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1  このマニュアルについて
このマニュアルでは、 Cisco Aironet 700W シ リーズ アクセス  ポイン ト の設置と設定の方法を解説しています。 700W シ リー
ズ アクセス  ポイン トは、 このドキュ メ ン ト では 700W シ リーズまたはアクセス  ポイン ト と呼ばれます。

2  このアクセス ポイン トについて
700W シ リーズは、 ク ラ イアン ト にサービスを提供する際に高い信頼性と展開可能な距離で 2 つの空間ス ト リーム  レー ト を
サポート しています。 700W シ リーズは、 高い信頼性と全体的なワイヤレス  パフォーマンスを提供します。

700W シ リーズは、 一体型内部アンテナを備えたデュアルバンド無線 （2.4 GHz と  5 GHz） を提供します。 アクセス  ポイン
トは、 主要な 802.11n ク ラ イアン ト との完全な相互運用性をサポート します。

700W シ リーズ アクセス  ポイン トは、 コン ト ローラベースの構成で使用可能で、 次の内容をサポート します。

• 同時デュアルバンド （2.4 GHz/5 GHz） 無線

• 一体型内部アンテナのみ

（注） 700W シ リーズ アクセス  ポイン トには、 モデル番号 AIR-CAP702W-x-K9 があ り、 「x」 は規制ド メ インを表しま
す。 サポート されている規制ド メ インの一覧については、 「規制ド メ イン」 （P.5） を参照してください。

700W シ リーズの機能は次のとおりです。

• 処理サブシステム （CPU およびメモ リ を含む） および無線ハード ウェア。 以下がサポート されます。

– Unified

– FlexConnect

– Monitor-mode

– VideoStream

– ロケーシ ョ ン （自律またはスタン ドアロン  モデルでは使用不可）

– WIDS/WIPS （自律またはスタン ドアロン  モデルでは使用不可）

– セキュ リ テ ィ

– 無線リ ソース管理 （RRM） （自律またはスタン ドアロン  モデルでは使用不可）

– 不正の検出 （自律スタン ドアロン  モデルでは使用不可）

– 管理フレーム保護 （MFP） （自律またはスタン ドアロン  モデルでは使用不可）

– BandSelect （自律またはスタンドアロン  モデルでは使用不可）

（注） 拡張ローカル モード （ELM） はサポート されません。

• 次の機能をサポート します。

– 128 MB の NAND フラ ッシュ  サイズ

– 1 MB の NOR フラ ッシュ  サイズ

– 128 MB の DDR2 DIMM メモ リ  バス、 x32

• 次の機能を持つ 2.4 GHz と  5 GHz の 802.11n 無線

– 802.11n 規格準拠

– A-MPDU TX

– HT 重複モード

– 2TX x 2RX

– 2 つの空間ス ト リーム、 300 Mbps PHY レー ト

– 大比合成 （MRC）

– Cyclic Shift Diversity （CSD; サイ ク リ ッ ク  シフ ト  ダイバーシティ）
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– MCS0-MCS15、 短期または長期ガード間隔

– UNII-2 および UNII-2 拡張チャネルの DFS、 0.5us レーダー パルス検出を含む

3  安全上の注意事項
次の安全についての警告の翻訳は、 ご使用のアクセス  ポイン ト に付属の、 安全についての警告の翻訳済みマニュアルに含ま
れています。 この翻訳された警告は、 Cisco.com から入手できる 『Translated Safety Warnings for Cisco Aironet Access 
Points』 にも含まれています。

警告 安全上の重要事項

「危険」 の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り扱い作業を行う と
きは、 電気回路の危険性に注意し、 一般的な事故防止対策に留意して く ださい。 警告の各国語版については、
各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、 この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を
参照して く ださい。 ステート メン ト  1071

これらの注意事項を保管しておいて く ださい。

警告 設置の手順を読んでから、 システムを電源に接続して く ださい。 ステート メン ト  1004

警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。 ステート メン ト  1074

警告 この製品は、 設置する建物にシ ョート （過電流） 保護機構が備わっていることを前提に設計されています。 保
護対象の装置は次の定格を超えないようにします。
20A。 ステート メン ト  1005

警告 シールド されていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、 そう した環境での使用が想定されていない
無線ネッ トワーク  デバイスを使用しないで く ださい。 ステート メン ト  245B

警告 FCC の Radio Frequency （RF; 無線周波数） 被曝制限値に準拠するため、 アンテナは身体から  20 cm （7.9 インチ）
以上離れた場所に設置して く ださい。
ステート メン ト  332

注意 アクセス  ポイン ト を取り付けるために使用する止め金具は、 小引き抜き力を  20 ポンド （9 kg） に維持できる必要
があ り、 取り付けブラケッ ト の穴を 低 2 つ使用する必要があ り ます。

注意 本製品およびすべての相互接続機器 （IEEE 802.af/at 規格の Environment A で定義されているアソシエート された 
LAN 接続を含みます） は、 同じ建物の屋内に設置する必要があ り ます。

（注） リ ス ト に記載されている  ITE 機器だけを使用して ください。
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4  開梱
アクセス  ポイン ト の梱包を解く手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 梱包を解いて、 アクセス  ポイン ト とアクセサ リ  キッ ト を梱包箱から取り出します。

ステップ 2 梱包材は、 後で使用できるよ うに、 梱包箱にすべて戻します。

ステップ 3 次に示す品目を受け取っている こ とを確認します。 欠品または損傷品が見つかった場合は、 製品の購入代理店
まで問い合わせて ください。

• アクセス  ポイン ト

• 取り付けブラケッ ト  

• 取り付けネジ

• 不正開封防止ネジ

• 不正開封防止ネジ用の Mylar ラベル

5  構成
700W シ リーズ アクセス  ポイン ト には、 2 つの同時デュアルバンド無線 （2.4 GHz および 5 GHz 802.11n MIMO 無線、 コ
ン ト ローラベース  モード） が搭載されています。

