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トラブルシューティング

この章では、アクセス ポイントで発生する可能性のある基本的な問題に対するトラブルシュー
ティングの手順を説明します。最新の詳細なトラブルシューティングについては、次の URL に
アクセスして、シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテーション Web サイトを参照し
てください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

この章の内容は、次のとおりです。

• アクセス ポイント使用のガイドライン（4-2 ページ）

• コントローラの MAC フィルタ リスト（4-4 ページ）

• DHCP オプション 43 の使用方法（4-4 ページ）

• アクセス ポイントの LED の監視（4-4 ページ）

• コントローラのアソシエーションの確認（4-6 ページ）

• ブリッジ グループ名の変更（4-6 ページ）

• ローカルでのアクセス ポイントへの接続（4-7 ページ）

• アクセス ポイントのパワー インジェクタ（4-9 ページ）
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アクセス ポイント使用のガイドライン
アクセス ポイント使用のガイドライン
アクセス ポイントを使用する際には以下のガイドラインを参考にしてください。

• アクセス ポイントはコントローラとの通信を行うものであり、単独では動作できません。 

• アクセス ポイントは無線ドメイン サービス（WDS）をサポートしていないため、WDS デバイ
スとは通信できません。ただし、アクセス ポイントがコントローラにアソシエートする際、
コントローラが WDS に相当する機能を提供します。

• アクセス ポイントは、コントローラとのレイヤ 3 CAPWAP 通信のみをサポートしています。

レイヤ 3 動作では、アクセス ポイントとコントローラの存在するサブネットは同一でも、異
なっていても問題ありません。アクセス ポイントは、標準の IP パケットを使用してコント
ローラとの通信を行います。コントローラとは異なるサブネットにあるレイヤ 3 アクセス 
ポイントは、アクセス ポイント サブネット上に DHCP サーバと、コントローラへのルートを
必要とします。コントローラへのルートでは、CAPWAP 通信用に送信先 UDP ポート 12222 
と 12223 が開かれている必要があります。第 1、第 2、および第 3 コントローラへのルートで、
IP パケットのフラグメントが許可されている必要があります。 

• アクセス ポイントを配置する前に、次のことを確認してください。

– コントローラが、トランク ポートとして設定されているスイッチ ポートに接続されて
いること。 

– アクセス ポイントが、タグなしのアクセス ポートとして設定されているスイッチ ポー
トに接続されていること。 

– アクセス ポイントから DHCP サーバに接続できること。および、オプション 43 を使って 
DHCP サーバが設定されていること。オプション 43 では、コントローラの管理インター
フェイスの IP アドレスが提供されます。通常、DHCP サーバは、シスコのスイッチ上に設
定できます。

– 必要に応じて、CISCO-CAPWAP-CONTROLLER を有効にするよう DHCP サーバを設定
できます。ローカル ドメインを使用すると、コントローラの管理インターフェイスの IP 
アドレスに解決されます。

– コントローラが設定され、アクセス ポイントからアクセスできること。

– アクセス ポイントの MAC アドレスがコントローラに設定されていて、MAC フィルタが
有効であること。

– レイヤ 3 機能をスイッチでイネーブルにすると、DHCP ブロードキャストと要求を渡せ
ること。

• アクセス ポイントの PoE 出力ポートには、カメラやセンサー ゲートウェイなど、ユーザが用
意した周辺デバイスを 1 台のみ接続できます。PoE 出力ポートをスイッチやハブには接続し
ないことを推奨します。

• アクセス ポイントをコントローラにアソシエートした後、ブリッジ グループ名（BGN）をデ
フォルト値から変更する必要があります。デフォルトの BGN を使用すると、メッシュ アク
セス ポイント（MAP）が他のメッシュ ネットワークに接続しようとすることがあり、ネット
ワークの収束に時間がかかるようになります。
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特記事項
特記事項

コンバージェンス遅延

配置の際、さまざまな原因によってアクセス ポイントで収束の遅延が発生することがあります。
次に、収束の遅延を引き起こす可能性のある動作条件をいくつか示します。

• ルート アクセス ポイント（RAP）が、有線ポート（ケーブル、光ファイバ、PoE 入力、または 
PoE 出力）を使用してコントローラに接続しようとしている。これらの有線ポートが動作し
ていると、RAP からコントローラへの接続をこれらの各ポートで実行しようとして数分を
費やす可能性があります。 

