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4
1240AG シリーズ Lightweight アクセ
ス ポイントのトラブルシューティング

この章では、1240AG シリーズ Lightweight アクセス ポイント（AIR-LAP1242AG または

AIR-LAP1242G）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の情報は、次の URL にあるシスコの TAC Web

サイトを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html

この章の内容は、次のとおりです。

• Cisco Aironet Lightweight アクセス ポイントの使用に関するガイドライン（P. 4-2）

• Lightweight アクセス ポイントの LED の確認（P. 4-3）

• Lightweight アクセス ポイントの低電力状態（P. 4-5）

• アクセス ポイントの CLI を使用したコントローラ情報の手動設定（P. 4-8）

• Autonomous アクセス ポイントのイメージ ファイルの入手（P. 4-12）

• TFTP サーバ ソフトウェアの取得（P. 4-15）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html
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Cisco Aironet Lightweight アクセス ポイントの使用に関するガイドラ
イン

1240 シリーズ Lightweight アクセス ポイントをご使用の際は、このガイドラインに留意していただ

く必要があります。

• このアクセス ポイントは、Cisco 2006 シリーズのワイヤレス LAN コントローラ、または 4400
シリーズ コントローラとだけ通信できます。

（注） Cisco 4100 シリーズ、Airespace 4012 シリーズ、および Airespace 4024 シリーズ Wireless
LAN Controller はサポートされていません。これらのコントローラは、Cisco IOS ソフト

ウェアを実行するアクセス ポイントをサポートするのに必要なメモリが不足していま

す。 

• アクセス ポイントでは、Wireless Domain Service（WDS; 無線ドメイン サービス）がサポートさ

れておらず、WDS デバイスと通信できません。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、コントローラは WDS に相当する機能を提供します。

• アクセス ポイントは、無線ごとに 8 つの基本サービス セット ID（BSSID）を使用でき、アク

セス ポイント 1 台あたり合計で 8 つの無線 LAN に接続できます。アクセス ポイントがコント

ローラにアソシエートすると、1 ～ 8 の ID を持つ無線 LAN のみがアクセス ポイントにプッ

シュされます。

• アクセス ポイントは、レイヤ 2 LWAPP をサポートしません。DHCP、DNS、または IP サブネッ

ト ブロードキャストを使用して IP アドレスを取得し、コントローラを検出する必要がありま

す。

• アクセス ポイントのコンソール ポートは、監視とデバッグの目的で有効化されます（コント

ローラへの接続時に、すべての設定コマンドは無効化される）。 

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。詳細は、「Lightweight アクセス ポイントのための DHCP オプション 43 の設定」の項（P. G-1）

を参照してください。
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Lightweight アクセス ポイントの LED の確認
Lightweight アクセス ポイントが正常に機能していない場合は、装置の 2.4GHz コネクタ側にあるス

テータス LED、イーサネット LED、および無線 LED を確認します。LED 表示により、装置の状態

がすぐにわかります。図 4-1 は、アクセス ポイントの LED を示しています（詳細は、アクセス ポ

イントのブラウザ インターフェイスを使用してイベント ログを参照）。 

図 4-1 アクセス ポイント LED

表 4-1 に、各 LED 信号の意味を示します。

1 イーサネット LED 3 ステータス LED

2 無線 LED

STATUS
RADIO

ETHERNET

MODE

CONSOLE ETHERNET 48VDC

2.4 GHz RIGHT/PRIMARY 2.4 GHz LEFT

13
54

97

321

表 4-1 LED 信号 

メッセージ 
タイプ

ケーブル ベイ領域 装置上部

意味
イーサネット 
LED 無線 LED ステータス LED

ブート ローダの

状態

緑色 緑色 緑色 DRAM メモリ テスト問題なし

オフ 緑色に点滅 青緑色 フラッシュ ファイル システムの初期化

オフ  緑色 ピンク色 フラッシュ メモリ テスト問題なし

緑色 オフ 濃い青色 イーサネット テスト問題なし

緑色 緑色 緑色 Cisco IOS の起動

アソシエーショ

ンの状態

— — 明るい緑色 正常な動作状態。ただし、装置にアソシエー

トされている無線クライアント デバイスは

ありません。 

— — 青色 正常な動作状態。少なくとも 1 台の無線クラ

イアント デバイスが装置にアソシエートさ

れています。

動作状態 緑色 — — イーサネット リンクが稼動中

緑色に点滅 — — イーサネット パケットの送受信中

— 緑色に点滅 — 無線パケットの送受信中

— — 濃い青色に点滅 ソフトウェアのアップグレード中

ゆっくりと緑色

に点滅

— — Hybrid-REAP スタンドアロン モード
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ブート ローダに

