
アクセスポイントディスカバリ用のデバ

イスの設定

•機能情報の確認（1ページ）
•アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定の前提条件（1ページ）
•アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定の制約事項（2ページ）
•アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定に関する情報（3ページ）
•アクセスポイントディスカバリの設定方法（5ページ）
•アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定例（6ページ）
• APパススルーの設定（8ページ）

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォーム

とソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定の前

提条件

ワイヤレス機能を使用するには、Cisco Catalyst 3850スイッチポートに APを直接接続する必
要があります。

注意

• Control and Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）UDPポート 5246および 5247
（Lightweight Access Point Protocol（LWAPP）UDPポート 12222および 12223と同等のポー
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ト）が有効になっており、アクセスポイントがデバイスに joinできないようにする可能
性のある中間デバイスによりブロックされていないことを確認してください。

•アクセスコントロールリスト（ACL）がデバイスとアクセスポイントの間の制御パスに
ある場合は、新しいプロトコルポートを開いてアクセスポイントが孤立しないようにす

る必要があります。

•アクセスポイントが UP状態であり、IPアドレスが変更される場合は、既存の CAPWAP
トンネルを解除してデバイスに再 joinします。

•アクセスポイントをネットワークでアクティブにするには、デバイスがそのアクセスポ
イントを検出する必要があります。Lightweightアクセスポイントでは、次のデバイスディ
スカバリのプロセスがサポートされています。

•レイヤ 3 CAPWAPディスカバリ：アクセスポイントから複数のサブネットでこの機
能をイネーブルにできます。この機能は、レイヤ 2ディスカバリで使用されるMAC
アドレスではなく IPアドレスと UDPパケットを使用します。

•ローカルに保存されているデバイスの IPアドレスディスカバリ：アクセスポイント
がすでにデバイスにアソシエートされている場合、プライマリ、セカンダリ、および

ターシャリデバイスの IPアドレスはアクセスポイントの不揮発性メモリに保存され
ます。今後の展開用にアクセスポイントにデバイスの IPアドレスを保存するこのプ
ロセスは、「アクセスポイントのプライミング」と呼ばれます。

• DHCPサーバの検出：この機能では、デバイスDHCPオプション 43を使用してアク
セスポイントにの IPアドレスを割り当てます。Ciscoスイッチでは、通常この機能に
使用される DHCPサーバオプションをサポートしています。

• DNSの検出：アクセスポイントでは、ドメインネームサーバ（DNS）を介してデバ
イスを検出できます。CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomainに応答してデバイ
ス IPアドレスを返すように DNSを設定する必要があります。ここで localdomainは
アクセスポイントのドメイン名です。アクセスポイントは、DHCPサーバから IPア
ドレスと DNSの情報を受信すると、DNSに接続して
CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomainを解決します。DNSからデバイスの IP
アドレスのリストを受信すると、アクセスポイントはデバイスにディスカバリ要求を

送信します。

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定の制

約事項
•デバイスが適切な日時で設定されていることを確認してください。デバイスに設定されて
いる日時がアクセスポイントの証明書の作成日とインストール日に先行すると、アクセス

ポイントはデバイスに joinしません。
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•ディスカバリプロセス中は、1140、1260、3500、1040、1600、2600、または3600などの、
シスコデバイスによってサポートされるアクセスポイントはシスコデバイスに対しての

みクエリを行います。

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定に関

する情報
CAPWAP環境では、Lightweightアクセスポイントは CAPWAP検出メカニズムを用いてデバ
イスを検出し、デバイスに CAPWAP接続要求を送信します。デバイスはデバイスに接続する
ためのアクセスポイントを許可するため、アクセスポイントにCAPWAP接続応答を送信しま
す。アクセスポイントがデバイスに接続されると、デバイスはその構成、ファームウェア、コ

ントロールトランザクション、データトランザクションを管理します。

アクセスポイント通信プロトコル

Cisco Lightweightアクセスポイントは、IETF標準 CAPWAPを使用してネットワーク上のデバ
イスおよび他の Lightweightアクセスポイントと通信します。

