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概要

この記事は組み込みワイヤレス コントローラ（EWC）への軽量 Cisco Catalyst 9000 シリーズ ア
クセス ポイント（9115、9117、9120、9130）を変換し Webインターフェイスへのアクセス権を
得る方法を示します。 他のガイドは利用できま容易に Catalyst AP の Cisco EWC を展開するた
めに smartphone アプリケーションをまたは Web UI ウィザードしかしこの CLI アプローチの資
料フォーカス主に見なします、また変換 助言およびトリック。

Catalyst AP の組み込みワイヤレス コントローラについて

Catalyst ® アクセス ポイントの Cisco ® によって組み込まれるワイヤレス コントローラは展開し易
く、管理し易い Wi-Fi 6 ネットワークにオプションを提供します。 制御機能は Cisco Catalyst ア
クセス ポイントに構築されます、従って追加された物理的 な アプライアンスが必要となりませ
ん。

これは堅固なセキュリティ、Cisco 信頼性および Wi-Fi 6 キャパシティおよびパフォーマンス権限
独自にを含む企業クラス機能を、得ることを意味します。 新しい無線ネットワークの配備および
管理は最小 IT リソースとの組織のシングル サイトか multisite 配備のために少しネットワーク ナ
レッジか IT サポートを必要としま、それに理想をします。 ちょうどそれを設定 し、忘れて下さ



い。

Catalyst アクセス ポイントの Cisco によって組み込まれるワイヤレス コントローラは弾力性のあ
り、セキュア、インテリジェントにさせている Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コント
ローラとして同じような Cisco IOS ®XE コードを実行します。 組み込みワイヤレス コントローラ
で、コントローラ アプライアンスに投資しないでエンタープライズ 機能の利点を得ます。

さらに、Cisco Catalyst アクセス ポイントの投資は必要が展開すると同時に保護されます。 組み
込みワイヤレス コントローラは必要に応じて配備曇るか、または物理的 なコントローラ ベース
の移行することができます。

要件

前提条件

使用するコンポーネント

9120 AP●

EWC イメージ バージョン 17.1.1s●

TFTPサーバ●

コンソールケーブル●

この技術情報で説明されているステップは AP が簡易 capwap イメージを実行していると、そし
て機能 TFTPサーバが到達可能であると仮定します。

展開

スイッチの設定

EWC AP が接続されるポート ネイティブ VLAN のトランク ポートでなければなりませんに管理
VLAN の。 

スイッチ設定例:

configure terminal

  interface gigabitEthernet 0/1

  switchport mode trunk

  switchport trunk native vlan 10

工場出荷時の状態へのリセット

アクセス ポイントを変換する前に、それはそれが真新しくてファクトリ リセットを行う最良の方
法です:

電力源からの AP のプラグを抜いて下さい1.
コンソールケーブルのプラグを差し込み、PC のシリアル セッションを開いて下さい2.
AP のモード/Reset ボタンを押し、保持して下さい3.



まだモード/Reset ボタンを保持している間電力源に戻って AP を差し込んで下さい4.
敏速まで現れますボタンをシリアル セッションで保持し続けます5.

コンソール セッションはボタンがどの位のために押されたか全部書きます。 完全な再始動に少な
くとも 20 秒が必要となります。 AP は起動し、既定の資格情報 Cisco/Cisco はログインに使用す
ることができます。

ネットワーク トポロジ

組み込みワイヤレス コントローライメージは ZIP ファイルの形で提供されます。 ZIP ファイルは
含んでいます:

EWC .bin イメージ（例: C9800-AP-iosxe-wlc.bin）●

EWC （例に加わることができるすべての AP のための AP イメージ: ap1g4、ap1g7）●

どの AP モデルかにどのイメージが対応するか規定 する Readme.txt ファイル●

注: TFTPサーバに zip アーカイブの内容を得ることを確かめて下さい。 AP はアーカイブに
それでもある場合直接必要としますこれらのファイルへのアクセスを、それそれらを得られ
ません。

表下記のリスト対応するすべてのイメージおよび AP モデル:

AP モデル イメージ ファイル名
AP1815、AP154x ap1g5
AP180x、AP183x、AP185x ap1g4
C9115、C9120 ap1g7
C9117 ap1g6
C9130 ap1g6a
AP380x、AP280x、AP156x ap3g3