700W シ リーズ アクセス  ポイン ト の構成は、 AIR-CAP702W-x-K9 （2 つの 2.4 GHz/5 GHz デュアルバンド無線、 2 つの一
体型デュアルバンド  アンテナ付き） です。

規制ド メ インについては （モデル番号で 「x」 と表示）、 「規制ド メ イン」 （P.5） を参照して ください。

内部アンテナ

700W シ リーズ アクセス  ポイン トは、 2 つのデュアルバンド  アンテナ （2 つの 2.4 GHz および 2 つの 2 5 GHz） で構成され
ます。 アクセス  ポイン ト内に配置された 2 つのアンテナは、 上部ハウジング内に配置されています。 基本的な機能は次のと
おりです。

• デュアルバンド  アンテナ

• 700W アクセス  ポイン ト の上部ハウジングと一体型になったアンテナ素子。

• ピーク  ゲインは、 2.4 GHz 帯域で約 2 dBi、 5 GHz 帯域で約 4 dBi です。

規制ド メイン

700W シ リーズは、 次の規制ド メ イン （モデル番号の 「x」） をサポート します。

• -A, -C, -D, -E, -H, -I, -K, -N, -Q, -R, -S, -T, -Z

サポート される国 
700W でサポート される国と規制ド メ インの リ ス ト を参照するには、 次の URL をク リ ッ ク して ください。

www.cisco.com/go/aironet/compliance

6  アクセス ポイン トのポート とコネクタ
700W シ リーズ アクセス  ポイン ト には、 一体型アンテナがあ り、 装置上部に外部コネク タはあ り ません。 一体型アンテナに
加えて 700W シ リーズ アクセス  ポイン ト には、 次のインターフェイスおよびコネク タがあ り ます。

• LED

www.cisco.com/go/aironet/compliance
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• 4 個の LAN ポート

• アップ リ ンク  ポート と コンソール ポート

• Mode ボタン

• DC 電源コネク タ

• Kensington ロ ッ ク  スロ ッ ト

図 1 アクセス ポイン ト  700W （正面図）

図 2 アクセス ポイン ト  700W （上面図）

1 安全ネジ用穴
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図 3 アクセス ポイン トの LED （底面図）

1 LED インジケータ 2 左から右に LAN ポート  1 ~ 4。 右端のポート （LAN 4）
が PoE-out です。

2

35
25

41

1



8

 

図 4 アクセス ポイン トのポート と接続部 （背面図）

1 コンソール ポート 3 取り付けブラケッ ト のスロ ッ ト

2 アップ リ ンク （イーサネッ ト  WAN） ポート 4 Mode ボタン

35
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図 5 アクセス ポイン トの DC 電源コネクタ （側面図）

7  アクセス ポイン トの設定
この項では、 アクセス  ポイン ト をワイヤレス  LAN コン ト ローラに接続する方法を説明します。 設定プロセスはコン ト ロー
ラで実行するので、 詳細については、 『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide』 を参照して ください。 このガイ
ドは、 Cisco.com で入手できます。

コン トローラ  ディスカバリのプロセス

アクセス  ポイン ト では、 コン ト ローラ とネッ ト ワーク上のその他のワイヤレス  アクセス  ポイン ト間の通信に、 標準の 
Control and Provisioning of Wireless Access Points Protocol （CAPWAP） を使用します。 CAPWAP は標準の相互運用プロ ト
コルであ り、 アクセス  コン ト ローラではこのプロ ト コルを利用して、 ワイヤレス終端地点の集合を管理します。 CAPWAP 
を使用する検出プロセスは、以前の Cisco Aironet アクセス  ポイン ト で使用した Lightweight Access Point Protocol （LWAPP; 
Lightweight アクセス  ポイン ト  プロ ト コル） と同じです。 LWAPP 対応のアクセス  ポイン トは CAPWAP と互換性があ り、
CAPWAP コン ト ローラにシームレスに変換できます。 CAPWAP ソフ ト ウェアのコン ト ローラ と  LWAPP ソフ ト ウェアのコ
ン ト ローラを組み合わせて配置するこ とができます。

レイヤ 2 を配置しているお客様は、 CAPWAP がレイヤ 2 ではサポート されないこ とに注意して ください。 それは CAPWAP 
パケッ ト がレイヤ 3 のみを通してルーティ ングされるためです。

CAPWAP 環境では、 ワイヤレス  アクセス  ポイン トが CAPWAP 検出方式によってコン ト ローラを検出し、 コン ト ローラに 
CAPWAP 接続要求を送信します。 これに対し、 コン ト ローラはアクセス  ポイン トに CAPWAP join response を返し、 アクセ
ス  ポイン トはコン ト ローラに join できるよ うにな り ます。 アクセス  ポイン トがコン ト ローラに join する と、 コン ト ローラに
よってアクセス  ポイン トの構成、 ファームウェア、 制御ト ランザクシ ョ ン、 およびデータ  ト ランザクシ ョ ンが管理されます。

（注） 検出プロセス と  CAPWAP の詳細については、 『Cisco Wireless LAN Controller Software Configuration Guide』 を参
照して ください。 このドキュ メ ン トは、 Cisco.com で入手できます。

（注） CAPWAP のサポートは、 コン ト ローラ  ソフ ト ウェア リ リース  5.2 以降で提供されます。 ただし、 コン ト ローラは、
700W シ リーズのアクセス  ポイン ト をサポートするために 8.0.x.x 以降の リ リースを実行している必要があ り ます。