CAPWAPは LWAPPに基づく標準の互換プロトコルであり、デバイスによる無線アクセスポ
イントの集合の管理を可能にします。CAPWAPは、次の理由によりデバイスに実装されます。

• LWAPPを使用するシスコ製品に、CAPWAPを使用する次世代シスコ製品へのアップグ
レードパスを提供するため。

• RFIDリーダーおよび類似のデバイスを管理するため。

•デバイスにサードパーティのアクセスポイントとの将来的な互換性を持たせるため。

アクセスポイントの join情報の表示
CAPWAP discovery要求をデバイスに少なくとも 1回送信するアクセスポイントの接続に関す
る統計情報は、アクセスポイントがリブートまたは切断されても、デバイス上に維持されま

す。これらの統計情報が削除されるのは、デバイスがリブートされた場合、または統計情報の

クリアを選択した場合のみです。

アクセスポイント接続プロセスのトラブルシューティング

アクセスポイントがデバイスへの接続に失敗するのには、RADIUS認証が保留になっている、
デバイスで自己署名証明書が有効になっていない、アクセスポイントとデバイスとで規制ドメ

インが一致しないなど、多くの原因が考えられます。
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アクセスポイントには、CAPWAP関連のすべてのエラーを syslogサーバに送信するよう設定
できます。すべての CAPWAPエラーメッセージが syslogサーバでそのまま表示できるので、
デバイスでデバッグコマンドを有効にする必要はありません。

デバイスがアクセスポイントからの CAPWAP join要求を受信するまで、アクセスポイントの
状態は保持されません。そのため、特定のアクセスポイントからの CAPWAP discovery要求が
拒否された理由を判断することは難しい場合があります。そのような接続の問題を、デバイス

で CAPWAPのデバッグコマンドを有効にせずトラブルシューティングするため、デバイスは
このデバイスにディスカバリメッセージを送信するすべてのアクセスポイントの情報を収集

し、このデバイスに正常に接続したアクセスポイントがあればその情報を保持します。

デバイスは、CAPWAP discovery要求をデバイスに送信する各アクセスポイントについて、接
続関連のすべての情報を収集します。収集は、最初のディスカバリメッセージがアクセスポ

イントから受信されたときに開始し、最後の設定ペイロードがデバイスからアクセスポイント

に送信されたときに終了します。

デバイスが接続関連情報を保持しているアクセスポイントが最大数に達すると、それ以外のア

クセスポイントの情報は収集されなくなります。

DHCPサーバで syslogサーバの IPアドレスをアクセスポイントに返すよう設定することもで
きます。サーバ上でオプション7を使用します。それにより、アクセスポイントではすべての
syslogメッセージがこの IPアドレスへ送信されるようになります。

アクセスポイントがデバイスに接続していない場合、syslogサーバの IPアドレスは、アクセ
スポイントの CLIを介して設定します。capwap ap log-serversyslog_server_IP_addressコマン
ドを入力します。

アクセスポイントが最初にデバイスに接続する際、デバイスはグローバル syslogサーバの IP
アドレス（デフォルトは255.255.255.255）をアクセスポイントにプッシュします。その後、IP
アドレスが次のいずれかのシナリオで上書きされるまで、アクセスポイントはすべてのsyslog
メッセージをこの IPアドレスに送信します。

•アクセスポイントが接続されているデバイスは同じだが、ap syslog host
Syslog_Server_IP_Addressコマンドを使用して、デバイスのグローバル syslogサーバの IP
アドレス設定を変更した。この場合、デバイスはグローバル syslogサーバの新しい IPア
ドレスをアクセスポイントにプッシュします。

•アクセスポイントが接続されているデバイスは同じだが、デバイスのアクセスポイント
について、ap name Cisco_AP syslog host Syslog_Host_IP_Addressコマンドを使用して、
特定の syslogサーバの IPアドレスを設定した。この場合、デバイスは特定の syslogサー
バの新しい IPアドレスをアクセスポイントにプッシュします。

•アクセスポイントがデバイスから切断され、capwap ap log-server syslog_server_IP_address
コマンドを使用して、アクセスポイントの CLIから syslogサーバの IPアドレスを設定し
た。このコマンドは、アクセスポイントがどのデバイスにも接続されていない場合に限り

