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  概要
概要
このマニュアルでは、 Cisco Wireless LAN （WLAN） ソ リ ューシ ョ ンの一部と して、 Cisco 2600 
および 3600 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP） の動作理論および設置について説明します。 内
容は次のとおりです。

• AP 1600、 2600、 および 3600

• AP 3600 と  AP 3500 の違い

• AP 3600 と  AP 2600 の違い

• AP 1600 および AP 機能の比較の概要

• ハード ウェアの詳細、 マウン ト  オプシ ョ ン、 ブラケッ ト の選択、 および設置の考慮事項

• アンテナ オプシ ョ ン、 放射パターン、 および外部アンテナの導入

• 空間ス ト リームおよび MCS レー ト

• ClientLink 2.0 および個人所有デバイスの持ち込み （BYOD）

• サイ ト調査の考慮事項

• 不適切な設置、 Q&A、 参考 URL
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  Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイン ト
Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイン ト
Cisco Aironet 3600、 2600、 1600、 および 600 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP） は、 屋内およ
び屋外環境において、 安全で信頼性の高いワイヤレス接続を提供します。 図 1 は、 基本的な接
続を行えるエン ト リ レベルの 600 シ リーズから、 高のパフォーマンスを実現する  3600 シ
リーズまでの製品ポート フォ リオを示しています。

図 1 アクセス ポイン ト  ポート フォリオの展開

内部および外部アンテナ

3600、 2600、 および 1600 シ リーズには、 内部または外部アンテナを備えたモデルが用意され
ています。 図 2、 図 3、 および図 4

は、 各シ リーズの内部および外部アンテナ モデルについて説明します。

• アンテナ内蔵の AP のモデル番号には 「i」 （AP 3600i など） が付きます。 ハウジングの構成
部分となっていて取り外しできないキャプチャ  アンテナを装備し、 オフ ィ スの美的景観を
第一に配慮する屋内のエンタープラ イズ設置用に設計されています。

• 外部アンテナ付きの AP のモデル番号には 「e」 （AP 3600e など） が付きます。 このモデル
は堅牢であ り、 外部アンテナまたは拡張動作温度の必要性がある病院、 工場、 倉庫などの
場所での産業用に設計されています。 外部アンテナ モデルは、 も要求の厳しい環境での
用途向けの NEMA ラ ッ ク内へのマウン ト もサポート します。
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図 2 AP 3600 モデルおよびエコパック

図 3 AP 2600 モデルおよびエコパック
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  Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイン ト
図 4 AP 1600 モデルおよびエコパック

3600 シリーズ

Cisco 3600 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP 3600） は、 ミ ッシ ョ ン  ク リ テ ィ カルなアプ リ ケー
シ ョ ンのサポート を必要と しているお客様をターゲッ ト と しています。 AP 3600 には、 4X4 
Multiple Input Multiple Output （MIMO） と呼ばれる  4 つの送信無線と  4 つの受信無線、 3 つの空
間ス ト リーム （3SS） ビーム形成をま とめて 4x4:3 と表し、 これらで構成される革新的なアン
テナ テク ノ ロジーである  ClientLink 2.0 が組み込まれています。 ClientLink 2.0 は、 IEEE 802.3af
（15.4 ワ ッ ト ） の Power over Ethernet （PoE） コンプラ イアンスを維持しながら、 追加の変調お
よび符号化方式 （MCS） データ  レー ト  16 ～ 23 で 450 Mbps までの速度化が可能です。 空間ス
ト リームの詳細については、 802.11n、 空間ス ト リームおよびビーム形成を参照して ください。

3600 シリーズのフ ィーチャ  モジュール

WSSI （ワ イヤレス  セキュ リ テ ィ と スペク ト ラム拡散インテ リ ジェンス） モジュールは、 AP 
3600 にお客様の投資を保護するための新機能を追加します。 このオプシ ョ ンの追加モジュール
は、 AP が動作するチャネルだけではな く、 全スペク ト ラムをスキャンする専用モニタ無線を
提供します。 また、 CleanAir、 WIDS/WIPS、 Context-Aware ロケーシ ョ ン、 不正検出および無
線リ ソース管理 （RRM） を含む、 モニタ  モジュールにフル モニタ リ ングおよびセキュ リ テ ィ  
サービスをオフロード します。WSSI モジュールは 2.4 および 5 GHz 帯域のすべてのチャネルの
全スペク ト ラムを分析できます。 また、 全スペク ト ラムのモニタ リ ング用に別の専用オーバー
レイ  ネッ ト ワークを展開する必要性をな く し、 余分なケーブルの引き込みおよび追加インフラ
ス ト ラ クチャ  コス ト の必要性を排除します。

使用可能な 2 番目のモジュールは AP 3600 に 802.11ac （Wave 1） 機能を提供します。 この無線モ
ジュールは 5GHz で動作し、 AP 3600 が完全に 802.11ac ク ラ イアン ト と と もに、 802.11a/n をサ
ポートできます。 （Wave 1） 機能は、 3 つの空間ス ト リーム、 80 MHz、 256 QAM を使用して、
1.3 Gbps PHY/ 約 1 Gbps MAC （スループッ ト ） をサポート します。 また、 802.11ac 規格あた りの
明示的なビーム形成もサポート します。 無線モジュールの使用は、 モジュールが 15.4W を超え
る電力を取得できな くなる可能性があるため、 ローカル電源、 シスコのパワー インジェ ク タ、
.3at PoE+ を必要とするか、 または Cisco Enhanced PoE の使用を必要とする場合があ り ます。
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（注） Cisco Enhanced PoE はシスコによって開発されたもので、 802.3at PoE+ 技術の先駆けです。

フ ィーチャ  モジュールは図 5 に示すよ うに AP3600 の下にスラ イ ド させます。

図 5 フ ィーチャ  モジュールを備えた AP3600 の裏面

（注） 詳細については、 『Installing the Cisco Aironet 3600 Series Access Point 802.11ac Radio Module
（Cisco Aironet 3600 シ リーズ アクセス  ポイン ト  802.11ac 無線モジュールの設置）』 ガイ ドの
「Installing the Module （モジュールの設置）」 の項を参照して ください。

3600 および 3500 シリーズの比較

AP 3600i （内部アンテナ モデル） および Cisco 3500 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP 3500） は
物理的な外観はほぼ同じです。 AP 3500 の LED は正方形で、 AP 3600i の LED はそれよ り少し
大き く、 楕円形である こ とに注意する と、 簡単に区別できます。 （図 6 を参照）。
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図 6 AP3600i および AP3500 の LED の外観

側面から見る と、 図 7 に示すよ うに、 AP 3600i （2.11 インチ） は AP 3500 （1.84 インチ） よ り
わずかに厚みがあ り ます。 厚さサイズを増やし、 追加の無線対応とプ リ ン ト基板の領域、 およ
び将来の機能用のフ ィーチャ  モジュールを考慮に入れています。 AP 3600i には少し深さがあ り
ますが、既存の Cisco Aironet 1040 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP 1040）、 1140 シ リーズ アク
セス  ポイン ト （AP 1140）、 1260 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP 1260）、 および AP 3500 用マ
ウン ト  ブラケッ ト との完全な下位互換性があ り ます。

図 7 AP3600i および AP3500 の側面

AP 3600e は、 主にデュアルバンド  アンテナ システムであるため、 アンテナ コネク タのポー ト
の数が少な く、 外部アンテナ モデル （AP 3600e および AP 3500e） は外観が異な り ます。

AP 3600e は、 各アンテナ ポー ト が各帯域で同時に伝送できるよ うに、 すべてのアンテナ ポー
ト を結合しています （デュアルバンド）、 アンテナ ポート が結合されていなければ、 8 本のア
ンテナが必要にな り ます。 AP 3600 には、 帯域ごとに 4 つの ト ランシーバ （ ト ランス ミ ッ タ /
レシーバ） 無線ポート があ り、 各帯域に 4 台、 合計 8 台の ト ランシーバがあ り ます。 帯域ごと
にこの追加の無線があるため、 ClientLink 2.0 を使用して 3SS ク ラ イアン トへのビーム形成が可
能にな り、 1、 2、 および 3 個の空間ス ト リームによって、 すべての 802.11n ク ラ イアン ト の全
体的なパフォーマンスが向上します。

（注） 3SS ク ラ イアン トへのビーム形成は n+1 無線周波数 （RF） の設計が必要です。 これを実現する
には、 AP 3600 に Cisco ClientLink 2.0 を使用してク ラ イアン ト のパフォーマンスを向上する、
帯域ごとに追加の無線があ り ます。
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AP 3500e には 2.4 GHz および 5 GHz の各帯域に別のアンテナがあ り、 3SS テク ノ ロジーはサ
ポート しません。 2 台の ト ランシーバ （ ト ランス ミ ッ タ / レシーバ） と帯域ごとに 1 台の追加
レシーバがあ り、 大 2 つの空間ス ト リームでしか動作できないためです。