1 DC 電源コネク タ  ポート

2 Kensington ロ ッ ク  スロ ッ ト

12

35
25

42
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（注） コン ト ローラが現在の時刻に設定されている こ とを確認して ください。 コン ト ローラをすでに経過した時刻に設定す
る と、 その時刻には証明書が無効である可能性があ り、 アクセス  ポイン ト がコン ト ローラに join できない場合があ
り ます。

アクセス  ポイン ト をネッ ト ワークでアクテ ィブにするには、 コン ト ローラがそのアクセス  ポイン ト を検出する必要があ り ま
す。 アクセス  ポイン ト では、 次のコン ト ローラ検出プロセスをサポート しています。

• レイヤ 3 CAPWAP 検出 ： アクセス  ポイン トはローカル ブロードキャス ト （255.255.255.255） 検出要求を実行して、 同
じサブネッ ト /VLAN 上の任意のコン ト ローラを探します。 要求は、 スイ ッチおよびルータにある  IP ヘルパー機能によっ
て他のネッ ト ワークに転送できます。

• ローカルに保存されたコン ト ローラ  IP アド レスの検出 ： アクセス  ポイン ト が以前にコン ト ローラに接続していた場合、
第 1、 第 2、 第 3 のコン ト ローラの IP アド レスがアクセス  ポイン ト の不揮発性メモ リに保存されています。 今後の展開
用にアクセス  ポイン ト にコン ト ローラの IP アド レスを保存するこのプロセスは、 「アクセス  ポイン ト のプラ イ ミ ング」
と呼ばれます。 プラ イ ミ ングの詳細については、 「設置前の設定」 （P.11） を参照して ください。

• DHCP サーバの検出 ： この機能では、 DHCP オプシ ョ ン  43 を使用してアクセス  ポイン ト にコン ト ローラの IP アド レス
を割り当てます。 Cisco スイ ッチでは、 通常この機能に使用される  DHCP サーバ オプシ ョ ンをサポート しています。
DHCP オプシ ョ ン 43 の詳細については、 「DHCP オプシ ョ ン  43 および DHCP オプシ ョ ン  60 の設定」 （P.29） を参照し
て ください。

• DNS の検出 ： アクセス  ポイン ト では、 ド メ イン  ネーム  サーバ （DNS） を介してコン ト ローラを検出できます。 アクセ
ス  ポイン ト でこれを実行するには、 CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain への応答と してコン ト ローラの IP 
アド レスを返すよ う 、 DNS を設定する必要があ り ます。 こ こで、 localdomain はアクセス  ポイン ト  ド メ イン名です。
CISCO-CAPWAP-CONTROLLER を設定する こ とによ り、 お客様の既存の環境で下位互換性が実現します。 アクセス  ポ
イン トは、 DHCP サーバから  IP アド レス と  DNS の情報を受信する と、 DNS に接続して 
CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain を解決します。 DNS からコン ト ローラの IP アド レスの リ ス ト を受信す
る と、 アクセス  ポイン トはコン ト ローラに discovery request  を送信します。

アクセス ポイン トの準備

アクセス  ポイン ト を取り付けて導入する前に、 サイ ト の調査を行って （またはサイ ト計画ツールを使用して） アクセス  ポイ
ン ト を設置する 適な場所を判断する こ と を推奨します。

ご使用のワイヤレス  ネッ ト ワークについて次の情報を知っておく必要があ り ます。

• アクセス  ポイン ト の場所

• アクセス  ポイン ト取り付けオプシ ョ ン （壁および接続ボッ クスへの取り付けのみ）

• アクセス  ポイン ト の電源オプシ ョ ン ： 推奨される外部電源 （電源アダプタ  AIR-PWR-C= 付き） からの電力供給、 DC 電
源、 ネッ ト ワーク  デバイス （802.3af/at） からの PoE、 または通常ワイヤ リ ング  ク ローゼッ ト内にある  PoE パワー イン
ジェ ク タ /ハブ （シスコが推奨するインジェ ク タは AIR-PWRINJ4=）。

（注） PoE-Out は、 LAN ポート  4 経由で使用できます。

アクセス  ポイン ト の場所を示すサイ ト  マップを作成し、 各場所からデバイスの MAC アド レスを記録して、 それらをワイヤ
レス  ネッ ト ワークを計画または管理している担当者に渡すこ とができるよ うにする こ とを推奨します。

表 1 アクセス ポイン トの電源および PoE-Out レベル

電源入力ソース 最大 PoE-Out 電力

802.3af / AIR-PWRINJ5 PoE-out ポート に使用可能な電力なし

802.3at/AIR-PWRINJ4 ク ラス  2、 6.49W （ケーブル損失を伴う場合
は 7W）

AIR-PWR-C ク ラス  0、 12.95W （ケーブル損失を伴う場
合は 15.4W）
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取り付けについてのまとめ

アクセス  ポイン ト の取り付けにあたって必要な作業は次のとおりです。

• 設置前の設定 （任意）

• アクセス  ポイン ト の取り付け

• ワイヤレス  ネッ ト ワークへのアクセス  ポイン ト の配置

設置前の設定

次に、 アクセス  ポイン ト の設置と初期操作が正常に行われるよ うに設計した手順を説明します。設置前の設定は、 「アクセス  
ポイン ト のプラ イ ミ ング」 と も呼ばれます。 この手順は任意です。

（注） 設置前の設定は、 オプシ ョ ンの手順です。 ネッ ト ワーク  コン ト ローラが適切に設定されている場合は、 アクセス  ポ
イン ト を 終位置に取り付けて、 そこからネッ ト ワークに接続するこ とができます。 詳細については、 「ワ イヤレス  
ネッ ト ワークへのアクセス  ポイン ト の配置」 （P.15） を参照して ください。