関する警告

オフ オフ 黄色 イーサネット リンクが稼動していない。

赤色 オフ 黄色 イーサネットの障害

オレンジ オフ 黄色 設定の回復中

（モード ボタンを 2 ～ 3 秒押した場合）

オフ 赤色 ピンク色 イメージの復元

（モード ボタンを 20 ～ 30 秒押した場合）

緑色に点滅 赤色 ピンク色に点滅し

てオフ

イメージの復元中に モード ボタンを放した

場合

ブート ローダ 

エラー

赤色 赤色 赤色 DRAM メモリ テストの失敗

オフ 赤色 赤色と青色に点滅 フラッシュ ファイル システムの障害

オフ オレンジ 赤色と青緑色に点

滅

環境変数（ENVAR）エラー

オレンジ オフ 赤色と黄色に点滅 無効な MAC アドレス

赤色 オフ 赤色に点滅してオ

フ

イメージ復元中のイーサネットの障害

オレンジ オレンジ 赤色に点滅してオ

フ

ブート環境エラー

赤色 オレンジ 赤色に点滅してオ

フ

Cisco IOS イメージ ファイルなし

オレンジ オレンジ 赤色に点滅してオ

フ

ブートの失敗

Cisco IOS エラー オレンジに点滅 — — イーサネットの送受信エラー 

— オレンジに点滅 — 無線ポートにおける最大再試行回数の超過、

またはバッファ フルが発生

赤色 赤色 オレンジ ソフトウェアの障害。装置の電源を切断し、

再接続してみてください。

— — オレンジ 一般的な警告。不十分なインライン電源

（Lightweight アクセス ポイントの低電力状態

の項を参照）

コントローラの

ステータス

緑色、赤色、オレンジ色に交互に変わる1 コントローラに接続中

（注） アクセス ポイントが 5 分を超えても
このモードのままである場合、アクセ
ス ポイントはコントローラを検出で
きていません。DHCP サーバが使用可
能であるか、またはコントローラの情
報がアクセス ポイントに設定されて
いることを確認してください。

緑色 緑色 濃い青色に点滅 アクセス ポイントのイメージ ファイルの

ロード中

1. このステータス表示は、他のステータス表示よりも優先されて最優先となります。

表 4-1 LED 信号 （続き）

メッセージ 
タイプ

ケーブル ベイ領域 装置上部

意味
イーサネット 
LED 無線 LED ステータス LED
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Lightweight アクセス ポイントの低電力状態

