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概要

この資料に手動で 設定 する方法を説明されていますまたは IOS および ClickOS アクセス ポイン
ト（AP）のリセット 静的な設定 情報

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

CAPWAP AP および Ciscoワイヤレス LAN コントローラ（WLC）の設定の基本的な知識●

コントロールの基本的な知識およびワイヤレスアクセスポイント プロトコルのプロビジョニ
ング

●

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 5520 WLC ファームウェアリリース 8.8.111.0 を実行する●

Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 シリーズ AP●

Cisco AIR-AP4800-E-K9 シリーズ AP●

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。

AP を手動で設定して下さい

新しいインストールでは、AP がディスカバリ アルゴリズムを使用して WLC を見つけることが
できないときコンソールポートおよび AP の Command Line Interface （CLI）によってコントロ
ーラに加入するのに静的に必要な情報を設定できます。 WLC の検出アルゴリズムと Lightweight
アクセス ポイント（LAP）の登録プロセスの詳細については、ワイヤレス LAN コントローラ
（WLC）への Lightweight AP（LAP）の登録を参照してください。

AP CLI インターフェイスを使用して LAP 上のスタティック情報を手動で設定するために、下記
の EXEC モード CLI コマンドを使用できます。

IOS に関しては基づく AP:●

AP#capwap ap ip address <IP address> <subnet mask>

AP#capwap ap ip default-gateway <IP-address>

AP#capwap ap primary-base <WLC-sysname> <IP-address>

AP#capwap ap secondary-base <WLC-sysname> <IP-address>

 (optional)

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

ClickOS に関しては AP を基づかせていました:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

注: これらのコマンドはイネーブル モードで発行する必要があります。 デフォルトのイネーブル
パスワードは Cisco です。

CLI コマンドを使用して設定されたスタティック情報は、AP がコントローラに加入するために使
用されます。 コントローラへの加入後は、ユーザはコントローラ経由で LAP 上での新しい設定
が可能です。

LAP の LWAPP 設定をリセットして下さい

ネットワーク内の異なる場所に AP を移動すると LAP が以前の WLC に加入できない場合、ある
いは、AP を手動で再設定して別の WLC に加入する必要がある場合、AP が別のコントローラに
関連付けられるようにするには新規のコントローラ情報を入力する必要があります。

WLC による LAP のリセット

以前の方式に加えて、WLC からも LAP の設定をリセットできます。 LAP がコントローラに登録
されると、LAP 上の設定をリセットするために、コントローラから下記のコマンドを使用できま
す。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml


AP のコンフィギュレーションのすべてを AP の静的な IP 設定を除いて、ディフォルトする
ためにクリアするためにクリア ap 構成 <ap-name> 保存 IP 構成コマンドを使用して下さい
。

●

AP の静的な IP 設定が含まれている AP のコンフィギュレーションのすべてをディフォルト
するためにクリアするためにクリア ap 構成 <ap-name> コマンドを使用して下さい。

●

LAP によって CLI をリセットして下さい

特権 execモードの AP コンソール モードにログインする必要がある方式こと使用するため:

IOS に関しては基づく AP:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

ClickOS に関しては AP を基づかせていました:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

リセット LAP Reset ボタンと。

AP に物理アクセスをアクセスできる必要がある方式こと使用するため。 プロセスは IOS および
ClickOS 両方 AP のため同じです。

AP から電源を切り離して下さい。1.
押し、AP の「Mode ボタン」を保持し、AP に電力を提供して下さい。2.
20seconds または多くのための Mode ボタン ホールドを保存して下さい。3.

IOS によって基づく AP:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

ClickOS で AP を基づかせていました:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

コントローラに登録された AP でリセット ボタンをディセーブルにする方法

コントローラに登録された AP でリセット ボタンをディセーブルにするには、次の CLI コマンド



を使用します。

(Cisco Controller) >config ap rst-button disable <AP NAME>

トラブルシューティング

コンソールポートと IP アドレス 割り当てに関する問題を解決する LAP のこの debug コマンドを
使用できます:

IOS によって基づく AP: debug ip udp●

ClickOS で AP を基づかせていました: デバッグ dhcp イベントデバッグ DHCP エラーデバッ
グ dhcp パケット

●

注: AP にコンソール ポートがない場合、LAP が接続されているポートの有線のスニファ トレー
スを確認し、どのようなパケットが LAP で受信され、また LAP に転送されているのかを確認す
る必要があります。

WLC CLI を介してディスカバリ プロセスをモニタするには、次の debug コマンドを使用できま
す。

IOS および ClickOS で AP を基づかせていました:

デバッグ capwap クライアント イベント●

デバッグ capwap Client エラー●

デバッグ capwap クライアント 詳細●
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