設置前の設定

図 6 に、 設置前の設定を示します。

図 6 設置前の設定 

設置前の設定を行うには、 次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラ  DS ポート がネッ ト ワークに接続されている こ と を確認します。 該当する
Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラガイ ドの説明に従って、 CLI、 Web ブラウザ インターフェイス、 または
Cisco Prime Infrastructureの手順を使用します。

a. アクセス  ポイン ト に、 Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラ管理へのレイヤ 3 接続が存在する こ と を確認し
ます。

b. アクセス  ポイン ト を接続するスイ ッチを設定します。 追加情報については、 『Cisco Unified Wireless Network 
WLAN Controller Configuration Guide』 を参照して ください。

Controller

Layer 3
devices

Cisco Aironet
access points

27
24
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c. 新しいアクセス  ポイン トが常に接続できるよ う、 Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラをマスターと して設定
します。

d. ネッ ト ワーク上で DHCP が有効であるこ とを確認します。 アクセス  ポイン トは、 DHCP を介して IP アドレ
スを受信する必要があ り ます。

e. CAPWAP UDP ポート （ポート  5246 および 5247） がネッ ト ワーク内でブロ ッ ク されないよ うにします。

f. アクセス  ポイン トは、 コン ト ローラの IP アドレスを検出できる必要があ り ます。 これには、 DHCP、 DNS、
または IP サブネッ ト  ブロードキャス ト を使用します。 このガイ ドでは、 コン ト ローラの IP アドレスを提供す
る  DHCP 方式について説明します。 その他の方式については、 製品マニュアルを参照して ください。 詳細に
ついては、 「DHCP オプシ ョ ン 43 の使用方法」 （P.16） も参照して ください。

ステップ 2 アクセス  ポイン ト に電力を供給します。

a. アクセス  ポイン トは 802.3af （15.4 W） に準拠しており、 802.3af 準拠デバイスのいずれかから電力を供給
するこ とができます。 ただし、 802.3af PSE （電源装置） を使用する と、 AP の PoE out ポート に利用可能な
電力はないと予測します。 アクセス  ポイン トは、 802.3at （34.2 W） に準拠しています （表 1 を参照）。

（注） ワイヤレス  ト ラフ ィ ッ クの速度が 10/100 イーサネッ ト  ポート の伝送速度を超えるためにイーサネッ ト  
ポート が ト ラフ ィ ッ クのボ トルネッ クにならないよ う 、 700W シ リーズ アクセス  ポイン ト にはギガビッ
ト  イーサネッ ト  リ ンクが必要です。

b. アクセス  ポイン トがコン ト ローラに接続しよ う とする と、 LED が緑色、 赤色、 オレンジ色の順に切り替わり
ます。 この動作は、 大で 5 分間続きます。

（注） アクセス  ポイン ト がコン ト ローラを接続する と、 すべての LED （AP の LED と イーサネッ ト  ポート の 
LED） が消灯します。 コン ト ローラの CLI コマン ドを使用して必要に応じて LED をオンにできます。

（注） アクセス  ポイン ト が 5 分を超えても このモードのままの場合、 アクセス  ポイン トはマスター Cisco ワイヤ
レス  LAN コン ト ローラを検出できません。 アクセス  ポイン ト とCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラ との
接続をチェ ッ ク し、 いずれも同じサブネッ ト上にある こ とを確認します。

c. アクセス  ポイン トがシャ ッ ト ダウンした場合は、 電源をチェッ ク します。

d. アクセス  ポイン トはCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラを検出したあと、 アクセス  ポイン トのコード  バー
ジ ョ ンとCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラのコード  バージ ョ ンが異なる場合に、 新しいオペレーティング 
システム コードのダウンロードを試みます。 この動作中は、 ステータス  LED がオレンジに点滅します。

e. オペレーティング システムのダウンロードに成功する と、 アクセス  ポイン トが リブート します。

ステップ 3 必要に応じて、 アクセス  ポイン ト を設定します。 コン ト ローラの CLI、 コン ト ローラの GUI、 または Cisco 
Prime Infrastructure を使用して、 アクセスポイン ト固有の 802.11n ネッ ト ワーク設定をカスタマイズします。

ステップ 4 設置前の設定に成功する と、 ステータス  LED が緑色にな り、 通常の動作を示します。 アクセス  ポイン ト を接続
解除して、 ワイヤレス  ネッ ト ワーク上の配置予定場所に取り付けます。

ステップ 5 アクセス  ポイン ト が通常の動作を示さない場合、 電源を切り、 設置前の設定を繰り返します。

（注） Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラ とは異なるサブネッ ト上にレイヤ 3 アクセス  ポイン ト を設置する
場合、 アクセス  ポイン ト を設置するサブネッ ト から  DHCP サーバにアクセスできる こ と、 また、 Cisco 
ワイヤレス  LAN コン ト ローラに戻るルート がサブネッ ト に存在する こ と を確認します。 また、 Cisco ワ
イヤレス  LAN コン ト ローラに戻るルート で、CAPWAP 通信用の宛先 UDP ポート  5246 および 5247 が
開かれている こ とを確認します。 第 1、 第 2、 および第 3 のワイヤレス  LAN コン ト ローラに戻るルート
で、 IP パケッ ト のフラグ メ ン ト が許可されている こ と を確認します。 後に、 アド レス変換を使用する
場合は、 アクセス  ポイン ト とCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラに外部アド レス との 1 対 1 のスタ
テ ィ ッ クな NAT が存在するこ とを確認します
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8  アクセス ポイン トの取り付け
Cisco Aironet 700W シ リーズ アクセス  ポイン トは、 上部に安全ネジと下部に LED インジケータが配置された状態で垂直配
向で壁面と接続ボッ クスに取り付ける こ とができます。