警告 この製品は、PoE 方式の IEEE 802.3af 対応の電源または IEC60950 対応の制限電源に接続してくだ

さい。ステートメント 353

アクセス ポイントへは、48VDC 電源モジュールまたはインライン電源から給電できます。アクセ

ス ポイントは、IEEE 802.3af 電源規格、シスコの準規格 PoE プロトコル、およびインライン電源用

Cisco Intelligent Power Management をサポートします。 

アクセス ポイント（電気で動くデバイス）の稼動には、12.95W（100m の CAT 5 イーサネット ケー

ブル付きで最大 15.4W）の入力電流が必要です。アクセス ポイントを PoE コンフィグレーションで

使用している場合、相互接続ケーブルの長さに関係なく、スイッチやパワー インジェクタなど、

Power Sourcing Equipment（PSE; 給電機器）から得られる電力量はこれよりも大きくなります。

電源モジュールおよび Cisco Aironet パワー インジェクタは、完全な稼動に必要な電力を供給できま

すが、インライン電源の中には十分な電力を供給できないものもあります。また、高出力のインラ

イン電源によっては、すべてのポートに同時に 15.4W の電力を供給できない場合があります。

（注） 802.3af 準拠のスイッチ（シスコまたはシスコ以外の製品）は、完全な稼動に十分な電力を供給で

きます。

（注） アクセス ポイントがインライン電源に接続されている場合は、電源モジュールをアクセス ポイン

トに接続しないでください。アクセス ポイントで 2 つの電源を使用すると、内部コンポーネント

を保護するためにアクセス ポイントがシャットダウンしたり、アクセス ポートが接続されている

ポートがスイッチによってシャットダウンされたりする可能性があります。アクセス ポイントが

シャットダウンした場合は、すべての電源を取り外し、1 つの電源だけを接続し直す必要がありま

す。

電源投入時に、アクセス ポイントは低電力モードに移行し（両方の無線が無効になります）、Cisco

IOS ソフトウェアがロードおよび実行され、電力ネゴシエーションによって十分な電力が供給され

ているかどうかが確認されます。十分な電力が供給されている場合は、無線がオンになります。そ

うでない場合は、過電流状態になる可能性を防ぐために、アクセス ポイントは無線を無効にした低

電力モードのままになります。低電力モードでは、アクセス ポイントのステータス LED に低電力

エラーが表示されます（「Lightweight アクセス ポイントの LED の確認」の項（P. 4-3）を参照）。

Intelligent Power Management

アクセス ポイントでは、両方の無線を使用した全電力での稼動には 12.95W の電力（100m の CAT

5 イーサネット ケーブルを使用して最大 15.4W）が必要ですが、両方の無線を無効にした低電力

モードでの動作時に必要な電力は 6.3W だけです。低電力の電源による過電流状態を防ぎ、シスコ

スイッチでの電力消費を最適化するために、シスコは Intelligent Power Management を開発しました。

Intelligent Power Management では、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、給電されるデバイ

ス（アクセス ポイントなど）とシスコ スイッチが十分な電力をネゴシエートできるようにします。 



第 4 章      1240AG シリーズ Lightweight アクセス ポイントのトラブルシューティング

Lightweight アクセス ポイントの低電力状態

4-6
Cisco Aironet 1240AG シリーズ アクセス ポイント ハードウェア インストレーション ガイド

OL-8371-05-J

アクセス ポイントは Intelligent Power Management をサポートし、電力ネゴシエーションの結果に

よって、アクセス ポイントは全電力モードに移行するか、または無線を無効にした低電力モードの

ままになります。 

（注） 電力ネゴシエーションに関係なく、アクセス ポイントのハードウェアでは、802.3af 分類スキーム

も使用して電源から必要な電力が示されます。ただし、電源でも Intelligent Power Management がサ

ポートされていない限り、電源は供給可能な電力をアクセス ポートに報告できません。

十分な電力が供給可能なシスコ スイッチによっては、Intelligent Power Management をサポートする

ためにソフトウェアをアップグレードする必要があります。ソフトウェアをアップグレードしない

場合は、準規格互換モードで動作するようにアクセス ポイントを設定できます。これにより、受信

した CDP ID フィールドでこれらのシスコ スイッチが検出された場合、アクセス ポイントは自動的

に全電力モードに移行します。 

アクセス ポイントで全電力の稼動に必要な電力が供給されていないと判断されると、無線が無効に

なり、ステータス LED が低電力モードを示すオレンジ色に変わります（表 4-1 を参照）。

完全な稼動に十分な電力を供給できるシスコ スイッチを使用していても、アクセス ポイントが低

電力モードのままの場合は、アクセス ポイントまたはスイッチ（またはその両方）が正しく設定さ

れていない可能性があります（表 4-2 を参照）。

インライン電源で完全な稼動に十分な電力を供給できない場合は、次の 3 つのオプションを検討し

てください（表 4-2 を参照）。

• より高性能なスイッチにアップグレードする。

• スイッチ ポートで Cisco Aironet パワー インジェクタを使用する。

• 48VDC 電源モジュールを使用して、アクセス ポイントにローカルに給電する。

コントローラの CLI コマンドを使用した電力の設定

Intelligent Power Management をサポートするかどうかは、アクセス ポイントに電力を供給するシス

コ スイッチのソフトウェアのバージョンによって決まります。Intelligent Power Management をサ

ポートするように、各シスコ スイッチをアップグレードする必要があります。ソフトウェアをアッ

プグレードするまで、次のコントローラの CLI コマンドを使用して、スイッチの古いソフトウェア

で動作するようにアクセス ポイントを設定できます。

1) config ap power pre-standard enable <ap>

<ap> は、コントローラ上のアクセス ポイント名です。

2) config ap power injector enable <ap> <スイッチ ポートの MAC アドレス >
（<ap> は、コントローラ上のアクセス ポイント名です。