機能します。

•アクセスポイントがデバイスから切断され、別のデバイスに接続した。この場合、新しい
デバイスはそのグローバル syslogサーバの IPアドレスをアクセスポイントへプッシュし
ます。
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新しい syslogサーバの IPアドレスが既存の syslogサーバの IPアドレスを上書きするたびに、
古いアドレスは固定記憶域から消去され、新しいアドレスがそこに保存される。アクセスポイ

ントも、その syslogサーバの IPアドレスに到達できるのであれば、すべての syslogメッセー
ジを新しい IPアドレスに送信するようになります。

アクセスポイントディスカバリの設定方法

アクセスポイントの Syslogサーバの設定（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイスを joinするすべてのアクセス
ポイントのグローバル Syslogサーバ設
定を表示します。

show ap config global

例：

Device# show ap config global

ステップ 1

特定のアクセスポイントの Syslogサー
バ設定を表示します。

show ap name Cisco_AP config general

例：

ステップ 2

Device# show ap name AP03 config
general

アクセスポイントの join情報のモニタリング（CLI）

デバイス GUIを使用してこのタスクを実行する手順は現在利用できません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを開始します。enable

例：

ステップ 1

Device# enable

デバイスに joinしているまたは joinを
試行したすべてのアクセスポイントの

MACアドレスを表示します。

show ap join stats summary

例：

Device# show ap join stats summary

ステップ 2

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定
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目的コマンドまたはアクション

最後の joinエラーの詳細を含むAPのす
べての統計情報を表示します。

show ap mac-address mac_address join
stats summary

例：

ステップ 3

Device# show ap mac-address
000.2000.0400 join stats summary

特定のアクセスポイントについて収集

された join関連の統計情報を表示しま
す。

show ap mac-address mac_address join
stats detailed

例：

ステップ 4

Device# show ap mac-address
000.2000.0400 join stats detailed

すべてのアクセスポイントの join統計
情報をクリアします。

clear ap join statistics

例：

ステップ 5

特定のアクセスポイントに対

応する join統計情報をクリア
するには、clear ap
mac-address mac_address join
statisticsコマンドを入力しま
す。

（注）Device# clear ap join statistics

関連トピック

すべてのアクセスポイントのMACアドレスの表示：例（6ページ）
Lightweight Cisco Aironetアクセスポイントの DHCPオプション 43の設定例（7ページ）

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定例

すべてのアクセスポイントのMACアドレスの表示：例
次に、デバイスに joinしているすべてのアクセスポイントのMACアドレスを表示する例を示
します。

Device# show ap join stats summary
Number of APs.......................................... 4

Base Mac EthernetMac AP Name IP Address Status
----------------- ----------------- ------- ------------- ----------
00:0b:85:57:bc:c0 00:0b:85:57:bc:c0 AP1130 10.10.163.217 Joined
00:1c:0f:81:db:80 00:1c:63:23:ac:a0 AP1140 10.10.163.216 Not joined
00:1c:0f:81:fc:20 00:1b:d5:9f:7d:b2 AP1 10.10.163.215 Joined
00:21:1b:ea:36:60 00:0c:d4:8a:6b:c1 AP2 10.10.163.214 Not joined

次に、特定のアクセスポイントに関する最後の joinエラーの詳細を表示する例を示します。
Device# show ap mac-address 000.2000.0400 join stats summary
Is the AP currently connected to controller................ Yes

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定
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Time at which the AP joined this
controller last time................................. Aug 21 12:50:36.061
Type of error
that occurred last.................. AP got or has been disconnected
Reason for error
that occurred last........... The AP has been reset by the controller
Time at which the last join error occurred......... Aug 21 12:50:34.374

次に、特定のアクセスポイントに関して収集されたすべての join関連の統計情報を表示する
例を示します。

Device# show ap mac-address 000.2000.0400 join stats detailed
Discovery phase statistics
- Discovery requests received........................ 2
- Successful discovery responses sent................ 2
- Unsuccessful discovery request processing.......... 0
- Reason for last unsuccessful discovery attempt..... Not applicable
- Time at last successful discovery attempt.......... Aug 21 12:50:23.335
- Time at last unsuccessful discovery attempt........ Not applicable