• RAP から有線ポート経由でコントローラに接続できなかったために、無線ネットワークを
使用して接続しようとしている場合。使用可能な無線経路が複数存在していると、さらに遅
延が長くなります。

• 無線ネットワークを使用して RAP に接続できなかった MAP が、あらゆる有線ポートを使用
して RAP に接続しようとしている場合。アクセス ポイントは、無線ネットでもう一度接続を
試す前に、これらの接続ごとに数分を費やすことがあります。

ブリッジのループ

アクセス ポイントは、有線ネットワーク接続と無線ネットワーク接続との間で、パケットのブ
リッジをサポートしています。同じネットワークを、アクセス ポイントにある複数の有線ポート
や、ブリッジ接続された 2 台のアクセス ポイントに接続しないでください。ブリッジのループに
よって、ネットワークのルーティングに関する問題が発生します。

コントローラの DHCP サーバ

コントローラの DHCP サーバは、Lightweight アクセス ポイント、メッシュ アクセス ポイント上
のイーサネット ブリッジング クライアント、およびアクセス ポイントに関連付けられたワイヤ
レス クライアントにのみ IP アドレスを割り当てます。他のデバイスに IP アドレスを割り当てる
ことはありません。

MAP データ トラフィック

アクセス ポイントのバックホール チャネルの信号の信号対雑音比が高いと、MAP から親ノード
経由でコントローラに接続することはできても、アクセス ポイントに対する ping などのデータ 
トラフィックを受け渡すことができない可能性があります。これは、ユーザによって、バック
ホール制御パケットのデフォルトのデータ レートが 6 Mb/s に設定され、バックホールのデータ 
レートが自動に設定されているためです。 
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コントローラの MAC フィルタ リスト
コントローラの MAC フィルタ リスト
アクセス ポイントを起動する前に、アクセス ポイントの MAC アドレスがコントローラの MAC 
フィルタ リストに追加済みで、Mac Filter List が有効になっていることを確認する必要があり
ます。

注 アクセス ポイントの MAC アドレスとバーコードは、装置の底面に表示されています。2 つの 
MAC アドレスが表示されている場合は、上側の MAC アドレスを使用してください。

コントローラの MAC フィルタリストに追加されている MAC アドレスを確認するには、コント
ローラの CLI またはコントローラの GUI を使用できます。

• コントローラの CLI を使用する場合：コントローラの CLI コマンド show macfilter summary 
を使用すると、コントローラのフィルタ リストに追加されている MAC アドレスを確認でき
ます。

• コントローラの GUI を使用する場合：Web ブラウザでコントローラの Web インターフェイ
スにログインし、[SECURITY] > [AAA] > [MAC Filtering] の順に選択すると、コントローラの
フィルタ リストに追加されている MAC アドレスを確認できます。

DHCP オプション 43 の使用方法
DHCP オプション 43 を使用すると、コントローラの IP アドレスのリストがアクセス ポイントに
提供されるため、アクセス ポイントがコントローラを検出し、コントローラに接続できるように
なります。DHCP オプション 43 の設定手順については、DHCP サーバの製品マニュアルを参照し
てください。詳細については、付録 F「DHCP オプション 43 の設定」を参照してください。

アクセス ポイントの LED の監視
アクセス ポイントが正常に動作しない場合は、装置の底面にある LED を確認します。この LED 
を使用して、装置のステータスを簡単に評価できます。図 4-1に、アクセス ポイントの LED の位
置を示します。 
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アクセス ポイントの LED の監視
図 4-1 アクセス ポイントの LED：モデル AIR-CAP1552SA/SD-x-K9 底面の表示