< スイッチ ポートの MAC アドレス > は、アクセス ポイントが接続されているスイッチ ポートの MAC
アドレスです。）

（注） これらのコマンドの使用方法については、コントローラのマニュアルを参照してください。

このコントローラの CLI コマンドを使用して、アクセス ポイントに次のことを通知できます。

• シスコ スイッチは Intelligent Power Management をサポートしないが、十分な電力を供給できる。

• 十分な電力を供給するためにパワー インジェクタが使用されており、シスコ スイッチは 
Intelligent Power Management をサポートしない。 
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この特別な CLI コントローラ コマンドを使用する場面と、対応するシスコ スイッチの power コマ

ンドについては、表 4-2 を参照してください。

注意 アクセス ポイントが PoE を使用して給電されている場合、Power Sourcing Equipment（PSE; 給電機

器）の出力電流はポートごとに 400mA を超えることはできません。電源は IEEE 802.3af または制

限電源の場合は IEC60950 に準拠する必要があります。

表 4-2 CLI の power コマンドの使用

電源

CLI コマンド

Cisco Wireless LAN Controller シスコ スイッチ

AC 電源モジュール 必要なし power inline never

Intelligent Power Management をサポートするシ

スコ スイッチ1

1. お使いのシスコ電源のリリース ノートをチェックして、Intelligent Power Management をサポートする Cisco IOS リリースを確認してくださ
い。お使いのシスコ電源では、Intelligent Power Management が現在サポートされていない可能性があります。

必要なし power inline auto

Intelligent Power Management をサポートしない

シスコ スイッチ 1

config ap power pre-standard enable power inline auto

Intelligent Power Management をサポートするシ

スコ スイッチ 1 と共に使用されるパワー イン

ジェクタ2

2. パワー インジェクタは AIR-PWRINJ3 または AIR-PWRINJ-FIB である必要があります。

必要なし power inline never3

3. Intelligent Power Management をサポートするシスコ スイッチでは、常にスイッチでパワー インジェクタの使用が設定されます。

Intelligent Power Management をサポートしない

シスコ スイッチ 1 と共に使用されるパワー イン

ジェクタ 2

config ap power injector enable power inline never

シスコ以外のスイッチと共に使用されるパワー

インジェクタ

必要なし  

802.3af 準拠のシスコ以外のスイッチ 必要なし  
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アクセス ポイントの CLI を使用したコントローラ情報の手動設定
新規の設置では、アクセス ポイントが DHCP サーバに達することができない場合、アクセス ポイ

ントの CLI を使用して必要なコントローラ情報を手動で設定できます。コンソール ポートへの接

続方法については、「アクセス ポイントへのローカル接続」の項（P. 4-14）を参照してください。

（注） この項の CLI コマンドは、コントローラにアソシエートされていないアクセス ポイントでのみ使

用できます。

CLI コマンドで設定された静的情報は、アクセス ポイントがコントローラに接続するために使用し

ます。コントローラに接続されると、コントローラは新しいコントローラの設定でアクセス ポイン

トを再設定しますが、アクセス ポイントの静的 IP アドレスとデフォルト ゲートウェイは変更され

ません。

コントローラの情報の設定方法

アクセス ポイントの CLI インターフェイスを使用して、新しい（箱から出したばかりの）アクセ

ス ポイントでコントローラ情報を手動で設定するには、次の EXEC モードの CLI コマンドを使用

できます。

AP# lwapp ap ip address <IP アドレス > <サブネット マスク >
AP# lwapp ip default-gateway <IP アドレス >
AP# lwapp controller ip address <IP アドレス >
AP# lwapp ap hostname <名前 >

<名前 > は、コントローラ上のアクセス ポイント名です。

（注） デフォルト（工場出荷時）の有効化パスワードは、Cisco です。

手動で入力したコントローラの情報の消去方法

ネットワーク内の別の場所にアクセス ポイントを移動する場合は、手動で入力したコントローラ情

報をクリアして、アクセス ポイントが別のコントローラとアソシエートできるようにする必要があ

ります。

（注） 次のコマンドは、CLI EXEC モードに入るのに、コントローラで設定された有効化パスワードが必

要です。

手動で入力したコントローラ情報をクリアまたは削除するには、次の EXEC モード CLI コマンドを

使用できます。

clear lwapp ap ip address
clear lwapp ip default-gateway
clear lwapp controller ip address
clear lwapp ap hostname
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アクセス ポイントのデフォルトへの手動によるリセット

