、コントローラ コンソールの一連のイベントを確認してください。

コントローラを起動すると、AutoInstall プロセスが開始されます。 設定ウィザードが起動したこ
とが AutoInstall へ通知されない限り、コントローラは何のアクションも行いません。 ウィザード
が起動しなかった場合、そのコントローラには有効な設定があります。

AutoInstall は、設定ウィザードが起動したことを通知されると（つまり、コントローラに設定が
ない場合）、AutoInstall はさらに 30 秒間待機します。 この間、ユーザは設定ウィザードからの
最初のプロンプトに応答できます。

    Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

30 秒の中断タイムアウトが経過すると、AutoInstall は DHCP クライアントを起動します。 30 秒
のタイムアウトが経過した後でも、プロンプトで Yes と入力すれば、AutoInstall のタスクを停止
できます。 ただし、TFTP タスクによってフラッシュがロックされており、有効な設定ファイル
のダウンロードとインストールが進行中のときは、AutoInstall を停止することはできません。

インターフェイスの DHCP IP アドレスを取得した後、AutoInstall はコントローラのホスト名と
TFTP サーバの IP アドレスを決定する短い一連のイベントを開始します。

この例では、サービス ポートは DHCP サーバから IP アドレスを受信する最初のポートであり、
したがって Autoinstall 機能を開始します。 IP アドレスとともに、DHCP サーバは、TFTP サーバ
の IP アドレスに関する情報とコントローラのホスト名も入力します。 サービス ポートの登録後
、AutoInstall 機能は、設定ファイルの TFTP サーバに連絡します。

AutoInstall は、次に名前が記載されている順番で設定ファイルを検索します。

[DHCP Boot File Name] オプションによって提供されるファイル名●

[DHCP File] フィールドで提供されるファイル名●

host name-confg●

host name.cfg●

Base MAC Address-confg（0011.2233.4455-confg など）●

serial number-confg●

ciscowlc-confg●

ciscowlc.cfg●

AutoInstall は、設定ファイルが見つかるまで、このリストの順にファイルを探します。 登録され
ているインターフェイスごとに、このリストを 3 回繰り返し、設定ファイルが見つからない場合
、実行を停止します。

このビデオでは、AutoInstall 機能は WLC-4400-Autoinstall.cfg（<host-name>.cfg）設定ファイル
（DHCP サーバから返されたホスト名が WLC-4400-Autoinstall であるため）を検索し、検出しま
す。

次に、TFTP サーバの IP アドレスのみを（ワイヤレス LAN コントローラのサービス ポートの IP
アドレスとともに）返すように DHCP サーバを設定する例を示します。 この例では、設定ファ
イルは hostname.cfg ではなく、ciscowlc.cfg という名前が付けられます。

Autoinstall がサービス ポートの IP アドレスを取得し、インターフェイスを登録すると、
Autoinstall は上記と同じ順序で設定ファイル検索し、ファイルが見つからない場合、エラー メッ
セージをスローします。 最後に、ciscowlc.cfg ファイルを検出し、ロードします。



   

このビデオは、次のプロセスを示しています。

設定ファイルがワイヤレス LAN コントローラにロードされると、コントローラは設定をフラッシ
ュに保存し、新しい設定を使用してリセットします。

トラブルシューティング

Autoinstall プロセス中に、次のようなエラー メッセージを受信する場合があります。

AUTO-INSTALL: attempting download of 'ciscowlc-confg'

AUTO-INSTALL: TFTP status - 'TFTP Config transfer starting.'

AUTO-INSTALL: TFTP status - ‘% Error: Config file transfer failed -

No reply from the TFTP server'

このエラー メッセージは、ワイヤレス LAN コントローラが TFTP サーバに到達できないか、
TFTP サーバが応答していないことを示します。 このメッセージを受信したら、TFTP サーバが
到達可能かどうか、および TFTP ポートがネットワークでブロックされていないかどうかを確認
します。

関連情報

Wireless LAN Controller コンフィグレーション ガイド 6.0●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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