注 装置ごとに LED の色の強さおよび色彩が若干異なります。これは、LED メーカーの仕様の正常
な範囲内であり、障害ではありません。

アクセス ポイントの LED の信号は、表 4-1 に示されています。

1 RF-2 LED：5 GHz MIMO バックホール無線
のステータス

3 アップリンク LED：イーサネット、ケーブ
ル、または光ファイバのステータス

2 RF-1 LED：2.4 GHz MIMO アクセス無線の
ステータス

4 ステータス LED：アクセス ポイントとソ
フトウェアのステータス

4 5 6

33
18

06

1 3
2 4

表 4-1 アクセス ポイントの LED 表示内容

LED 色1、 2 意味

Status（ステータス） 黒色 電源が供給されていないか、LED が消灯しています。

緑色で点灯 アクセス ポイントが動作中です。

緑色に点滅 Cisco IOS イメージ ファイルのダウンロードまたはアップグ
レードが進行中です。

黄色で点灯 メッシュのネイバー アクセス ポイントの検出が進行中です。

オレンジに点滅 メッシュの認証が進行中です。

赤色、緑色、黄色で点滅 CAPWAP の検出が進行中です。

赤色で点灯 ファームウェアの障害です。サポート組織に問い合わせて助言
を仰いでください。

アップリンク 黒色 すべてのネットワーク ポートがダウンしているか、LED が消灯
しています。

緑色で点灯 アップリンク ポートが動作中です（ケーブル、光ファイバ、また
はイーサネット）。
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コントローラのアソシエーションの確認
コントローラのアソシエーションの確認
アクセス ポイントがコントローラとアソシエートしていることを確認する手順は、次のとおり
です。

ステップ 1 Web ブラウザを使用して、コントローラの Web インターフェイスにログインします。

コントローラのコンソール ポートで、コントローラの CLI コマンド show ap summary を使用す
ることもできます。

ステップ 2 [Wireless] をクリックして、アクセス ポイントの MAC アドレスが [Ethernet MAC] のリストにあ
ることを確認します。

ステップ 3 コントローラからログアウトし、Web ブラウザを閉じます。

ブリッジ グループ名の変更
ブリッジ グループ名（BGN）は、RAP へのアクセス ポイントのアソシエーションを制御します。
BGN を使用して無線を論理的にグループ分けしておくと、同じチャネルにある異なるネット
ワークが相互に通信することを防止できます。この設定は、同一領域のネットワーク内に複数の 
RAP がある場合にも便利です。

同一領域のネットワーク内に（より大きな容量を得るために）RAP を 2 つ設定している場合は、
別々のチャネルで 2 つの RAP にそれぞれ異なる BGN を設定することを推奨します。

BGN は最大 10 文字までの文字列です。製造時に、出荷時の設定のブリッジ グループ名（NULL 
VALUE）が割り当てられています。このグループ名は表示されませんが、新しいアクセス ポイン
ト無線が新しいアクセス ポイントのネットワークに参加できます。BGN は、コントローラの 
CLI と GUI から再設定できます。BGN の設定後、アクセス ポイントがリブートします。

アクセス ポイントを配置してコントローラにアソシエートした後で、BGN をデフォルト値から
変更する必要があります。これは、MAP が他のメッシュ ネットワークにアソシエートしないよ
うにするためです。

RF-1 黒色 無線がオフになっているか、LED が消灯しています。 

緑色で点灯 無線が動作中で、ネットワークの状態も良好です。

赤色で点灯 ファームウェアの障害です。サポート組織に問い合わせて助言
を仰いでください。

RF-2 黒色 無線がオフになっているか、LED が消灯しています。

緑色で点灯 無線が動作中で、ネットワークの状態も良好です。

赤色で点灯 ファームウェアの障害です。サポート組織に問い合わせて助言
を仰いでください。

1. すべての LED が消灯している場合は、アクセス ポイントに電源が供給されていません。

2. アクセス ポイントへの電源をオンにすると、最初はすべての LED が黄色に点灯します。

表 4-1 アクセス ポイントの LED 表示内容(続き)

LED 色1、 2 意味
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ローカルでのアクセス ポイントへの接続
稼働中のネットワークでの BGN の設定は、慎重に行う必要があります。必ず RAP から最も遠い
距離にあるアクセス ポイント（末端のノード）から開始し、RAP に向かって設定していきます。
別の場所で BGN の設定を開始すると、そのポイント以降（RAP から遠くなる方向）に存在するア
クセス ポイントは BGN が異なるため、ドロップされてしまいます。未設定の BGN がある MAPS 
は、設定済みの BGN がある RAP と定期的に結合されます。これによって MAP のストランディ
ングを防止します。

コントローラの GUI を使用してアクセス ポイントの BGN を設定するには、次の手順を実行し
ます。

ステップ 1 Web ブラウザを使用して、コントローラにログインします。

ステップ 2 [Wireless] をクリックします。アクセス ポイントがコントローラにアソシエートされていると、
AP 名の一覧にアクセス ポイントの名前が表示されます。