AP 3500 とは異な り、 新しい AP 3600 設計は任意に選択の追加フ ィーチャ  モジュールをサポー
ト します。 AP 3600 の底面には、 図 8 に示すよ うに、 フ ィーチャ  モジュールを支持する開口部
があ り ます。 開口部が完全に密閉される と、 モジュールが AP の上部まで届き、 モジュールの
アンテナ （存在する場合） が完全に機能するよ うにな り ます。 ユニッ ト にはスナップ感のある
「バネ式 BB」 があ り ます。 したがって、 AP をブラケッ ト に完全にはめ込んだと きに、 確実に
固定されたこ とがわかり ます。

図 8 フ ィーチャ  モジュール対応の AP3600 の底面

3600 および 2600 シリーズの比較

AP 3600 には、 オプシ ョ ンの .11ac およびセキュ リ テ ィ  モジュールによる将来の保護を提供す
るモジュ ラ設計があ り ます。 AP 2600 はオプシ ョ ン  モジュールをサポート していません。 ただ
し、 AP 2600 には 2.4 GHz 帯域で少し高めアンテナ ゲインがあ り ます。

AP 3600 および AP 2600 は同じサイズですが、 Cisco ロゴが浮彫フレームか （AP 3600）、 浮彫なし
のフレームか （AP 2600） を確認するこ とで、 それぞれを識別する と簡単です。 （図 9 を参照）。
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図 9 AP2600 および AP3600 の正面
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AP 2600 は 3X4:3SS です。 そのため、 ClientLink は 3SS ク ラ イアン トへのビーム形成は行いま
せん。 ただし、 従来の 1 および 2 個の空間ス ト リーム  レー ト でビーム形成します。 AP 3600 は 
4X4:3SS であ り、 すべての帯域と ク ラ イアン ト の追加ダウン リ ンク  パフォーマンスの追加ト ラ
ンス ミ ッ タ  チェーンをサポート します。 オプシ ョ ンの .11ac モジュールを使用する場合、 AP 
3600 は少しパフォーマンスが上がり、 従来の 1、 2、 および 3 個の空間ス ト リーム  レー ト と  
.11ac レー トへのビーム形成を行います。

2 つのシ リーズは同じ取り付け金具とアンテナを使用します。 裏面については、 図 10 を参照し
て ください。

図 10 AP2600 の裏面

これらの類似点があるため、 AP 3600 の調査がある場合は、 AP 2600 のサイ ト調査を繰り返す
必要はあ り ません。
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1600 シリーズの概要

図 11 に示す Cisco Aironet 1600 シ リーズ アクセス  ポイン ト （AP1600） は、 第 2 世代のエン ト
リ レベル AP です。

図 11 AP 1600

主な機能

主な機能は次のとおりです。

• ClientLink 2.0

– AP 1040/1140 および AP 1260 からのアップグレードの際に重要な機能を追加

– 1 SS まで 802.11n ク ラ イアン ト をサポート

– 802.11a/b/g ク ラ イアン ト をサポー ト

– 無線インターフェイスご とに 32 個のク ラ イアン ト をサポート （ビーム形成）

• 3x3:2 アーキテクチャ

– 2x2:2 AP 1040 よ り もパフォーマンスが向上

– AP 1140 および AP 1260 よ り も スループッ ト  パフォーマンスが向上

• エン ト リ レベルと中層レベルの市場向けの外部アンテナ モデル

• 無線あた り  128 ク ラ イアン ト 、 合計 256 ク ラ イアン ト

• 以前のアクセス  ポイン ト とは異なる  LED の色の変更

• CleanAir Express ： バージ ョ ン  8.0 以降で利用できる基本的なスペク ト ラム分析

Cisco CleanAir Express for AP 1600

Cisco CleanAir Express テク ノ ロジーは、 AP 1600 の高度なシ リ コン設計で有効です。 CleanAir 
Express によって、 AP 1600 には、 効果的に RF 干渉を検出し、 その原因を特定して、 マップ上
の場所を見つけ、 ワ イヤレス  カバレッジを 適化するために自動調整を行う機能があ り ます。
CleanAir Express テク ノ ロジーによって、 組織は継続的な業務を簡素化しつつ、 ワイヤレス  
ネッ ト ワークをサポートする基本的なスペク トル分析が可能にな り ます。 （表 1 を参照）。
12
Cisco Aironet 1600/2600/3600 シリーズ アクセス ポイン ト導入ガイ ド

 



 

  Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイン ト
Cisco Aironet 1600 シ リーズ アクセス  ポイン トへの適用時における  CleanAir と  CleanAir Express 
の違いは次のとおりです。

• CleanAir Express は現在利用可能で、 コン ト ローラ  コード  8.0 以降が必要です。 CleanAir 
Express は Cisco Systems CleanAir のフル機能版です。

• CleanAir Express の主な違いは、 Cisco Aironet 1600 シ リーズ アクセス  ポイン ト （1K シ リー
ズと呼ばれる こ と もあ り ます） はローカルの CleanAir 操作用の専用メモ リが少な く、 1600 
シ リーズはメモ リ をホス トするために 1K シ リーズのスペク ト ラム  インテ リ ジェンス  (SI) 
機能の一部をオフロードする必要がある点です。

• Cisco 2K および 3K シ リーズはよ り多くのメモ リ を搭載しており、 SI 機能をローカルで処
理します。

• AP1600 にはシスコのカスタム  シ リ コン  CleanAir ハード ウェア  チップが含まれており、2K 
および 3K シ リーズ アクセス  ポイン ト が認識できるすべての干渉を認識できます。

• CleanAir Express の主な違いや制限は、 AP1600 内のコア  メモ リ と処理能力の制限に関する
ものです。 このため、 2K および 3K シ リーズでは無線インターフェイスあた り  10 個のデバ
イスを追跡できる と ころを、 AP1600 は 3 個のデバイスしか追跡できません。

• モニタ  モードでスキャンする場合、2K および 3K シ リーズ アクセス  ポイン トは 40 MHz セ
グ メ ン ト でスペク ト ラム処理をスキャンでき、 したがってそれらのアクセス  ポイン トは、
よ り小さな  20 MHz セグ メ ン ト で一度にスペク トルを処理する必要のある  AP 1600 （1K シ
リーズ） に比べて、 干渉を検出するためのスキャン  サイ クルの時間が少な くて済みます
（11.4%）。 AP 1600 ではスキャン  サイ クルはやや長くな り ます （22.8%）。

• スキャン  サイ クルが長くなる と、 wIPS や不正など他の監視機能の検出時間が延びます。

表 1 1600/2600/3600 シリーズの CleanAir 機能の比較

スペク トル インテリジェンス

CleanAir Express1

1. 8.0 以上のソフ ト ウェア  バージ ョ ンで利用可能です。

CleanAir WSSI 搭載 CleanAir

アクセス  ポイン ト AP 16001 AP 2600 または AP 
3600

WSSI モジュール搭載 
AP 3600

検出 Yes Yes Yes

分類 Yes Yes Yes

緩和 Yes Yes Yes

ロケーシ ョ ンの特定 Yes Yes Yes

パフォーマンスの 適化 Yes Yes

影響と重大度の上位リ ス ト Yes Yes

アラー ト相関 Yes Yes

エア  クオ リ テ ィの指標 Yes Yes

インパク ト  ゾーン Yes Yes

チャネル スキャンをオフ Yes

プロアクテ ィブなインテ リ
ジェン ト  チャネル スイ ッ
チング

Yes
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屋内アクセス ポイン トの比較

3600/2600/1600/600 シ リーズにおける屋内アクセス  ポイン ト の比較を図 12 に示します。

図 12 3600/2600/1600/600 シリーズの比較
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ハードウェアおよびマウン ト  オプショ ン
AP 1600、 2600、 および 3600 は、 同じマウン ト  オプシ ョ ンがあ り、 図 13 に示すよ うに外寸もよ
く似ています。 AP 1600 にはアンテナが 3 つあるなど、 表面的にわずかな違いがあ り ます。

図 13 AP 2600 および AP 3600 の機械図面

ブラケッ ト とクリ ップ

お客様の要件に応じて使用可能なさまざまな設置オプシ ョ ンがあ り ます。 ブラケッ トは、 シス
コおよびサードパーテ ィ企業から入手できます。 お客様が発注時にロープロファ イルまたはユ
ニバーサル ブラケッ ト を選択できます。 両方を図 14 に示します。 各ブラケッ トは設定時の 0 
ドル オプシ ョ ンです。