次の EXEC モード CLI コマンドを使用して、アクセス ポイントをデフォルトの設定に手動でリセッ

トできます。 

（注） 次のコマンドは、CLI EXEC モードに入るのに、コントローラで設定された有効化パスワードが必

要です。

clear lwapp private-config
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Lightweight アクセス ポイントを Autonomous モードに戻す方法
Autonomous モードをサポートする Cisco IOS リリース（Cisco IOS リリース 12.3(7)JA 以前）をロー

ドすることにより、Lightweight アクセス ポイントを Autonomous モードに戻すことができます。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場合は、そのコントローラを使用して

Cisco IOS リリースをロードすることができます（コントローラのマニュアルを参照してください）。

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ない場合は、TFTP を使用して Cisco IOS

リリースをロードできます。 

コントローラからアクセス ポイントを Autonomous モードに戻す方法

コントローラから Lightweight アクセス ポイントを Autonomous モードに戻す手順は、次のとおりで

す。 

ステップ 1 アクセス ポイントがアソシエートされるコントローラの CLI にログインし、次のコマンドを力し

ます。 

config ap tftp-downgrade <TFTP サーバの IP アドレス > <ファイル名 > <アクセス ポイント名 >
a) <TFTP サーバの IP アドレス > は、TFTP サーバの IP アドレスです。

b) < ファイル名 > には、アクセス ポイントのイメージ ファイルのフル パスとファイル名を入力しま

す。たとえば D:/Images/c1240-k9w7-tar.123-7.JA.tar です。

c) <アクセス ポイント名 >は、コントローラ上でアクセス ポイントを識別する名前です。

ステップ 2 すべての LED が緑色に変わり、続いてステータス LED 緑色に点滅することによって示される、ア

クセス ポイントのリブートまで待機します。 

ステップ 3 アクセス ポイントがリブートしたら、アクセス ポイントの GUI または CLI を使用して再設定しま

す。

モード ボタンを使用してアクセス ポイントを Autonomous モードに戻す方法

アクセス ポイントのモード ボタンおよび TFTP サーバを使用して Lightweight アクセス ポイントを

Autonomous モードに戻す手順は、次のとおりです。

（注） アクセス ポイントのモード ボタンはデフォルトで有効に設定されているはずですが、モード ボタ

ンが有効に設定されているかどうかを再確認してください（「モード ボタンの設定」の項（P. 4-11）
を参照）。 

ステップ 1 TFTP サーバ ソフトウェアを実行している PC の静的 IP アドレスを、10.0.0.2 ～ 10.0.0.30 に設定し

ます。 

ステップ 2 PC の TFTP サーバ フォルダにアクセス ポイントのイメージ ファイル（たとえば、1240 シリーズ

アクセス ポイントの場合は c1240-k9w7-tar.123-7.JA.tar）が存在すること、およびその TFTP サーバ

がアクティブであることを確認します。 
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ステップ 3 TFTP サーバ フォルダ内のアクセス ポイントのイメージ ファイルの名前を c1240-k9w7-tar.default.

に変更します。 

ステップ 4 Category 5（CAT5）のイーサネット ケーブルを使用して PC をアクセス ポイントに接続します。 

ステップ 5 アクセス ポイントの電源を切断します。 

ステップ 6 モード ボタンを押しながら、アクセス ポイントに電源を再接続します。 

ステップ 7 モード ボタンを押し続けて、無線 LED が赤色に変わったら（約 20 ～ 30 秒かかります）離します。 

ステップ 8 すべての LED が緑色に変わり、続いてステータス LED 緑色に点滅することによって示される、ア

クセス ポイントのリブートまで待機します。 

ステップ 9 アクセス ポイントがリブートしたら、アクセス ポイントの GUI または CLI を使用して再設定しま

す。 

モード ボタンの設定

Lightweight アクセス ポイントのモード ボタンは、Cisco Wireless LAN Controller から設定します。コ

ントローラの次の CLI コマンドを使用して、モード ボタンを表示および設定します。

1) config ap rst-button enable <アクセス ポイント名 >/all
2) config ap rst-button disable <アクセス ポイント名 >/all
3) show ap config general <アクセス ポイント名 >

（<アクセス ポイント名 >は、コントローラ上でアクセス ポイントを識別する名前です。）
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Autonomous アクセス ポイントのイメージ ファイルの入手
Autonomous アクセス ポイントのイメージ ファイルは、次の手順に従って Cisco.com のソフトウェ