ステップ 1 接続ボッ クスに AP を直接取り付けている場合は、 ステップ 3 に進みます。
壁面に取り付ける場合は、 マウン ト  ブラケッ ト を型板と して使用し、 ブラケッ ト の取り付け穴の位置の印を付
けます。 図 7 に、 取り付けブラケッ ト の寸法を示します。

注意 設置を安全かつ確実に行うために、 必ず適切なネジを 2 つ以上使用してアクセス  ポイン ト を取り付けてください。

図 7 取り付けブラケッ トの寸法

35
24

65
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ステップ 2 壁面に取り付ける場合は、 印を付けた取り付け穴の位置にパイロ ッ ト穴を開け、 必要に応じて、 適切なアン
カーを使用します。

（注） パイロ ッ ト穴のサイズは、 固定する素材や厚さによって異な り ます。 取り付けのために理想的な穴のサイズを判断す
るために、 素材をテス トする こ と を推奨します。

ステップ 3 接続ボッ クス /壁からのケーブルをブラケッ ト の中央の大きなケーブル アクセス穴に通し、 図 8 に示すよ うに
「MOUNT ARROWS UP」 とい う文字が自分に向く よ うにします。

図 8  ブラケッ ト取り付け方向

ステップ 4 取り付けブラケッ ト の取り付け穴をネジ穴の上に合わせます （「MOUNT ARROWS UP」 とい う文字が自分に
向く状態で）。

ステップ 5 各取り付け穴にネジを挿入して締めます。

（注） キッ ト に付属するネジはすべての取り付けオプシ ョ ンに適している とは限り ません。

1 壁面取り付けブラケッ ト の安全ネジ用穴 2 壁面取り付けブラケッ ト の Kensington ロ ッ ク  スロ ッ ト

1

35
25
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（注） すべてのケーブルがはっき り見え、 ブラケッ ト が壁面/接続ボッ クスに完全に着座している こ と を確認します。 ネジ
によって作成された接合部は、 20 ポンド （9 kg） の 小引き抜き力を有している必要があ り ます。

ステップ 6 アクセス  ポイン ト にイーサネッ ト  ケーブルと電源ケーブル （任意） を接続します。

ステップ 7 アクセス  ポイン ト の LED が下向きで、 アクセス  ポイン ト の背面の金属側がブラケッ ト に向いている状態で、
アクセス  ポイン ト がブラケッ ト の底に到達し中央のタブが噛み合う まで、 アクセス  ポイン ト をブラケッ ト に下
向きにゆっ く り スラ イ ド させます。 う ま くい く と、 AP の Kensington ロ ッ ク  スロ ッ ト と取り付けブラケッ ト の
位置が合います。

ステップ 8 付属の安全ネジ （図 2 を参照） をアクセス  ポイン ト の上部の穴に差し込み、 ネジ頭がアクセス  ポイン ト の本体
とぴった り重なるまで締めます。

ステップ 9 安全ネジのラベルをネジ頭の上に取り付け、 完全に覆います。

ステップ 10 必要に応じて、 側面の Kensington スロ ッ ト を使用してアクセス  ポイン ト を固定します。

9  ワイヤレス ネッ トワークへのアクセス ポイン トの配置
アクセス  ポイン ト を取り付けたあとは、 次の手順に従ってアクセス  ポイン ト をワイヤレス  ネッ ト ワークに配置します。

ステップ 1 アクセス  ポイン ト を接続し、 電源を入れます。

ステップ 2 アクセス  ポイン ト の LED を確認します （LED の説明については、 「アクセス  ポイン ト の LED の確認」 （P.16）
を参照して ください）。

a. アクセス  ポイン トの電源を入れる と、電源投入シーケンスが開始されたこ とをアクセス  ポイン トの LED で確
認できます。 電源投入シーケンスに成功する と、 検出および接続プロセスが開始されます。 このプロセスの
間、 LED は緑色、 赤色、 オレンジの順序で点滅します。 アクセス  ポイン トがコン ト ローラを接続する と、 す
べての LED （AP の LED と イーサネッ ト  ポートの LED） が消灯します。 コン ト ローラの CLI コマンドを使用
して必要に応じて LED をオンにできます。

b. LED が 5 分以上順次点滅している場合、アクセス  ポイン トは第 1、第 2、および第 3 のCisco ワイヤレス  LAN 
コン ト ローラを検出できていません。 アクセス  ポイン ト とCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラの接続を
チェッ ク し、 アクセス  ポイン ト とCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラがいずれもサブネッ ト上にあるこ と、
または、 アクセス  ポイン トに第 1、 第 2、 および第 3 のCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラに戻るルートが
存在するこ とを確認します。 また、 アクセス  ポイン トがCisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラ と同じサブネッ
ト上にない場合は、 アクセス  ポイン ト と同じサブネッ トに DHCP サーバが正し く設定されているこ とを確認
します。 詳細については、 「DHCP オプシ ョ ン 43 および DHCP オプシ ョ ン 60 の設定」 （P.29） を参照して く
ださい。

ステップ 3 Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラがマスターにならないよ うに再設定します。

（注） マスター Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラは、 作業ネッ ト ワーク以外でアクセス  ポイン ト を設定す
る場合のみ使用します。
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10  ト ラブルシューティング
アクセス  ポイン ト の設置と実行に問題が生じた場合は、 このガイ ド またはその他のアクセス  ポイン ト  マニュアルで、 問題に
対する解決策を見つけて ください。 これらのドキュ メ ン ト またはその他のドキュ メ ン トは、 Cisco.com から入手できます。

