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APクライアントパケットキャプチャの概要
APクライアントパケットキャプチャ機能を使用すると、ワイヤレスクライアントのトラブ
ルシューティングを目的として AP上のパケットをキャプチャすることができます。パケット
キャプチャ操作は、指定されたパケットキャプチャフィルタに基づいて、APが動作している
現在のチャネルの無線ドライバによって、AP上で実行されます。特定のクライアントについ
てキャプチャされたパケットはすべて、FTPサーバのファイルにアップロードされます。この
ファイルをWiresharkで開いてパケットを調べることができます。

APクライアントパケットキャプチャの制限事項

•パケットキャプチャのタスクは、サイトごとに一度に1つのクライアントに対してのみ実
行できます。

•パケットキャプチャは、スタティックモードを使用して、特定のAPまたはAPのセット
で開始できます。キャプチャが進行中のときに、異なる AP上の同じクライアントに対し
て開始または停止することができます。

パケットキャプチャが自動モードで開始されると、一連の隣接するAPが自動的に選択さ
れて特定のクライアントのパケットキャプチャが開始されます。このモードでは、個々の

APでパケットキャプチャを開始または停止することはできません。自動モードで開始さ
れたパケットキャプチャを停止するには、stop allコマンドを使用します。

• SSOが完了すると、スイッチオーバー後にパケットキャプチャの動作は継続されません。
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パケットキャプチャの有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [Troubleshooting] > [AP Packet Capture]を選択します。

ステップ 2 [Troubleshooting]ページの [Start Packet Capture]セクションの [Client MAC Address]フィールド
に、クライアントのMACアドレスを入力します。

ステップ 3 [Capture Mode]オプションから [Auto]を選択します。

ステップ 4 [Start]をクリックします。

パケットキャプチャの有効化（CLI）
パケットキャプチャを有効にするには、次の手順に従います。

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

一連の隣接するアクセスポイントで、

指定したクライアントのパケットキャ

プチャを有効にします。

ap packet-capture start client-mac-address
auto

例：

ステップ 2

Device# ap packet-capture start
0011.0011.0011 auto

APパケットキャプチャプロファイルの作成とAP参加プ
ロファイルへのマッピング（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [AP Join Profile]をクリックします。

ステップ 2 [Add]をクリックして新しい AP joinプロファイルを作成し、必要な詳細情報を入力します。
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ステップ 3 [Add AP Join Profile]領域で、[AP] > [Packet Capture]をクリックします。

ステップ 4 [+]アイコンをクリックして新しいパケットキャプチャプロファイルを作成するか、またはド
ロップダウンメニューから 1つ選択します。

ステップ 5 [Save]をクリックします。

APパケットキャプチャプロファイルの作成と AP joinプ
ロファイルへのマッピング

パケットキャプチャプロファイルの設定は APに使用されますが、パケットキャプチャプロ
ファイルは APプロファイルにマッピングされます。APプロファイルはさらにサイトタグに
マッピングされます。

パケットキャプチャの開始時に、APは、自身が属しているサイトと AP joinプロファイルに
基づいて、パケットキャプチャプロファイルの設定を使用します。

APパケットキャプチャプロファイルを作成してAP joinプロファイルにマッピングするには、
次の手順に従います。

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

APプロファイルを設定します。wireless profile ap packet-capture
packet-capture-profile-name

ステップ 2

例：

Device(config)# wireless profile ap
packet-capture test1

APパケットキャプチャプロファイルを
設定します。

ap profile profile-name

例：

ステップ 3

Device(config)# ap profile
default-ap-profile

APプロファイルでパケットキャプチャ
を有効にします。

packet-capture profile-name

例：

ステップ 4

Device(config-ap-profile)#
packet-capture capture-test

APプロファイルコンフィギュレーショ
ンモードを終了します。

end

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-ap-profile)# end

選択した APパケットキャプチャプロ
ファイルの詳細情報を表示します。

show wireless profile ap packet-capture
detailed profile-name

例：

ステップ 6

Device# show wireless profile ap
packet-capture detailed test1

パケットキャプチャの開始または停止
パケットキャプチャの手順を開始または停止するには、次のいずれかの作業を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

クライアントのパケットキャプチャを

有効にします。

ap packet-capture start client-mac-address
{auto | static ap-name }

例：

ステップ 1

Device# ap packet-capture start
0011.0011.0011 auto

クライアントのパケットキャプチャを

無効にします。

ap packet-capture stop client-mac-address
{all | static ap-name }

例：

ステップ 2

Device# ap packet-capture stop
0011.0011.0011 all
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