お客様がブラケッ ト を選択しない場合、 デフォル トは、 天井設置用の一般的なブラケッ ト の
ロープロファ イル AIR-AP-BRACKET-1 です。 AP 3600 の場合、 シスコではユニバーサル ブラ
ケッ ト （部品番号 AIR-AP-BRACKET-2） の使用を推奨します。
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図 14 アクセス ポイン トのブラケッ トの選択

AP をグ リ ッ ド構造の天井に直接取り付ける必要がある場合は、 AIR-AP-BRACKET-1 を使用す
る と、 同一面上に平らに取り付ける こ とができ、 も目立ちません。 天井タイルによっては埋
め込み型にする ものもあるため、 天井グ リ ッ ドへのブラケッ ト の取り付けには、 2 つの違う形
の天井ク リ ップの、 埋め込み型 （Recessed） と同一面型 （Flush） のレールを使用できます。
（図 15 を参照）。

図 15 埋め込み型と同一面型の天井グリ ッ ド  クリ ップ 

NEMA ラ ッ ク内のまたは壁面にある、 別のタイプの配線器具への電気ボッ クスに AP を取り付
ける必要がある場合は、 AIR-AP-BRACKET-2 が適切です。 ブラケッ ト の余分なスペースを
使って配線でき、 追加の穴が多くの一般的な電気ボッ クスに合わせて並んでいます。

チャネル レール アダプタ  
図 16 に示すよ う な天井チャネル レールに AP を取り付ける場合、 オプシ ョ ンのチャネル アダ
プタを使用します。 AIR-CHNL-ADAPTER は 2 個組で付属していて、 チャネル レールにスラ イ
ド させて取り付け、 前述の天井グ リ ッ ド  ク リ ップに取り付けます。 図 17 と図 18 はチャネル 
レール、 チャネル アダプタ、 天井グ リ ッ ド  ク リ ップ、 および完成後の設置状態です。
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図 16 チャネル レール

図 17 AIR-CHNL-ADAPTER （左）、 チャネル レール （右）

図 18 AIR-CHNL-ADAPTER と天井グリ ッ ド  クリ ップ （左）、 完成後の設置状態 （右）
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天井タイルへの設置

多くの病院など、 カーペッ ト敷きエンタープラ イズ環境では合理化された外観が好まれ、 タ イ
ルに AP を直接設置する こ とがあ り ます。 この場合、 図 19 に示すよ うに、 オプシ ョ ンの Cisco 
AIR-AP-BRACKET-3 を使用します。

図 19 天井タイルに AP を設置するためのオプシ ョ ンの AIR-AP-BRACKET-3

「ビューテ ィー リ ング」 をテンプレー ト と して使用して、 タ イルを切り取り ます。 シスコでは
カスタムのカッ ト  タ イルを提供していませんが、 タ イルはカーペッ ト  ナイフや Dremel™ また
は Rotozip™ の回転切削工具などの電気工具で簡単に切断できます。

タ イルの長さにわたって延びる金属製レールは、 タ イルがぬれた り、 別の要因で役に立たな く
なった り した場合に天井の上で AP を支えます。 機械固定ネジで AP をしっかり と天井に引き
上げ、 ブラケッ ト にはめ込みます。 さ らに、 Kensington 形式のロ ッ クは、 AP の物理的セキュ
リ テ ィに使用できますが、 一度取り付ける と、 タ イル前面から  AP を抜き出すこ とができない
ため、 タ イルを外さずに AP を取り外すこ とは困難です。

（注） このブラケッ トは AP 1040、 1140、 1260、 1600、 2600、 3500、 および 3600 に対応します。

壁面への設置

壁は無線信号の物理的な障害になる可能性があ り、 360 度のカバレッジを低下させる こ とがあ
り ます。 壁の外壁である場合、 または目標と しては 360 度のパターンよ り も、 180 度のパター
ンで信号を送信する場合、 AP 3600e で使用される指向性アンテナ （パッチ アンテナと も よ く
呼ばれる） を選択する方がよい場合もあ り ます。

AP 3600i などのアンテナ内蔵 AP は壁面に取り付けないよ うにします。 内部アンテナ モデル
は、 360 度のカバレッジを提供するため、 天井に取り付けるよ うに設計されています。 横方向
以外で壁面に取り付けられている場合は、 信号がフロアおよび天井を通り抜ける こ とがあ り ま
す。 これが原因で意図しないカバレッジが生じ、 たとえば、 Wi-Fi 電話器を持つユーザが隣接
フロアを歩く と、 追加で不要なローミ ング  アクセスが発生する可能性があ り ます。

アンテナ内蔵の AP を壁面に取り付ける代わり と して、 次のこ とが可能です。

• ダイポールまたはパッチ アンテナを備えた AP 3600e を使用する。
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• AP 3600i または AP 3500e を水平方向に設置する、 Oberon P/N 1029-00 などのオプシ ョ ンの
壁面マウン ト  ブラケッ ト を使用する。 （図 20 を参照）。 ホッ ト  スポッ ト 、 キオス ク、 狭い
場所のシナリ オがな く、 ロー ミ ングが問題にならない場合は、 この Oberon ブラケッ ト を使
用する。

図 20 壁に取り付けられた AP の縦型 （上 / 下型） アンテナ （左）、 Oberon の壁面マウン ト  ブ
ラケッ ト （中央、 右）

カラー

AP の色を変更するには、 色付きビニール テープを使用するか、 Oberon の色付きプラスチッ ク  
カバーを購入します （図 21 を参照）。 また  Oberon のカバーを使用して、 Cisco ロゴや LED を隠
すこ と もできます。 保証が無効になるため、 AP の塗装は行わないでください。

図 21 Oberon スキン
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固有の設置方法

クリーン ルーム

多くの病院および工場では、 周囲環境をしっかり とふき取り、 化学薬品 （多くの場合、 清掃と
殺菌性能を持つ希釈された物質） を軽く吹きかける必要があ り ます。 AP 3600 は、 エンタープ
ラ イズおよび産業用ク ラスのコンポーネン ト専用の Wi-Fi チップセッ ト を搭載して設計されて
いるため、 このよ う な用途に 適です。 この設計によ り、 AP ラ ッ クはプレナム定格を満たし、
通気口をな くすこ とができます。 （図 22 を参照）。

図 22 AP3600 の産業クラスのコンポーネン ト

（注） AP 2600 は、 ク リーン  ルームへの導入のために同様の構造および設計で製造されています。

ク リーン  ルーム環境で金属製の天井や空間 （タ イルが実用的ではない場所） が要求される場合
は、 AP を保護し、 しっか り固定するために Oberon の金属製ラ ッ クを使用できます。 （図 23 を
参照）。
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図 23 Oberon の金属製ラック

天井タイルの上部

AP 2600 および AP 3600 はプレナム空間 （UL-2043） の設置に対して定格が定められています。
美観上の理由から、 天井に何も見えないよ うに吊り天井の上に AP を設置する こ と を選ぶお客
様も多いです。 このタ イプの設置は、 教室や、 天井には目視できる ものがないこ とがポ リ シー
で規定される領域など盗難が多い場所にも適している場合があ り ます。

Erico Caddy 512a または Cooper B-Line BA50a などの T バー ハンガー アクセサ リは、 このよ う
な設置に使用できます。 （図 24 を参照）。
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図 24 天井タイル上部への AP の設置

（注） 天井の下への取り付けが選択できない場合のみ天井タイルの上に AP を設置します。 「天井タイ
ル上部」 への設置は確かに音声や場所などの高度な  RF 機能が低下する可能性があるため、 カ
バレッジとパフォーマンスを検証して、 タ イルが導通状態でないこ とを確認します。 AP をタ
イルの内側中央にできるだけ近い場所に取り付け、 障害物や散乱物のある領域は避けます。
（図 25 を参照）。

図 25 天井タイル上部への AP の配置

スタジアムおよび過酷な環境

お客様が希望される場合は、 運動用エ リ ア、 スタジアム、 オープンな庭園空間、 倉庫のフ リー
ザーなど、 AP が外気にさ ら される可能性のある過酷な環境に AP を設置するために、 NEMA タ
イプのラ ッ クを使用する こ とができます。 NEMA タ イプのラ ッ クのサードパーテ ィの供給元は
複数あ り ます。