Cisco Aironet Lightweight アクセス ポイン トの使用に関するガイドライン

700W シ リーズ Lightweight アクセス  ポイン ト を使用する場合は、 次のガイ ド ラ インに留意して ください。

• アクセス  ポイン トは 2500 シ リーズ、 5500 シ リーズ、 7500 シ リーズ、 8500 シ リーズ、 仮想ワイヤレス  LAN コン ト
ローラおよび WiSM2 コン ト ローラなどの Cisco ワイヤレス  LAN コン ト ローラのみと通信できます。

• アクセス  ポイン トは、 Wireless Domain Services （WDS; 無線ド メ イン  サービス） をサポート していないので、 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 ローラに接続する と、 コン ト ローラが WDS に相当す
る機能を果たします。

• CAPWAP はレイヤ 2 をサポート していません。 アクセス  ポイン ト では、 レイヤ 3、 DHCP、 DNS、 または IP サブネッ
ト のブロードキャス 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、 モニタ リ ングおよびデバッグ用に有効になっています。 アクセス  ポイン ト が
コン ト ローラに接続する と、 すべてのコンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドが無効にな り 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。 詳細は、 「DHCP オプシ ョ ン  43 および 
DHCP オプシ ョ ン 60 の設定」 （P.29） を参照して ください。

アクセス ポイン トの LED の確認

アクセス  ポイン ト のステータス  LED の位置を、 図 3 に示します。

（注） アクセス  ポイン ト がコン ト ローラを接続する と、すべての LED （AP の LED と イーサネッ ト  ポート の LED） が消灯
します。 コン ト ローラの CLI コマン ドを使用して必要に応じて LED をオンにできます。

（注） LED ステータスの色は、 装置ごとに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。
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アクセス  ポイン ト のステータス  LED はさまざまな状態を示します。 表 2に詳細を示します。

表 2 LED が示すステータス

メ ッセージ 
タイプ

ステータス  
LED

メ ッセージの
意味

ブート ローダの状態シー
ケンス

緑色に点滅 DRAM メモ リ  テス ト中

DRAM メモ リ  テス ト  OK

ボードの初期化中

フラ ッシュ  ファ イル システムの初期化中

フラ ッシュ  メモ リ  テス ト  OK

イーサネッ ト の初期化中

イーサネッ ト  OK

Cisco IOS の起動中

初期化成功

アソシエーシ ョ ンの状態 緑色にチャープ 通常の動作状態 （ワ イヤレス  ク ラ イアン ト のア
ソシエーシ ョ ンなし）

緑 通常の動作状態 （少な く と も  1 つのワイヤレス  
ク ラ イアン ト のアソシエーシ ョ ンあ り ）

動作状態 オレンジに点滅 ソフ ト ウェアのアップグレード中

緑色、 赤色、 オレンジ色
の点灯が切り替わる

検出 / 接続プロセス中

赤、 緑、 オレンジ色の点
灯が急速に切り替わる

アクセス  ポイン ト の位置コマンドの呼び出し

赤色に点滅 イーサネッ ト  リ ンクが未稼働

ブート ローダの警告 オレンジに点滅 設定回復中 （MODE ボタンが 2 ～ 3 秒押された）

赤 イーサネッ ト障害またはイ メージ復元 （MODE 
ボタンが 20 ～ 30 秒押された）

緑色に点滅 イ メージ復元中 （MODE ボタンが放された）

ブー ト ローダ エラー 赤 DRAM メモ リ  テス ト の失敗

赤とオレンジに点滅 フラ ッシュ  ファ イル システムの障害

赤色とオフの点滅 環境変数の失敗

MAC アド レスが不正

イ メージ復元中のイーサネッ ト の障害

ブート環境障害

Cisco イ メージ ファ イルなし

ブート の失敗

Cisco IOS のエラー 赤 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。

赤、 緑、 オレンジの点灯
とオフが切り替わる

一般的な警告。 インラ イン電力不足
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アクセス ポイン ト接続プロセスのト ラブルシューティング

アクセス  ポイン トは、 多くの理由でコン ト ローラに接続できない場合があ り ます。 たとえば、 RADIUS 認証が保留中であ
る、 コン ト ローラで自己署名証明書が無効である、 アクセス  ポイン ト と コン ト ローラの規制ド メ インが一致しない、 などの
理由があ り ます。

コン ト ローラ  ソフ ト ウェアの利用によ り、 CAPWAP 関連のすべてのエラーを  syslog サーバに送信するよ うにアクセス  ポイ
ン ト を設定できます。 すべての CAPWAP エラー メ ッセージは syslog サーバ自体から表示できるので、 コン ト ローラでデ
バッグ コマン ドを有効にする必要はあ り ません。

アクセス  ポイン ト からの CAPWAP 接続要求を受信するまで、コン ト ローラではアクセス  ポイン ト の状態は維持されません。
したがって、 特定のアクセス  ポイン ト からの CAPWAP 検出要求が拒否された理由を判断する こ とは難しい場合があ り ます。
コン ト ローラで CAPWAP デバッグ コマン ドを有効にせずにこのよ う な接続問題の ト ラブルシューティ ングを行えるよ う 、
コン ト ローラでは検出メ ッセージを送信してきたすべてのアクセス  ポイン ト の情報を収集し、 正常に接続したアクセス  ポイ
ン ト の情報を維持します。

コン ト ローラは、CAPWAP discovery request  を送信してきた各アクセス  ポイン ト について、 join 関連のすべての情報を収集
します。 収集は、 アクセス  ポイン ト から 初に受信した discovery メ ッセージから始ま り、 コン ト ローラからアクセス  ポイ
ン ト に送信された 後の設定ペイロードで終わり ます。

