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スニファについて
コントローラには、アクセスポイントの1つをネットワーク「スニファ」として設定する機能
があります。スニファは、特定のチャネル上のパケットをすべてキャプチャして、パケットア

ナライザソフトウェアを実行しているリモートマシンに転送します。これらのパケットには、

タイムスタンプ、信号強度、パケットサイズなどの情報が含まれます。

スニファを使用すると、ネットワークアクティビティを監視して記録し、問題を検出できま

す。

スニファの前提条件
スニファを実行するには、次のハードウェアとソフトウェアが必要です。

•専用アクセスポイント：スニファとして設定されたアクセスポイントは、そのネットワー
ク上で無線アクセスサービスを同時に提供できません。カバレッジの中断を回避するに

は、既存のワイヤレスネットワークの一部ではないアクセスポイントを使用します。

•リモート監視デバイス：アナライザソフトウェアを実行できるコンピュータ。

•ソフトウェアおよび関連ファイル、プラグイン、またはアダプタ：アナライザソフトウェ
アによっては、有効にするために特殊なファイルが必要となる場合があります。
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スニファの制限事項
•サポートされているサードパーティ製のネットワークアナライザソフトウェアアプリケー
ションは、次のとおりです。

• Wildpackets Omnipeekまたは Airopeek

• AirMagnet Enterprise Analyzer

• Wireshark

• Wiresharkの最新バージョンでは、Analyzeモードでパケットをデコードできます。[decode
as]を選択し、UDP5555を PEEKREMOTEとしてデコードするように切り替えます。

スニファの設定方法

スニファとして使用するアクセスポイントの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > > の順に選択します。

ステップ 2 [General]タブで、APの名前を更新します。

ステップ 3 APが存在する物理的な場所を指定します。

ステップ 4 APを有効状態にする場合は、[Admin Status]として [Enabled]を設定します。

ステップ 5 APのモードを [Sniffer]として選択します。

ステップ 6 [Tags]セクションで、[Configuration] > [Tags & Profiles] > [Tags]ページで作成した、該当するポ
リシータグ、サイトタグ、および RFタグを指定します。

ステップ 7 [Update & Apply to Device]をクリックします。

スニファとして使用するアクセスポイントの設定（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

Device> enable
•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

アクセスポイントをスニファとして設

定します。

ap name ap-name mode sniffer

例：

ステップ 2

ここで、Device#ap name access1 mode sniffer

ap-nameは、Cisco Lightweightアクセス
ポイントの名前です。

アクセスポイントでのスニッフィングの有効化または無効化（GUI）

始める前に

アクセスポイントの APモードをスニファモードに変更します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [Access Points] > > の順に選択します。

ステップ 2 [Access Points]ページで、[5GHz]または [2.4 GHz]リストから AP名をクリックします。

ステップ 3 [Edit Radios] > [Configure] > [Sniffer Channel Assignment]セクションで、[Sniffer Channel
Assignment]チェックボックスをオンにして有効にします。

アクセスポイントでスニッフィングを無効にするには、このチェックボックスをオフにしま

す。

ステップ 4 [Sniff Channel]ドロップダウンリストからチャネルを選択します。

ステップ 5 [Sniffer IP]フィールドに IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [Update & Apply to Device]をクリックします。

アクセスポイントでのスニッフィングの有効化または無効化（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

アクセスポイントでスニッフィングを

有効にします。

ap name ap-name sniff {dot11a channel
server-ip-address | dot11b channel
server-ip-address | dual-band channel
server-ip-address}

ステップ 2

• channelは、スニファされる有効な
チャネルです。802.11aの場合、範

例：
囲は 36～ 165です。802.11bの場
合、範囲は 1～ 14です。Device#ap name access1 sniff dot11b 1

9.9.48.5

• server-ip-addressは、Omnipeek、
Airopeek、AirMagnet、または
Wiresharkソフトウェアを実行する
リモートマシンの IPアドレスで
す。

アクセスポイントでスニッフィングを

無効にします。

ap name ap-name no sniff {dot11a | dot11b
| dual-band}

例：

ステップ 3

Device#ap name access1 no sniff dot11b

スニファの設定の確認
表 1 :スニファの設定を確認するためのコマンド

説明コマンド

スニッフィングの詳細を表示します。show ap name ap-name config dot11
{24ghz |5ghz | dual-band}

スニッフィング設定の詳細を表示します。

slot-IDの範囲は 0～ 3です。すべてのアクセスポイ
ントにはスロット 0とスロット 1があります。

show ap name ap-name config slot slot-ID

スニファの設定とモニタリングの例

次に、アクセスポイントをスニファとして設定する例を示します。

Device# ap name access1 mode sniffer

次に、アクセスポイントでスニッフィングを有効にする例を示します。

Device# ap name access1 sniff dot11b 1 9.9.48.5
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次に、アクセスポイントでスニッフィングを無効にする例を示します。

Device# ap name access1 no sniff dot11b

次に、スニッフィング設定の詳細を表示する例を示します。

Device# show ap name access1 config dot11 24ghz
Device# show ap name access1 config slot 0
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