（注） AP によっては NEMA ラ ッ クでの屋外導入向けには保証されていない場合があ り ます。 たとえ
ば、 世界のいくつかの地域では、 規制機関によって、 AP が屋内 （フ リーザーまたは庭園空間
など） にあれば、 AP の屋外 NEMA ラ ッ クが許可されていても、 これらの NEMA ラ ッ クの屋外
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での使用は禁止されている場合があ り ます。 これは、 UNII-1 コンプラ イアンスなど、 気象レー
ダーのコンプラ イアンスによ り異なる場合があ り ます。お客様の地域担当のシスコ  アカウン ト  
チームまたは地域の通信規制機関にご確認ください。

雨水や湿気がケーブルを伝ってラ ッ クに侵入しないよ うに、 ケーブルは NEMA タ イプのラ ッ
クの下部から外に出すよ うにして ください。 ラ ッ クの色は、 熱価に影響する可能性があ り ま
す。 たとえば、 日の当たる場所では、 黒いラ ッ クは白いラ ッ ク よ り も非常に熱くな り ます。 水
分蓄積を防ぐために圧力ベン ト を使用する こ と もできます。 （図 26 を参照）。

図 26 底面に圧力ベン トがある NEMA 16 x 14 x 8 ラ ック

高振動の領域

アクセス  ポイン ト が 「サイ ド  アーム」 タ イプの取り付けによって、 高振動が生じる可能性の
ある場所に設置されている場合は、 パッ ド ロ ッ ク または金属製ピンを使用して  AP をしっか り
固定し、 緩んだり、 ブラケッ ト から落ちた り しないよ うにします。 （図 27 を参照）。 McMaster 
は適切なピン （P/N 90319A120） を提供します。 経年劣化するプラスチッ ク  タ イの使用は避け
て ください。
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図 27 高振動が生じる場所でのメ タル ピンまたはパッ ドロック

工場および倉庫

倉庫への設置は保管庫内の天井が非常に高く、 物が散乱しているため、 困難な場合が多いで
す。 サイ ト調査の一環と して、 保管庫内の物によって  RF カバレ ッジが変わり、 均一なカバ
レッジに干渉する可能性があるため、 倉庫いっぱいに保管されている と きのカバレッジを必ず
確認します。

通路の場合は、 壁面に方向性 （パッチ） アンテナを使用して、 通路に届く よ うにします。 また
は、 天井に低ゲイン全方向性アンテナ （ダイポールなど） を使用するか、 または統合アンテナ
を持つユニッ ト を使用する こ と もできます。 高ゲイン全方向性アンテナでは、 ヌルが生じる こ
とが多く な り ます。 （図 49 を参照）。

高い所に AP を設置するほど、 信号が遠く まで伝わり ます。 ユーザに近づけるために AP （外部
および内部アンテナ モデル） の位置を下げるには、 パイプおよび電気ボッ クスによる取り付け
方法を使用します。 （図 28 を参照）。
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図 28 倉庫内の AP の設置

パイプの端部または電気コンジッ ト  ボッ ク スに AP を取り付けるには、 ユニバーサル ブラケッ
ト の Cisco AIR-APBRACKET- 2 を使用します。 これはほとんどの電気ボッ クスの穴に合う ため
です。 （図 29 を参照）。 コンジッ トおよびアダプタは、 ほとんどの電器店およびホームセン
ターで入手できます。
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図 29 電気コンジッ ト  ボックスへの AP の設置

イーサネッ ト  ケーブルの推奨事項

新しいケーブルの取り付けの場合は CAT-5e でも  AP 1600/2600 および AP 3600 は問題な く動作
しますが、 シスコでは、 CAT6a ケーブルが 10GE 規格で要求されるため、 お客様が CAT6a を使
用する こ と を推奨します。

アンテナ ケーブルの推奨事項

アンテナ ケーブル区間をできるだけ短く保つよ うにします。 シスコでは、 Times Microwave 
LMR-400 および LMR-600 と同じ特性を持つ低損失 （LL） と超低損失 （ULL） ケーブルを提供
しています。

（注） ケーブル用の穴を開ける場合は、 コネク タのド リル ビッ ト のサイズ （通常 5/8 インチ） を考慮
します。 （図 30 を参照）。

図 30 コネクタの遊びを考慮したケーブルの設置

シスコ製ケーブルはパーツ番号 AIR-CAB （Aironet ケーブル） の後に長さがきます。 たとえば、
RP-TNC コネク タ付きの 20 フ ィー ト  LL ケーブルは Cisco AIR-CAB-020LL-R です。これらの重
く黒いケーブルはプレナム定格を満たさず、 主に屋外か製造エ リ アでの用途です。
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アクセス ポイン ト間隔の推奨事項

AP などの Wi-Fi デバイスがあ り、 異なるチャネルの付近で別の AP を使用する場合は、 AP の
間隔を約 6 フ ィー ト （2 m） 取り ます。 この推奨される間隔は、 両方のデバイスがラ イセンス
不要の帯域で動作し、 RF エネルギーを  23 dB、 つま り、 200 mW を超えて送信しない前提に基
づいています。 多くの電力を使用する場合、 そえに応じて間隔をさ らにあけます。 パフォーマ
ンスが低下するおそれがあるため、 異なる  AP から  AP またはアンテナを一緒にク ラスタ リ ン
グする こ とは避けて ください。

送信する別のデバイスがある場合は、 妥当な間隔をあけてデバイスを移動した り、 離した り し
ます。 （これは、 同じ周波数範囲で動作する場合に特に重要です。 たとえば、 周波数ホッピン
グのレガシー AP やその他のデバイスは、 2.4 および 5 GHz 帯域近辺で動作する場合があ り ま
す）。 次に、 干渉をチェ ッ ク します。 両方のタイプのデバイスを高使用率 （負荷） で同時にテ
ス ト し、 各システムで個別に低下が見られるかど うか、 特性を明らかにします。

警告 FCC、 EU、 および EFTA の RF ばく露制限に準拠するため、 アンテナは身体から  7.9 インチ
（20 cm） 以上離れた場所に配置する必要があります。 詳細については、 適合宣言に基づいた設
置ガイ ドを参照して く ださい。

IDF クローゼッ ト （電気通信機器またはその他の電気機器）

AP を他の電気機器または電気通信機器の近くに設置する場合、 すべての配線および金属類を
アンテナから離し、 電気配線の近くのアンテナの取り付けは避けて ください。 アンテナから近
い場所 （6 ～ 15 インチ） には電気配線またはイーサネッ ト を通さないでください。 電気ク ロー
ゼッ ト内に AP を設置しないよ うにします。 ク ローゼッ ト から リ モー ト  アンテナをケーブルで
つなぐ場合、 プレナム定格ケーブルの使用が要求される場合があるため、 現地の防災安全に関
する規定を確認して ください。 AP に 適な場所はできるだけユーザに近い場所である こ とに
留意して ください。

干渉の詳細については以下を参照して ください。
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10981/
white_paper_c11-609300.html [ 英語 ]

超高高度

AP 2600 および AP 3600 の仕様書には定義されていませんが、 これらの AP は、 25°C/15,000 
フ ィー ト の非稼働高度テス ト を実行した後に動作チェ ッ クに合格しています。 さ らに、
40°C/9,843 フ ィー ト の稼働高度テス ト時に動作テス ト にも問題な く合格しています。

テス ト  グループのすべてのユニッ トは少な く と も  1 つの WLAN ク ラ イアン ト に接続され、 稼
働高度テス ト を通して継続的に ping テス ト を行いながら、 ト ラフ ィ ッ クを渡す継続的な動作の
監視対象になっています。

共同アンテナまたは分散型アンテナ システム

ClientLink 2.0 ビーム形成などの主要機能と と もに AP 2600 および AP 3600 のアンテナ システム
のデュアルバンド特性のために、 AP 2600 および AP 3600 は分散型アンテナ システム （DAS）
への導入には推奨されません。
27
Cisco Aironet 1600/2600/3600 シリーズ アクセス ポイン ト導入ガイ ド

 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10981/white_paper_c11-609300.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10981/white_paper_c11-609300.html


 

   
  固有の設置方法
（注） どのよ う な  DAS であっても、 Wi-Fi を導入した場合の RF サポート についてシスコが保証、 承
認、 提供する こ とはあ り ません。

DAS ベンダーとシステム  インテグレータには、 DAS 製品、 適切な RF カバレッジ、 およびすべ
ての RF 関連の問題に対するサポート についてすべての責任が生じます。 このサポー ト には、
位置の精度、 RF カバレッジ、 RF に関連するローミ ングの問題、 マルチパスの問題、 拡張性が
含まれますが、 これに限定される ものではあ り ません。