デフォル ト では、 次の条件のいずれかと一致している場合、 1 つのアクセス  ポイン ト からすべての syslog メ ッセージが IP ア
ド レス  255.255.255.255 に送信されます。

• ソフ ト ウェア リ リース  5.2 以降を稼働するアクセス  ポイン ト が、 新たに配備されている。

• ソフ ト ウェア リ リース  5.2 以降を稼働する既存アクセス  ポイン ト が、 設定ク リ ア後に リ セッ ト されている。

以上のいずれかの条件と一致しているのにアクセス  ポイン ト がコン ト ローラに join しない場合には、 DHCP サーバを設定
し、 サーバ上のオプシ ョ ン  7 を使用して syslog サーバの IP アド レスをアクセス  ポイン ト に戻すこ と もできます。 それによ
り、 アクセス  ポイン ト ではすべての syslog メ ッセージがこの IP アド レスへ送信されるよ うにな り ます。

アクセス  ポイン ト が 初にコン ト ローラに接続される際に、 コン ト ローラはグローバルな  syslog サーバの IP アド レス （デ
フォル トは 255.255.255.255） をアクセス  ポイン ト に送信します。 その後、 IP アド レスが次のいずれかのシナリオで上書き
されるまで、 アクセス  ポイン トはすべての syslog メ ッセージをこの IP アド レスに送信します。

• アクセス  ポイン トは同じコン ト ローラに接続されたままで、 コン ト ローラ上のグローバル syslog サーバの IP アド レスの
設定が config ap syslog host global syslog_server_IP_address コマンドを使用して変更された。 この場合、 コン ト ローラは
新しいグローバル syslog サーバの IP アド レスをアクセス  ポイン ト に送信します。

• アクセス  ポイン トは同じコン ト ローラに接続されたままで、 特定の syslog サーバの IP アド レスが config ap syslog host 
specific Cisco_AP syslog_server_IP_address コマン ドを使用してコン ト ローラ上のアクセス  ポイン ト に対して設定され
た。 この場合、 コン ト ローラは新しい特定の syslog サーバの IP アド レスをアクセス  ポイン トへ送信します。

• アクセス  ポイン トはコン ト ローラから接続を切断されており、 別のコン ト ローラに接続されている。 この場合、 新しい
コン ト ローラはそのグローバル syslog サーバの IP アド レスをアクセス  ポイン ト に送信します。

• 新しい syslog サーバの IP アド レスが既存の syslog サーバの IP アド レスを上書きするたびに、 古いアド レスは固定記憶
域から消去され、 新しいアド レスがそこに保存される。 アクセス  ポイン トはその syslog サーバの IP アド レスに接続でき
れば、 すべての syslog メ ッセージを新しい IP アド レスに送信するよ うにな り ます。

アクセス  ポイン ト の syslog サーバを設定して、アクセス  ポイン ト の接続情報をコン ト ローラの CLI 以外では表示しないよ う
にできます。

接続プロセスの詳細な説明は、 次の URL の Cisco.com にあ り ます。

http://www.Cisco.com/en/US/products/ps6366/products_tech_note09186a00808f8599.shtml

11  アクセス ポイン ト仕様のデータシート
次の URL から、 Cisco Aironet 700W シ リーズ アクセス  ポイン ト の完全なデータ  シートへアクセスできます。

https://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps12968/data_sheet_c78-728968.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/products_tech_note09186a00808f8599.shtml
https://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps12968/data_sheet_c78-728968.html
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12  適合宣言および規制情報
こ こでは、 Cisco Aironet 700W シ リーズ アクセス  ポイン ト の適合宣言および規制情報を提供します。 次の URL で詳細情報
を参照できます。

www.cisco.com/go/aironet/compliance

製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

製造業者 ：

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

このデバイスは、 Part 15 の規定に適合しており、 動作は次の 2 つの条件を前提と しています。

1. このデバイスによって、 有害な干渉が発生する こ とはない。

2. このデバイスは、 予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、 すべての干渉を受け入れなければならない。

このデバイスは、 5150 ～ 5250 MHz および 5470 ～ 5725 MHz の帯域で動作し、 FCC ガイダンスによ り屋内の使用に制限
されています。

この機器は、 FCC 規定の Part 15 に基づく ク ラス  B デジタル デバイスの制限に準拠している こ とがテス ト によって確認済み
です。 制限は、 住宅地で機器を使用した場合に有害な干渉が起きないよ うにするための、 一定の保護を目的と したものです。
この機器は無線周波エネルギーを生成、 使用、 および放射するため、 指示に従わずに取り付けた り使用した り した場合は、
有害な干渉を発生させるおそれがあ り ます。 ただし、 説明書に従った場合にも、 干渉が起きないこ とを保証するものではあ
り ません。 この機器によってラジオやテレビの受信に干渉が発生する場合は （機器の電源をオン /オフする こ とで確認できま
す）、 次のいずれかの方法で干渉をな くすよ うにして ください。

• 受信アンテナの向きを変えるか、 場所を移動する。

• 機器と受信装置の距離を広げる。

• 受信装置が接続されている回路とは別の回路のコンセン ト に機器を接続する。

• 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に問い合わせる。

注意 FCC 規定 Part 15 に準拠した無線デバイスは、 一体型アンテナを使用した場合、 当該周波数で動作する他のデバイス
と干渉のない状態で動作します。 シスコによる明確な許可なしに製品への変更を行った場合、 ユーザはこのデバイス
の使用を禁止される こ とがあ り ます。

モデル 認証番号

AIR-CAP702W-A-K9 LDK102092

www.cisco.com/go/aironet/compliance
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注意 5.15 ～ 5.25 GHz および 5.47 ～ 5.725 GHz 帯域内では、 同じチャネルのモバイル衛星システム （MSS） への有害な
干渉を抑えるために、 このデバイスの使用は屋内に制限されます。

VCCI に関する警告 （日本）

Cisco Aironet アクセス ポイン トの使用に関するガイドライン （日本の場合）

この項では、 日本で Cisco Aironet アクセス  ポイン ト を使用する際に、 干渉を回避するためのガイ ド ラ インを示します。 この
ガイ ド ラ インは、 日本語と英語で提供されています。

日本語

Warning

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control 
Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this 
is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may 
cause radio interference. Install and use the equipment according to the 
instruction manual.