注: Cisco Catalyst 9000 シリーズだけ AP EWC コードを実行することができます。 上記の
表の他の AP はすべて EWC に加わるだけことができます。

抽出された ZIP ファイルの内容は TFTPサーバにコピーする必要があります。

イメージをアップグレードする前に、AP の名前を変更し、それに静的IP アドレス、ネットマス
クおよびデフォルト ゲートウェイを割り当てます:

Username: Cisco

Password: Cisco

AP2CF8.9B5F.8628>enable

Password: Cisco

AP2CF8.9B5F.8628#capwap ap hostname AP1

Please note that if AP is already associated to WLC,

the new hostname will only reflect on WLC after AP

 dis-associates and rejoins.

AP1#capwap ap ip 192.168.1.14 255.255.255.0 192.168.1.1

TFTPサーバは IP アドレス 192.168.1.25 にあります。 Mobility Express とは違って 2 つの異なる
イメージを規定 することを、必要とします: AP のための 1 つおよび EWC のための 1。 イメージ
の変換は次のコマンドを使用してされます:



AP1#ap-type ewc-ap tftp://192.168.1.25/ap1g7 tftp://192.168.1.25/C9800-AP-iosxe-wlc.bin

Starting download eWLC image tftp://192.168.1.25/C9800-AP-iosxe-wlc.bin ...

It may take a few minutes. If longer, please abort command, check network and try again.

It may take a few minutes. If longer, please abort command, check network and try again.

######################################################################## 100.0%

Upgrading ...

注: AP が 8.9 コードバージョンを実行する場合、コマンド ap  Express 代りに使用する
必要があります。

イメージがアップグレードされれば、AP はリブートします。 既定の資格情報 Cisco/Cisco を使
用するログイン。 アップグレードが正常である場合、Show version コマンドの出力は含んでいま
す:

AP1#show version

.

...

AP Image type    : EWC-AP IMAGE

AP Configuration : EWC-AP CAPABLE

コードの EWC 部分は起動します。 起動は 15 分程はじめてかかることができます。

重要： AP の EWC プロセスは同じブロードキャスト ドメイン（VLAN）で決して既存の
AireOS があれば、9800 または Mobility Express なまたは EWC コントローラを起動しませ
ん。

オプション 1： 最初の CLI 設定

EWC 配分が起動すれば、プロンプトは最初の Configuration ウィザードを開始することを提供し
ます。 この技術情報は Catalyst ワイヤレス アプリケーションまたは Webブラウザ ウィザードの
使用なしで手動設定を、全く最初からカバーします:

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: no

WLC2CF8.9B5F.8628#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

WLC2CF8.9B5F.8628(config)#hostname EWC

######## Cteates local user admin ######## EWC(config)#user-name admin

EWC(config-user-name)#privilege 15

EWC(config-user-name)#password 0 Cisco123

EWC(config-user-name)#exit

######## Specifies credentials used to log into APs joined to this EWC ######## EWC(config)#ap

profile default-ap-profile

EWC(config-ap-profile)#mgmtuser username admin password 0 Cisco123 secret 0 Cisco123

EWC(config-ap-profile)#exit



######## Configures management interface IP address and subnet######## EWC(config)#interface

gigabitEthernet 0

EWC(config-if)#ip address 192.168.1.15 255.255.255.0

EWC(config-if)#exit

######## Default gateway IP address ######## EWC(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

######## Enables web interface of EWC ######## EWC(config)#ip http server

EWC(config)#ip http secure-server

######## Write to memory ########

EWC(config)#end

EWC#write memory

注: また「設定を保存し、プレインストールされた日ゼロ設定を削除するために write
memory」をして下さい。 これがされなければ EWC の GUI へのアクセスはですこのガイ
ドの説明された以降それのように可能性のあるではないことです。 

9800 コントローラとは違って、EWC フラッシュ・メモリにすべての AP イメージを保存する十
分な領域がありません。 すべての AP イメージは外部 TFTP または SFTP サーバでホストされる
必要があります。 第 2 AP が加入することを試みる場合 EWC は外部サーバをそれを指します。
次のコマンドなしで、他の AP はそれに加入できません:

EWC(config)#wireless profile image-download default

EWC(config-wireless-image-download-profile)#image-download-mode tftp

EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-server 192.168.1.25

EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-path /

EWC#write memory

Building configuration...