DAS ベンダーとシステム  インテグレータは、導入した  DAS システムが DAS システム上でのす
べてのお客様の Wi-Fi デバイスおよびアプ リ ケーシ ョ ンに対する要件を満たすこ とを認識する
責任もあ り ます。 この声明には、 Voice over WLAN （VoWLAN） および医療機器を含みますが、
これに限定される ものではあ り ません。

Cisco Technical Assistance Center （TAC） とシスコのフ ィールド  チームは、 DAS 上で使用され
た Cisco WLAN で発生する  RF の問題に対するサポー トは提供しません。 シスコ とのカスタ
マー サポート契約に従って、 シスコ製品の RF に関連する以外の問題に対してサポー ト を提供
します。

詳細については、 次の URL を参照して ください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps6973/
positioning_statement_c07-565470_ps10092_Products_Data_Sheet.html [ 英語 ]

エレベータ

エレベータのカバレッジは、 エレベータに近い場、 一般にエレベータ扉の近くの各フロアに 
AP を配置して実施する こ とがあ り ます。 多くの場合、 エレベータには金属製のドアがあ り、
シャフ ト がコンク リー ト で固められているか、 Wi-Fi カバレッジを低下させるその他の材料を
含んでいるため、 エレベータ内部のカバレッジを確認する こ とが重要です。 エレベータのカバ
レッジは課題になる場合があ り ますが、 多くの場合は、 特にエレベータが少数のフロアだけで
動作している場合は可能性があ り ます。

高層ビルのエレベータでは、 ク ラ イアン ト が多数の AP 間を循環する こ と よ り も高速であるが
ために、 ローミ ングの問題の方が問題とな り ます。 シャフ ト内のフロアにパッチ アンテナを、
エレベータのかごの底面にパッチ アンテナを配置する企業や、 シャフ ト側に沿って漏洩同軸
ケーブルを使用する企業もあ り ます。

エレベータのかごやシャフ ト内に Wi-Fi 機器を設置する場合は、 現地の規制に従って ください。
設置方法によっては、 安全上のために禁止されていた り、 建物の所有者または現地の消防署に
よ り禁止されていた りする場合があ り ます。 エレベータの修理担当者や経験のある請負業者だ
けがこの種類の作業を実行する必要があ り ます。
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
外部アンテナ オプショ ンとパターン

AP 1600/2600 および AP 3600e
次のデュアルバンド、 デュアルレゾナン ト  アンテナは、 AP 1600e*/2600e および AP 3600e と併
用する こ とができます。

AIR-ANT2524DB-R ： デュアルバンド （黒） ダイポール （4 つ必要） ： 2/4 dBi ダイポール

AIR-ANT2524DW-R ： デュアルバンド （白） ダイポール （4 つ必要） ： 2/4 dBi ダイポール

AIR-ANT2524DG-R ： デュアルバンド （グレー） ダイポール （4 つ必要） ： 2/4 dBi ダイポール

AIR-ANT2524V4C-R ： デュアルバンド全方向性 （1 つ必要） ： 2/4 dBi 天井取り付け全方向性の
使用

AIR-ANT2544V4M-R ： デュアルバンド全方向性 （1 つ必要） ： 4/4 dBi 壁面取り付け全方向性の
使用

AIR-ANT2566P4W-R ： デュアルバンド方向性 （1 つ必要） ： 6 dBi パッチ壁面取り付けの使用

（注） * AP 1600 で必要なダイポール アンテナは 3 つだけです。 4 つは必要あ り ません。 天井、 壁面、
またはパッチ取り付けの場合は、 単純に 4 つ目のアンテナ線を未使用のままにします。

AP の他の無線帯域を無効にする場合を除いて、 シングルバンド  アンテナは使用しないでくだ
さい。

すべてのシスコ製アンテナの詳細については、 次の URL の 『Cisco Antenna Reference Guide』
を参照して ください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/product_data_sheet09186a008008
883b.html

次の URL にある個々のデータシート も参照できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/index.html

AP 3600e 用の も一般的な 2 つの外部アンテナは、 AIR-ANT2524Dx-R デュアルバンド  ダイ
ポール アンテナ （図 31 および 図 32 を参照） と、 AIR-ANT2566P4W-R デュアルバンド  パッチ 
アンテナ （図 33 および図 34 を参照） です。 他のアンテナには AIR-ANT2524V4C-R （図 35 お
よび 図 36 を参照）、 AIRANT2544V4M-R （図 37、 および 図 38 を参照） があ り ます。
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
図 31 AIR-ANT2524Dx-R デュアルバンド  ダイポール アンテナの仕様

図 32 AIR-ANT2524Dx-R デュアルバンド  ダイポール アンテナの放射パターン
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
図 33 AIR-ANT2566P4W-R デュアルバンド  パッチ アンテナの仕様

図 34 AIR-ANT2566P4W-R デュアルバンド  パッチ アンテナの放射パターン

アンテナが壁に配置されている場合は、 方位角 （赤色） はアンテナから前方に飛ぶ信号で、 仰
角 （青色） は上 / 下のパターンです。
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
図 35 AIR-ANT2524V4C-R デュアルバンド全方向性アンテナの仕様

図 36 AIR-ANT2524V4C-R デュアルバンド全方向性アンテナの放射パターン
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
図 37 AIR-ANT2544V4M-R デュアルバンド全方向性アンテナの仕様

図 38 AIR-ANT2544V4M-R デュアルバンド全方向性アンテナの放射パターン

（注） よ り大きなパターンについては、 このアンテナの個々の仕様書を参照して ください。
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
AP 3600i、 AP 2600i および AP 1600i
図 39 および図 40 は AP3600i （内部アンテナ モデル） の放射パターンを示します。

図 41 および図 42 は AP2600i （内部アンテナ モデル） の放射パターンを示します。

図 43 および図 44 は AP1600i （内部アンテナ モデル） の放射パターンを示します。

図 39 AP 3600i @ 2.4 GHz の放射パターン

図 40 AP 3600i @ 5 GHz の放射パターン
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
図 41 AP 2600i @ 2.4 GHz の放射パターン

図 42 AP 2600i @ 5 GHz の放射パターン
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  外部アンテナ オプシ ョ ンとパターン
図 43 AP 1600i @ 2.4 GHz の放射パターン

図 44 AP 1600i @ 5 GHz の放射パターン
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  外部アンテナの導入
外部アンテナの導入
すべてのシスコ製アンテナ コネク タには A、 B、 C などのよ うにラベルが付きます。 A は B、
C、 または D よ りプラ イオ リ テ ィが高くな り ます。 したがって、 アクセス  ポイン ト のサポート
がアンテナ 3 つまたは 4 つとい う場合にアンテナが 2 つだけあれば、 追加のアンテナを取り付
けるまではポート  A と  B を使用します。

1 つまたは 2 つのアンテナだけで、 802.11a/b/g ク ラ イアン ト または単一の空間ス ト リームの N 
ク ラ イアン ト をサポートする こ とが可能です。 シスコでは、 パフォーマンスが大幅に低下し、
ClientLink の機能が失われるため、 これは推奨しません。 少数のアンテナを使用する場合は、
他のアンテナを使用しないよ うに、 ソフ ト ウェアでアクセス  ポイン ト を設定します。

（注） エン ト リ レベルの AP 1600 には、 設定できない 3 つのアンテナ ポート があ り ます。 AP 
2600/3600 には、 帯域ごとに 1 個の追加ト ランシーバ （レシーバ / ト ランス ミ ッ タ） を備えた、
4 個の設定可能なアンテナ ポート があ り ます。

MIMO （デュアル放射素子アンテナ） には次のものが含まれます。

AIR-ANT2524V4C-R - デュアルバンド全方向性 - 2/4 dBi 天井取り付け全方向性の使用

AIR-ANT2544V4M-R - デュアルバンド全方向性 - 4/4 dBi 壁面取り付け全方向性の使用

AIR-ANT2566P4W-R - デュアルバンド方向性 - 6 dBi パッチ壁面取り付けの使用

MIMO の場合、 AP のすべてのアンテナ ポート がアンテナに接続されている限り、 アクセス  ポ
イン ト のどのアンテナ ポート にどのアンテナ線が入るかは重要ではあ り ません。 パッチ アン
テナ AIRANT2566P4W-R にはプラスチッ ク製ハウジングで間隔をあけて素子が並んでいるた
め、 ポー ト  A と  B のパッチの外側 2 個の素子 （図 45 を参照） を使用する場合はわずかな改善
があ り ますが、 これは重要ではあ り ません。 AP 1600 では、図 46 に示すよ うに、 ポー ト  A が B 
および C から も離れているため、 適なダイバーシティが得られます。
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  外部アンテナの導入
図 45 6 dBi パッチ アンテナ