ア センターから取得できます。

（注） Cisco.com のソフトウェア センターからソフトウェアをダウンロードするには、登録ユーザである

必要があります。次の URL で Cisco.com のメイン Web ページから登録できます。http://cisco.com

ステップ 1 インターネット ブラウザを使用して、Cisco Software Center にアクセスします。URL は、次のとお

りです。

http://tools.cisco.com/support/downloads/pub/MDFTree.x?butype=wireless

ステップ 2 Wireless LAN Access > Aironet Access Points > Cisco Aironet 1240AG Series > Cisco Aironet 1240AG

Access Point の順にクリックします。Enter Password 画面が表示されます。

ステップ 3 ユーザ名とパスワードをそれぞれのフィールドに入力して、OK をクリックします。Select a 

Software Type ページが表示されます。

ステップ 4 IOS をクリックします。Select a Release ページが表示されます。

ステップ 5 使用するアクセス ポイントのイメージ ファイルに適した IOS のバージョン（12.3.8-JA など）をク

リックします。

ステップ 6 Wireless LAN をクリックします。Enter Password ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 ユーザ名とパスワードをそれぞれのフィールドに入力して、OK をクリックします。

ステップ 8 Do you want to display the nonsecure items? というメッセージが表示されたら、Yes をクリックします。 

ステップ 9 Encryption Software Export Distribution Authorization Form の説明を読んで、該当するボックスをク

リックします。

ステップ 10 Submit をクリックします。

ステップ 11 他の人または会社をソフトウェアのユーザとして指定した場合は、次の手順を実行してください。

a. Do you want to display the nonsecure items? というメッセージが表示されたら、Yes をクリックし

ます。Encryption Software Export Distribution Authorization ウィンドウが表示されます。

b. 説明をよく読んで、Cisco.com のユーザ プロフィールを入力するか、このソフトウェア イメー

ジのエンド ユーザについての詳細情報を所定のフィールドに入力します。

c. Submit をクリックします。

ステップ 12 Do you wish to continue? というセキュリティ警報メッセージが表示されたら、Yes をクリックして先

に進みます。

ステップ 13 Download をクリックします。

http://cisco.com
http://tools.cisco.com/support/downloads/pub/MDFTree.x?butype=wireless
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ステップ 14 Software Download Rules をよく読み、Agree をクリックして、イメージ ファイルをダウンロードし

ます。Enter Password 画面が表示されます。

ステップ 15 ユーザ名とパスワードをそれぞれのフィールドに入力して、OK をクリックします。

ステップ 16 イメージ ファイルをハード ドライブにダウンロードして保存した後、インターネット ブラウザを

終了します。 
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アクセス ポイントへのローカル接続
アクセス ポイントをローカルで（有線 LAN に接続せずに）設定する必要のある場合は、DB-9 to

RJ-45 シリアル ケーブルを使用して PC をコンソール ポートに接続できます。 

注意 アクセス ポイントの底が熱くなっている場合がありますので、取り扱いには注意してください。

（注） 設定の変更が完了したら、アクセス ポイントからシリアル ケーブルを取り外す必要があります。

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 9 ピンのメスの 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。 

図 4-2 は、コンソール ポートの場所を示しています。

図 4-2 コンソール ポートの場所

（注） DB-9 to RJ-45 シリアル ケーブルの Cisco 製品番号は、AIR-CONCAB1200 です。シリアル

ケーブルを注文する場合は、http://www.cisco.com/go/marketplace を参照してください。

ステップ 2 PC のターミナル エミュレータを設定して、アクセス ポイントと通信できるようにします。ターミ

ナル エミュレータの接続は、9600 ボー、データ ビット 8、パリティなし、ストップ ビット 1、フ

ロー制御なしに設定します。

1 コンソール ポート

STATUS
RADIO

ETHERNET

MODE

CONSOLE ETHERNET 48VDC

2.4 GHz RIGHT/PRIMARY 2.4 GHz LEFT

13
54

93

1

http://www.cisco.com/go/marketplace
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TFTP サーバ ソフトウェアの取得
TFTP サーバ ソフトウェアはいくつかの Web サイトからダウンロードできます。次の URL から入

手できるシェアウェアの TFTP ユーティリティをお勧めします。

http://tftpd32.jounin.net

ユーティリティのインストール方法と使い方については、Web サイトの指示に従ってください。

http://tftpd32.jounin.net
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