Join phase statistics
- Join requests received............................. 1
- Successful join responses sent..................... 1
- Unsuccessful join request processing............... 1
- Reason for last unsuccessful join attempt..... RADIUS authorization

is pending
for the AP

- Time at last successful join attempt............... Aug 21 12:50:34.481
- Time at last unsuccessful join attempt............. Aug 21 12:50:34.374

Configuration phase statistics
- Configuration requests received..................... 1
- Successful configuration responses sent............. 1
- Unsuccessful configuration request processing....... 0
- Reason for last unsuccessful configuration attempt.. Not applicable
- Time at last successful configuration attempt....... Aug 21 12:50:34.374
- Time at last unsuccessful configuration attempt..... Not applicable

Last AP message decryption failure details
- Reason for last message decryption failure.......... Not applicable

Last AP disconnect details
- Reason for last AP connection failure............... The AP has been reset by

the controller
Last join error summary
- Type of error that occurred last.................... AP got or has been

disconnected
- Reason for error that occurred last................. The AP has been reset

by the controller
- Time at which the last join error occurred.......... Aug 21 12:50:34.374

Lightweight Cisco Aironetアクセスポイントの DHCPオプション 43の設
定例

AP joinプロセスの詳細については、「 DHCP OPTION 43 for Lightweight Cisco Aironet Access
Points Configuration Example」を参照してください。

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定
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APパススルーの設定

APパススルーについて
APパススルーでは、 Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチおよび Cisco Catalyst 3650シリーズ
スイッチに接続されているすべてのアクセスポイントをネットワーク上の別のコントローラに

接続します。

このリリースに先立ち、Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチおよび Cisco Catalyst 3650シリー
ズスイッチに接続されているすべてのアクセスポイントは、ワイヤレスマネジメントVLAN
がオンのときにデバイス上で終端します。デバイスに接続したサポート対象外のアクセスポイ

ントは、異なるVLAN上のコントローラに接続できません。APパススルーでは、異なるVLAN
を割り当てることで、接続された APを VLANネットワーク上の別のワイヤレスコントロー
ラに接続します。

APパスの利点は次のとおりです。

•一部の APが、Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチおよび Cisco Catalyst 3650シリーズス
イッチに接続され、他の APがネットワーク上の他のコントローラに接続し続けていると
き、新世代の Cisco Wireless Controllerの部分的な展開を許可します。

• Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチおよびCisco Catalyst 3650シリーズスイッチでサポー
ト対象外の APがネットワーク内の他のコントローラに接続するのを許可します。

•ワイヤレス LANコントローラは、有線およびワイヤレスゲストへのアクセスを提供する
ために使用されます。APパススルーにより、APは有線ゲストアクセスがオンになると、
Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチおよび Cisco Catalyst 3650シリーズスイッチを他の
任意のコントローラに接続します。

APパススルーの設定
サポートされるアクセスポイントのもの以外の VLANのすべてのアクセスポイントは、AP
のパススルーモードになり、Deviceでは終了しません。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

ワイヤレス管理の VLANでサポートさ
れるアクセスポイントに接続されてい

るポートを設定します。

wireless management interface vlan
vlan_id

例：

ステップ 2

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# wireless management
interface vlan10

10ギガビットイーサネットインター
フェイスを設定します。

interface GigabitEthernet1/0/1

例：

ステップ 3

コマンドプロンプトが (config)#から
(config-if)#に変わります。

Device(config)# interface
TenGigabitEthernet1/0/1

このアクセスポートがトラフィックを

伝送する VLANを指定します。
description Supported AP switchport
access vlan_id

例：

ステップ 4

Device(config-if)# switchport access
vlan10

ワイヤレス管理の VLAN以外の VLAN
でサポートされていないアクセスポイ

description UnsupportedAP switchport
access vlan_id

例：

ステップ 5

ントに接続されているポートを設定しま

す。Device(config-if)# switchport access
vlan20

アクセスポイントディスカバリ用のデバイスの設定
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