図 46 AP1600 のポートの間隔
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  外部アンテナの導入
適なアンテナの配置は、 アンテナが実際のユーザに物理的に も近い場所に置く こ とです。
ダイポールなど、 複数の単一パッケージのデュアルバンド  アンテナを外部に取り付けている場
合、 間隔は重要ではあ り ません。 アンテナをできるだけ離してアンテナの間隔をあけるよ うに
しますが （A と  B を も離して）、 アンテナは同じ  RF カバレ ッジ領域になければならないた
め、 10 フ ィー ト以内の位置にします。 （図 47 を参照）。

図 47 アンテナの配置

（注） 以前の AP 3500 で使用されるよ う なシングルバンド （シングル放射素子アンテナ） は、 新しい 
AP 1600/2600 および AP 3600 と完全な互換性がないため、 使用しないでください。 AP 1260 お
よび AP 3500 のアンテナは、個別の帯域ごとに製造されたシングル放射素子アンテナです。 AP 
3600、 2600、 および 1600 はデュアルバンドのデュアル放射素子アンテナを使用し、 オレンジ
色のマーキングが見分ける印になっています。 （図 45 および図 46 を参照）。

高金属を帯びた分布地域または空港の格納庫などのエ リ アで 802.11n を使用する場合、 天井の
低ゲイン  アンテナの方が、 すべての方向で信号を放射し、 マルチパスによって信号が拡張され
る可能性が増える傾向があるため、 よ り適切に動作する場合があ り ます。 明確なパスがある場
合、 おおよそ同じ高さまたは （WLAN ク ラ イアン ト ） の少し上の、 通路の端でパッチ アンテ
ナが優先されます。 （図 48 を参照）。 必ず設置場所のサイ ト調査を行って ください。
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  外部アンテナの導入
図 48 金属を多く含むエリアのサイ ト調査の重要性

高ゲイン  アンテナの場合、 多くはアンテナ素子がよ り長く、 その真下にいる と きに電波の伝導
に使用できる金属面領域が少な くなるため、 高ゲイン  アンテナの直下にヌルまたはデッ ド  ス
ポッ ト がある こ とがあ り ます。 （図 49 を参照）。 アンテナから離れるほど利用できる面が広が
り、 動作がよ り快適にな り ます。
40
Cisco Aironet 1600/2600/3600 シリーズ アクセス ポイン ト導入ガイ ド

 



 

  802.11n、 空間スト リームおよびビーム形成
図 49 カバーを取り外した高ゲイン アンテナ （AIR-ANT2480V-N）

802.11n、 空間スト リームおよびビーム形成
空間ス ト リームの基本についてのビデオは、 次の URL を参照して ください。

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns767/index.html

複数の異なる送受信パスを持つ無線システムを指す MIMO は 802.11n の中核です。 MIMO システ
ムは、 システム内での ト ランス ミ ッ タ と レシーバの数で記述されます。 たとえば、 「2x1」 とは、
2 個のト ランス ミ ッ タ と  1 個のレシーバが搭載されたシステムを示します。 （図 50 を参照）。
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  802.11n、 空間スト リームおよびビーム形成
図 50 AP 3500i/e ： 2x3:2 システム （2 個のト ランスミ ッ タ、 3 個のレシーバ、 2 個の空間スト
リームのサポート）

空間ス ト リーム （複数のアンテナ ポート から情報を同時に送信する動作） は、 AP に少な く と
も  2 つ以上の ト ランス ミ ッ タがあ り、 802.11n の原理 （たとえば、 複数の空間ス ト リームのサ
ポート ） に対応している必要があ り ます。

802.11a/b/g では、 データ  レー トは、 2、 11、 および 54 Mbps などの実 Mbps レー ト であ り、 1 個
の ト ランス ミ ッ タで処理されていました。 AP 3500 には帯域ごとに 2 個の ト ランス ミ ッ タがあ
るため、 2 個の空間ス ト リームを使用して 大 300 Mbps の 802.11n データ  レー ト をサポート し
ます。

802.11n では、 異なるレー トは変調および符号化方式 （MCS） インデッ クス値と呼ばれ、 その
値は使用されるス ト リーム数を定義します。 AP 3500 は、 ボンディ ング  チャネルとシ ョー ト  
ガード  インターバル （GI） で設定された、 300 Mbps （MCS レー ト  15） までサポート します。
（図 51 を参照）。 MCS 値は実際のデータ  レー ト に相当します。

（注） 2x3:2 は、 2 個の空間ス ト リームをサポートする  2 個の ト ランス ミ ッ タ、 3 個のレシーバを表し
ます。
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  802.11n、 空間スト リームおよびビーム形成
図 51 MCS ： 2 個の空間スト リームのボンディング チャネルは最大 300 Mbps までサポート

AP 3500 とは異な り、新しい AP 3600 は、 2 倍の ト ランス ミ ッ タ数 （帯域ご とに 4 つ） と  3SS を
サポート し、 大 450 Mbps のデータ  レー ト高速化を実現します。 アップス ト リームおよびダ
ウンス ト リームの両方の冗長性とパフォーマンス向上のための、 追加の無線があ り ます。 AP 
3600 は 3SS ク ラ イアン トへのビーム形成も行います。 AP 2600 も同様ですが、 冗長な無線は
（受信のみである場合） アップス ト リーム用です。 冗長な無線は 3SS ク ラ イアン トへのビーム
形成はできませんが、 他の 3SS 以外のレー ト でのビーム形成が可能です。

AP 3600 のデュアルバンド設計は、 4 個のアンテナだけを使用して、 合計 8 個の ト ランシーバ
（ ト ランス ミ ッ タ / レシーバ） を提供します。 （図 52 を参照） 4 個の無線が、 2.4 GHz および 5 
GHz の各帯域で使用されます。

図 52 AP 3600 ： 無線帯域ごとに 4 個のト ランスミ ッ タ と  4 個のレシーバ
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AP 2600 は、 AP 3600 に似ていますが、 3x4:3 であるため、 少し異な り ます。 これは、 AP 2600 
にも受信 （アップス ト リーム信号） を助長する  4 個のアンテナがあ り ますが、 ダウンス ト リー
ム側では 3 個しか ト ランス ミ ッ タを使用しないこ と を示します。

MCS チャート の黄色のセクシ ョ ン （図 53 を参照） は、 AP 3600 でサポート される高速データ  
レー ト を示します。 AP 3600 は 802.11a/b/g レー ト の他、 MCS 値が 0 ～ 23 の 802.11n レー ト を
サポート します。

図 53 AP 2600/3600 による最大 450 Mbps （MCS レート  0 ～ 23） のサポート、 AP 1600

（MCS レート  0 ～ 15）

これらの追加 MCS レー ト によ り、 レー ト切り替えの決定を行う際に 3SS をサポートする ク ラ
イアン ト の選択肢が増えます。 レー ト切り替えアルゴ リ ズムによ り、 全体的に 適なスルー
プッ ト の接続が維持されるためです。

3 つの空間スト リームをサポートするクライアン ト

3SS をサポー トする ク ラ イアン ト が一般的になっています。 新しい 802.11ac 仕様が受け入れら
れるよ うになってきているため、 多くの新しいク ラ イアン ト  アダプタは新しいチップセッ ト が
搭載され、 802.11ac に対するサブセッ ト と して 3SS がサポート される こ とにな り ます。 多くの
競合他社とは異な り、 AP 1600/2600 と  AP 3600 ではすべての DFS チャネルを完全にサポート
し、 5 GHz の範囲で使用可能なチャネルが増えます。 もっ と多くのク ラ イアン ト 、 特に 
802.11ac ク ラ イアン ト が登場しはじめ、 802.11n モードのこれらの新しいチャネルをサポート
するよ うにな り ます。

現時点で も普及している  3SS ク ラ イアン トは、 Apple 2011 MacBook Pro です。 これは 
Broadcom BCM4331 チップセッ ト と、Ralink チップセッ ト がベースの Trendnet 製小型 USB アダ
プタ （TEW 684UB） を基盤にしています。

Intel 5300 および 6300 は 3SS を長期間にわた りサポート しています。 可能性と しては、 この
カードが異なるハード ウェア  プラ ッ ト フォームに取り付けられたためか、 テス ト担当者たちは
高いスループッ ト （320 Mbps 以上） を多くのノー ト で確認し、 スループッ ト が低下 （240 Mbps 
など） したノー ト も他にあ り ました。 Intel カードを使用して低スループッ ト が発生した場合、
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MacBook Pro または Trendnet アダプタを試して ください。 十分に動作する場合は、 その Intel 
カード と別のノー ト を試すか、 Intel またはラ ップ ト ップのメーカーに問い合わせて、 解決の可
能性を探り ます。 AP 3600 ベータ  テス ト では、 シスコは Intel 6300 カードを使用してさまざま
なノー ト でのパフォーマンスの違いを観測しています。