[OK]

Webインターフェイスは https:// <EWC 管理 IP アドレスで > 今アクセスすることができます。

注: HTTP および HTTP が両方有効に なる場合、EWC は HTTPS Webインターフェイスを
持つユーザを常に動作します。 HTTP を Web 認証のようないくつかの機能のために重大で
あり、有効に してもらうことはそれを有効に してもらうことを推奨します。

オプション 2： Web UI ウィザード

AP が EWC モードでリブートしたら、MAC アドレスの最後のディジットの提供 SSID 終了をブ
ロードキャストします。 PSK 「パスワード」を使用してそれに接続できます。

それからブラウザを開くことができ、AP Web UI に連れて行く mywifi.cisco.com にリダイレクト
されます。 ユーザ「webui」およびパスワード「cisco で」接続して下さい。

注: EWC 設定ポータルへの Web リダイレクションは提供 SSID に接続される場合その時だ
けはたらきます。 それはラップトップが別の wifi ネットワークにまたは有線ネットワーク
で接続される場合はたらきません。 day0 ウィザード プロビジョニング モードにあるとき
EWC IP アドレスを入力しても有線ネットワークからの AP を設定できません



オプション 3： Smartphone アプリケーション

Apple で保存して下さい、また Android 演劇ストア、Cisco Catalyst ワイヤレス アプリケーショ
ンを見つけられます。 それをインストールすれば、アプリケーションは容易に手動接続か QR コ
ードによって埋め込み式コントローラを提供することを可能にします。

助言及びトリック

EWC に他の AP に加入すること

100 つまでのアクセス ポイントは EWC に加入することができます。 EWC に加入される AP は
FlexConnect モードにある場合だけ機能できます。 それのように前の章で述べました、EWC は
フラッシュ・メモリのすべての AP イメージをホストすることができないし、    default で
規定 される必要がある SFTP サーバがまたは TFTP あることを必要とします。

EWC が見つけられるサイトに常置 TFTPサーバをホストするインフラストラクチャがない場合規
則的なラップトップは一時的に使用することができます。 AP イメージ初期配置およびアップグ
レードの間にサイトに現在である必要だけの TFTPサーバ。

EWC （前の apciscoshell）からアクセスします AP コンソールに

コンソールケーブルが EWC イメージを実行する AP にプラグインされる場合 EWC プロンプト
はデフォルトで示されます。 、何らかの理由で、根本的な AP シェルへのアクセスが必要となれ
ば、を使用してすることができます:

EWC#wireless ewc-ap ap shell username admin

admin@192.168.129.1's password: Cisco123

EWC シェルに戻って終了するために、使用して下さい:

AP1>logout

Connection to 192.168.129.1 closed.

EWC#

注: このコマンドは Mobility Express な コントローラで以前利用可能の apciscoshell と
同等です。

軽量 CAPWAP モードに戻る EWC を変換する方法

EWC モードで動作する AP が軽量 capwap モードに戻って変換される必要がある場合を経てする
ことができます:

AP1#ap-type capwap

AP is the Master AP, system will need a reboot when ap type is changed to CAPWAP

. Do you want to proceed? (y/N) y

重要： このコマンドは AP および EWC 両方パーティションの完全なファクトリ リセット
を行います。 EWC 設定の変換の前に存在をバックアップすることを確かめて下さい。



EWC CLI からリセットされるファクトリ

ファクトリに EWC をリセットすることは EWC CLI プロンプトからのこのコマンドを使用でき
ますディフォルトします:

EWC#wireless ewc-ap factory-reset

巧妙なモードにアクセスする方法

デフォルトで、EWC の Webインターフェイスは最新機能すべてを示しません。 それらは右上隅
のギヤ アイコンのクリックおよび巧妙なモードを回すことによって有効に することができます:

管理インターフェイス証明書およびトラストポイントの生成

EWC は機能すべてのために製造業者インストール済み証明書（MIC）を使用します。 もし自己
署名入り認証が生成されれば決して。 この技術情報で規定 されるすべてのコマンドは作動中
EWC を持つおよびそれに加入してには AP をもらう十分です。



参考資料

組み込みワイヤレス コントローラ ドキュメント着陸ページ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/embedded-wireless-controller-catalyst-access-points/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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