ステップ 3 アクセス ポイント名をクリックします。 

ステップ 4 [Mesh Information] セクションを検索し、[Bridge Group Name] フィールドに新しい BGN を入力
します。

ステップ 5 [Apply] をクリックします。

ステップ 6 各アクセス ポイントに対して、ステップ 2 ～ 5 を繰り返します。

ステップ 7 コントローラからログアウトし、Web ブラウザを閉じます。

ローカルでのアクセス ポイントへの接続 
アクセス ポイントを（有線 LAN に接続せずに）ローカルでモニタする必要がある場合、DB-9 to 
RJ-45 シリアル ケーブルを使用してアクセス ポイントのコンソール ポートに PC を接続します。 

注 コンソール ポートは、実験室環境でのデバッグ作業にのみ使用します。

次の手順に従ってアクセス ポイントのコンソール ポートに接続し、CLI を開きます。 

ステップ 1 アクセス ポイントのヒンジ付きカバーを開きます（必要に応じて）（「アクセス ポイントのヒン
ジ付きカバーの取り扱い」セクション（3-14 ページ）の手順を参照）。

9 ピン メス DB-9 to RJ-45 シリアル ケーブルを、アクセス ポイントの RJ-45 コンソール ポート
とコンピュータの COM ポートに接続します（コンソール ポートの位置については、図 4-2 を参
照してください）。 
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ローカルでのアクセス ポイントへの接続
図 4-2 アクセス ポイント モデル（図は AIR-CAP1552SA/SD-x-K9）でのコンソール ポートの位置

（注） DB-9 to RJ-45 シリアル ケーブルのシスコ製品番号は AIR-CONCAB1200 です。シリアル 
ケーブルを発注するには、次のサイトにアクセスしてください。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/marketplace/welcome.pl

ステップ 2 アクセス ポイントと通信できるように、PC 上でターミナル エミュレータ プログラムを設定し
ます。ターミナル エミュレータの接続では、9600 ボー、データ ビット 8、パリティなし、ストップ 
ビット 1 の設定を使用します。フロー制御はなしです。 

ステップ 3 目的の作業を終了した後は、シリアル ケーブルを取り外し、ヒンジ付きカバーを閉じます（手順
については、「アクセス ポイントのヒンジ付きカバーの取り扱い」セクション（3-14 ページ）を参
照してください）。

1 コンソール ポート 

（注） 1552WU では使用されません。
1552WU コンソールは、デバイ
スを開いて内部コンソール 
ポートと接続した場合のみ使
用できます。

2 未使用

1 2

33
10

97
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アクセス ポイントのパワー インジェクタ
アクセス ポイントのパワー インジェクタ
パワー インジェクタ（AIR-PWRINJ1500-2=）は、ケース前面に 3 つの LED を備えています（図 4-3 
を参照）。パワー インジェクタの詳細については、『Cisco Aironet 1550 Series Outdoor Mesh Access 
Point Power Injector Installation Instructions』を参照してください。

図 4-3 パワー インジェクタのコネクタと LED

1 取り付けタブ 4 AC 電源 LED

2 AP 電源 LED 5 AP 側：アクセス ポイントに接続するイーサネット コネク
タ（RJ-45）（10/100/1000BASE-T）

3 障害 LED 6 スイッチ側：スイッチに接続するイーサネット コネクタ
（RJ-45）（10/100/1000BASE-T）

21
14

85

23
14

84

1

12 3 4 5 6
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アクセス ポイントのパワー インジェクタ
パワー インジェクタの LED のモニタリング

パワー インジェクタの LED を使用して、パワー インジェクタのステータスを確認できます。
LED で表示されるステータス情報は次のとおりです。

• AP 電源：アクセス ポイントが正常に検出されると緑色で点灯し、パワー インジェクタから
アクセス ポイントに電源が供給されていることを示します。

• 障害：：ディスカバリ モードまたは電源オン時に障害が発生すると、赤色で点灯します。サ
ポートに問い合わせる前に、イーサネット ケーブルと接続を確認してください。

• AC 電源：パワー インジェクタに AC 電力が供給され、いつでもアクセス ポイントに電力を
供給できる状態になると、緑色に点灯します。
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