（注） ク ラ イアン ト での 3SS モードからのレー ト切り替えが簡単であるため、 確実に 3SS リ ンクを維
持する こ とが難しい場合があ り ます。 3SS リ ンクを維持する機能は、 ク ラ イアン ト とテス ト環
境の質によって異な り ます。

帯域ごとに追加の無線を備えた AP 3600 は、 追加の冗長な無線を使用してビーム形成し
（ClientLink 2.0 によって）、 これを使用して  3SS リ ンクの利点を維持できます。 ClientLink 2.0 で
は、 1、 2、 および 3 個の空間ス ト リームおよびレガシー .11a/g ク ラ イアン ト を使用して、
802.11n ク ラ イアン ト の全体的なパフォーマンスも向上できます。

ClientLink 1.0 および 2.0 のビーム形成

ClientLink 1.0 は AP 1250 および AP 1140 で初めて導入されました。 また、 これは、 ク ラ イアン
ト側で非常に強い信号を出現させるため、 アップ リ ンクのク ラ イアン ト を ヒ ア リ ングして ト ラ
ンス ミ ッ タのタ イ ミ ングを調整する こ とで、 802.11a/g ク ラ イアン ト のダウン リ ンク側によ り強
い信号を作成する方法です。

この機能は、 以前はユーザ設定が可能でした。 ただし、 7.2 のコード  ス ト リームから、 これが
デフォル ト になっています。 これを無効にする利点はないため、 ユーザ設定はできません。

AP 3600 は 802.11a/g ク ラ イアン ト の ClientLink 1.0 を完全にサポート しますが、1、2、および 3 
個の空間ス ト リーム  ク ラ イアン ト を含むすべての 802.11n ク ラ イアン ト もサポートするため、
利点が大き く な り ます。 この機能は、 ClientLink 2.0 と呼ばれます。 802.11n によ り拡張された
ビーム形成仕様で ClientLink 2.0 を使用する明らかなメ リ ッ ト があ り ます。 ClientLink 2.0 は現
在ではすべてのク ラ イアン ト と連動し、 ク ラ イアン ト の調査やサポート が必要ないためです。
（図 54 を参照）。

図 54 ClientLink 2.0

ビーム形成テク ノ ロジーでは、 2 個の ト ランス ミ ッ タのタイ ミ ングを変更して、 レシーバ （ク
ラ イアン ト  デバイスなど） に対する強度を上げた信号を発生させます。 これは強め合う干渉と
呼ばれます。 逆のこ とが起こ る場合、 信号同士が相互に取り消し合い、 これを弱め合う干渉と
いいます。 （図 55 を参照）。
45
Cisco Aironet 1600/2600/3600 シリーズ アクセス ポイン ト導入ガイ ド

 



 

   
  802.11n、 空間スト リームおよびビーム形成
図 55 ビーム形成、 強め合う干渉、 弱め合う干渉

図 56 では、 1 個の空間ス ト リームを使用する  ClientLink 1.0 と、 3 個の空間ス ト リームを使用す
る  ClientLink 2.0 の比較を図で表しています。 AP 3500 とは異な り、 AP 3600 は、 4 個の ト ラン
シーバを使用して複数の空間ス ト リームを、 非常に高いパフォーマンスで提供します。 AP 
3600 は 802.11a/g と  802.11n、 1、 2、 および 3 個の空間ス ト リームのすべてのク ラ イアン ト に対
するビーム形成が可能です。 信号は各ス ト リームがビーム形成される と  3 倍にな り ます。

図 56 クライアン トに信号を送信する ClientLink の例
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（注） 3 個の空間ス ト リームを使用してク ラ イアン ト にビーム形成するには、 3 個の ト ランス ミ ッ タ
が送信中に使用されるため、 AP はビーム形成に少な く と も  1 個の追加の無線が必要です。 AP 
3600 には帯域ごとに 4 個の無線があ り、 3 個の空間ス ト リームを使用してク ラ イアン トへの
ビーム形成が可能です。

要約する と、 ClientLink 2.0 はアップ リ ンクのク ラ イアン ト から ヒ ア リ ングした受信信号を受け
取り、 マルチパスの信号がそのス ト リームからどのよ うに見えるかを計算します。 次に、 相手
側 （ダウン リ ンク送信） では、 ClientLink 2.0 が 4 個すべての無線を使用して、 信号を形作る
適な方法を見つけ （ビーム形成送信）、 ク ラ イアン ト による 小限の再試行で 適なデコード
（ダウン リ ンクでの信号受信） を可能にします。

AP 3600 と  ClientLink 2.0 を使用して、 3SS ク ラ イアン ト を含む、 すべての 802.11n ク ラ イアン
ト にビーム形成可能で、 一度に 大 128 ク ラ イアン ト に対して行う こ とができます。 AP 1600 
は少数のク ラ イアン ト （32） をサポー ト し、 3SS をサポート しません。 ClientLink 1.0 は一度に

大 15 個のク ラ イアン ト をサポート していました。 ClientLink 2.0 は、 ダウン リ ンク側で 大 
60 % までスループッ ト とカバレ ッジを大幅に向上させ、 よ り優れた  802.11n ク ラ イアン ト接続
と、 個人所有デバイスの持ち込み （BYOD） エク スペリエンスを実現します。

Cisco ClientLink 2.0 の詳細については、 次の URL を参照して ください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps11983/at_a_glance_c45-691984.pdf
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  サイ ト調査の考慮事項
サイ ト調査の考慮事項
ClientLink は動的にビーム形成し、 強力な信号の持続を促進するため、 少ない再試行で済みま
すが、 これはセル範囲を変更するために設計されたものではあ り ませんでした。 ClientLink に
よ り、 セル サイズを大き くするのではな く、 適切な接続エクスペリエンスが生まれます。

したがって、サイ ト調査中に、 AP 3600 セル サイズが他のシスコ  アクセス  ポイン ト と一般的に
同じか、 または類似している こ とに留意する こ とが重要です。 図 57 に、 1 ～ 54 Mbps の一般的
な範囲を示します。 シスコでは、 配置しよ う とする機器を使用して調査する こ と を常に推奨し
ますが、 AP 3500 で実施した以前の調査などでは、 AP 3600 の配置に無効性は見られません。
図 58 および図 59 は、 変調型および信号対雑音比 （SNR） の例を示します。

図 57 AP 3600 サイ ト調査範囲 （一般的なセル サイズ変更なし、 AP 3500 および AP 3600 のセ
ル サイズ変更なし）

図 58 サイ ト調査の感度および SNR

（注） 3SS の SNR は 28 dB （IEEE 単位） ですが、 シスコの RF エンジニアは 適なパフォーマンスを
得るために 30 ～ 32 dB を推奨します。
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図 59 サイ ト調査の感度、 RSSI/SNR ガイド ライン、 および SNR

全般的な注意事項
すべてのアクセス  ポイン ト の一般的なガイ ド ラ インは次のとおりです。

• 適なパフォーマンスを得るためにできるだけユーザの近くに AP を配置する こ と を常に
試します。 環境を把握します。 たとえば、 病院に金属のドアがある場合、 カバレッジはド
アを閉じたと きに変わる可能性があ り ます。 古い建物はプラスターまたはアスベス ト スの
下に金属グ リ ッ ド構造が隠れている場合があ り ます。 金属物の近くは、 カバレ ッジ領域に
影響する場合があるため、 AP またはアンテナを配置しないよ うにします。

• 2.4 GHz 周波数を使用する と、 5 GHz チャネル方式と同じ、 1、 6、 および 11 チャネル方式
が使用されます。 （図 60 を参照）。 同じチャネルにすべての AP を配置しないよ うにし、 可
能な場合はチャネルを再使用して ください。 この ト ピ ッ クの詳細については、 他のシスコ
の導入ガイ ドを参照して ください。

図 60 2.4 および 5 GHz でのチャネル使用例 （40 MHz の場合は 2 チャネル使用）

• どのク ラ イアン ト を使用するか決め、 そのク ラ イアン ト を使用してカバレッジを確認して
みます。 たとえば、 PDA や Wi-Fi 電話機はノー ト またはタブレ ッ ト と同じ範囲ではない可
能性があ り ます。
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• ヒ ン ト ： 展開する ク ラ イアン ト で もパフォーマンスの低いク ラ イアン ト を使用してカバ
レッジを確認します。

• も高いスループッ ト を得るため 3 個の空間ス ト リームのカバレッジを必要とする場合や、
個人所有デバイス持ち込み （BYOD） の 高のエクスペリエンスを求める場合は、 AP 
3600、 ClientLink 2.0 を使用した AP 2600 が AP 3500 よ り も性能を発揮します。 AP 3600 は 
802.11n ク ラ イアン ト に対するビーム形成が可能であるため、 同じ領域に AP 1260、 3500、
および 3600 を混在させる場合は、 データ要件を理解する こ とが重要です。

• サイ ト調査が一般に推奨されますが、 設計を半分の労力で行っても、 Cisco RRM が適切に
存在すれば、 小規模の予定地の場合には限定的なサイ ト調査で十分なこ とがあ り ます。 列
車での接続性、 石油 / ガスの垂直構造部材、 大規模病院のよ う な非常に課題の大きい環境
では、 Cisco Advanced Services チームと契約して、 サポートや設置の実施を依頼する こ とが
できます。 詳細については、 シスコのアカウン ト  チームにお問い合わせください。

• AP 3600 は 7.1.91 以上のコード  ス ト リームで導入され、 Cisco 2500、 7500、 5508、 および 
WiSM2 シ リーズ コン ト ローラ、 WCS 7.0.220 以上、 および NCS 1.1 以上でサポート されま
す。 AP 1600 および AP 2600 は 7.4 の リ リースで導入されました。

• 経験則によるカバレッジ計画と しては、 データ用に 5,000 平方フ ィー ト あた り  AP 1 個、 音
声およびロケーシ ョ ン  サービス用に 3,000 平方フ ィー ト あた り  AP 1 個です。

• 一部のク ラ イアン ト が （特に古いク ラ イアン ト ） は UNII-2 拡張ク ラ イアン ト  チャネル 100 
～ 140 をサポート しません。 したがって、 古いク ラ イアン ト がある場合、 DCA チャネル リ
ス ト でそれらを無効にする こ と をお勧めします。

（注） 新しい 802.11ac ク ラ イアン ト ではこれらのチャネルがサポー ト され、 よ り多くのク ラ イアン ト
が、 これらのチャネルを常にサポート し始めています。

不適切な設置の例
不適切な設置で優れた Wi-Fi サービスを提供する こ とは非常に困難です。 デバイスを取り付け
る際には次のよ う な共通認識を持ちます。

• AP を散乱物や金属物から離す。 （図 61 および図 62 を参照）。

• AP は揺れた り、 移動した り しないよ うに、 水平に固定する。 （図 63 を参照）。

• ユーザにできるだけ近い場所に AP を配置するよ うに試す。
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図 61 不適切な設置 ： 金属および散乱物の近くの AP

図 62 不適切な設置 ： アンテナが金属に接触
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図 63 不適切な設置 ： 水平でな く不安定な AP

ヒ ン ト ： アンテナを外部に取り付けた場合、 雨水がアンテナに侵入しないよ うに、 アンテナ線
と水抜き穴を必ず取り付けます。 このアプローチは、 屋内設置には必要あ り ません。 （図 64 を
参照）。 Coax-Seal を使用して外気にさ ら されないよ うに保護しますが、 水抜き穴は塞がないで
ください。 （図 65 を参照）。

図 64 アンテナ線と水抜き穴が下部にある AP 取り付け
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図 65 密閉剤

Q&A
Q. どの AP が製造および倉庫エ リ アに 適ですか。

A. 通常は、 AP 2600e または AP 3600e が適しています。 これらの外部アンテナ モデルの 高
動作温度範囲が -20 ～ 55°C であるためです。 AP 1600 も使用できますが、 動作温度はやや
低く  -20 ～ 50°C です。 温度に問題がなければ、 内部アンテナ モデル （AP 1600i、 2600i お
よび 3600i） を使用します。

Q. UNII-1 帯域の制限によ り、 規制機関が AP を屋外で使用するこ とを認めない可能性がある国
の場合はど う な り ますか。 よ り高いゲイン  アンテナを使用したい場合はど う な り ますか。

A. シスコのメ ッシュ製品 （1550 シ リーズ） を検討するか、 3502P シ リーズまたはシスコのア
ウ ト ドア  ブ リ ッジング製品など、 「P」 （プロフェ ッシ ョナルな設置用） が末尾にあるアク
セス  ポイン ト を探します。

Q. どの AP が高密度構成に 適ですか。

A. AP 2600 と  AP 3600 のどちら もカバレッジベースの設計用にほぼ同じ  AP 密度を備えていま
す。 容量ベースの設計 （小型セル） は、 3SS デバイスを使用する場合は AP 3600 で平均セ
ル容量が若干高くな り、 オプシ ョ ンの 802.11ac モジュールを使用する場合は非常に高密度
を実現します。

Q. シスコの新しいパワー インジェ ク タ （AIR-PWR-INJ5） があ り ますが、 AIR-PWR-INJ4 とは
何が違うのですか。

A. 新しい AIR-PWR-INJ5 は 802.3af （15.4W インジェ ク タ） です。 これは AP 1600 および AP 
2600 と と もに使用する と低コス ト のインジェ ク タで、 オプシ ョ ン  モジュールなしで AP 
3600 と使用する こ と もできます。 AIRPWR-INJ4 は、 オプシ ョ ン  モジュールを備えた AP 
3600 と使用するよ うに設計された、 よ り強力なインジェ ク タです。

Q. 産業用ワイヤレス動作や煙探知機によ り  WLAN の干渉が発生する可能性があ り ますか。

A. はい。 United Technologies DD475、 Optex MX-50 などの一部の製品は、 他の製造業者のワイ
ヤレス  チャイム、 カ メ ラ、 工業設備と同様に、 2.4 GHz 帯域で動作します。
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Q. ワイヤレス  アクセス  ポイン ト を設置する場合、 他に考慮する こ とはあ り ますか。

A. ワイヤレス設備を導入する際には、 次のガイ ド ラ インに留意して ください。

• 可能な限り合理的に実際のユーザの近くに AP を配置します。

• どの製品を配置するかに関係な く、 （既知の要件に対する） カバレ ッジがある こ と を確認
し、 ヌルまたはデッ ド  スポッ ト を補います。 サイ ト調査を実施します。

• サイ ト調査から得られた教訓を基に設置を行います。 調査が適切であるほど、 接続の問題
が発生する可能性が下がり ます。

• シスコには、 シスコのパートナーが見つからない場合や対応できない場合に、 WLAN 調査
の実施やワイヤレス設計を支援する  Advanced Services チームがあ り ます。

• 可能な場合は、 このガイ ドに記載されているシスコ  ブラン ドのアンテナを使用します。 こ
れらにはオレンジ色のバンドが付いています。

• 金属物に対してアンテナを配置しないでください。 アンテナは経路に障害物がない場合、
高に動作します。

• AP 1600、 2600、 および 3600 は耐候性がな く、 IP 等級は 40 です。

参考 URL
AP 3600 データ  シート

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11983/index.html [ 英語 ]

AP とコン ト ローラのデータ  シート

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html [ 英語 ]

『Cisco antenna reference guide』
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/product_data_sheet09186a008008
883b.html [ 英語 ]

『Why buy Cisco brand antennas』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10981/white_paper_c11-671769.pdf [ 英語 ]

『Antenna patterns and their meanings』
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/
prod_white_paper0900aecd806a1a3e.html [ 英語 ]

『Cisco Guest Access Deployment Guide』
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/guest_access/technical/reference/4.1/
GAccess_41.html [ 英語 ]

『Cisco Schools WLAN Deployment Guide』
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Verticals/Education/SRA_Schools/
schoolSRA_wlan_sba.pdf [ 英語 ]

『The Apple Bonjour / Apple TV Deployment Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4570/
products_tech_note09186a0080bb1d7c.shtml [ 英語 ]
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『Optimizing Enterprise Video Over Wireless LAN』
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/ps10325/
white_paper_c11-577721.html [ 英語 ]

『Cisco 7925 IP Phone Deployment Guide』
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/7925g/7_0/english/deployment/guide/
7925dply.pdf [ 英語 ]

『Cisco Mobility Services Engine – WLAN location deployment guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/products_tech_note09186a00809d1529.shtml [ 英語 ]

『WLAN Design Guide for High Density Client Environments in Higher Education』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10981/design_guide_c07-693245.pdf [ 英語 ]

『Mobility Design Guides』

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns820/networking_solutions_program_home.html [ 英語 ]

ソフ トウェア サポートおよびダウンロード

http://www.cisco.com/tac
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