03-6434-6500

20
86

97
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English Translation

This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices such as microwave ovens 
and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio stations and unlicensed specified low-power radio 
stations) used in factory production lines.

1. Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio stations of RF-ID are 
used in the vicinity.

2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the frequency or stop using 
the device; contact the number below and ask for recommendations on avoiding radio interference, such as setting 
partitions.

3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact the number below.

Contact Number: 03-6434-6500

ステート メン ト  371 ： 電源ケーブルおよび AC アダプタ

English Translation

When installing the product, please use the provided or designated connection cables/power cables/AC adaptors. Using any 
other cables/adaptors could cause a malfunction or a fire. Electrical Appliance and Material Safety Law prohibits the use of 
UL-certified cables (that have the “UL” shown on the code) for any other electrical devices than products designated by CISCO. 
The use of cables that are certified by Electrical Appliance and Material Safety Law (that have “PSE” shown on the code) is not 
limited to CISCO-designated products.

Industry Canada

Canadian Compliance Statement

This Class B Digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

This device complies with Class B Limits of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cisco Aironet Access Points are certified to the requirements of RSS-210. The use of this device in a system operating either 
partially or completely outdoors may require the user to obtain a license for the system according to the Canadian regulations. 
For further information, contact your local Industry Canada office.

This device has been designed to operate with antennas having a maximum gain of 5 dBi. Antennas having a gain greater than 
5 dBi are strictly prohibited for use with this device. The required antenna impedance is 50 ohms.

Models Certification Number

AIR-CAP702W-A-K9 2461B-102092
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To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent 
isotropically radiated power (EIRP) is not more than that permitted for successful communication.

French Translation

Cet appareil numerique de la classe B respecte les exigences du Reglement sur le material broilleur du Canada.

Cet appareil respecte les limites prescrites pour les appareils de classe B par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de perturber le fonctionnement de l’appareil.

Les points d'acces Aironet de Cisco sont certifiés conformément aux exigences du CNR-210. L'utilisation de cet appareil dans 
un système fonctionnant partiellement ou entièrement à l'extérieur peut nécessiter l'obtention d'une licence pour le système, 
conformément à la règlementation canadienne. Pour plus de renseignements, communiquez avec le bureau local d'Industrie 
Canada.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne d'un gain maximum de 6 dBi. Il est strictement interdit d'utiliser 
des antennes ayant un gain supérieur à 6 dBi avec cet appareil. L'antenne doit avoir une impédance de 50 ohms.

Afin de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon à ce 
que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure au niveau requis pour obtenir une communication 
satisfaisante.

European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein
Models:

AIR-CAP702W-E-K9
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Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC & Medical 
Directive 93/42/EEC
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The following standards were applied:

EMC—EN 301.489-1 v1.8.1; EN 301.489-17 v2.1.1

Health & Safety—EN60950-1: 2005; EN 50385: 2002

Radio—EN 300 328 v 1.7.1; EN 301.893 v 1.5.1

The conformity assessment procedure referred to in Article 10.4 and Annex III of Directive 1999/5/EC has been followed.

This device also conforms to the EMC requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Note This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be restricted to certain 
frequencies and/or may require a license for operation. For more details, contact Cisco Corporate Compliance.

The product carries the CE Mark:



25

 

RF 被曝に関する適合宣言

こ こでは、 RF 被曝のガイ ド ラ インへのコンプラ イアンスに関する情報が含まれます。

RF 被曝の概要

シスコ製品は、 無線周波数の人体暴露に関する次の国内および国際規格に準拠するよ うに設計されています。

• US 47 米国連邦規則パート  2 サブパート  J

• 米国規格協会 （ANSI） / Institute of Electrical and Electronic Engineers / IEEE C 95.1 （99）

• 国際非電離放射線防護委員会 （ICNIRP） 98

• 保健省 （カナダ） 安全規定 6。 3 kHz から  300 GHz の範囲での無線周波数フ ィールドへの人体暴露の制限

• オース ト ラ リ アの放射線防護規格

国内および国際的なさまざまな電磁場 （EMF） 規格に準拠するには、 シスコが承認したアンテナとアクセサ リのみを使用し
てシステムを操作する必要があ り ます。

このデバイスの、 電波への暴露の国際的ガイドラインへの準拠

700W シ リーズのデバイスには無線ト ランス ミ ッ タ と レシーバが含まれています。 このデバイスは、 国際的なガイ ド ラ イン
で推奨されている電波 （無線周波数電磁場） への暴露制限を超えないよ うに設計されています。 ガイ ド ラ インは独立した科
学的組織 （ICNIRP） によって開発されており、 年齢や健康状態に関係な くすべての人の安全性を確保するために、 十分な安
全マージンが含まれています。

このため、 システムは、 エン ド  ユーザが直接アンテナに触れずに操作できるよ うに設計されています。 ユーザまたはオペ
レータの全体的な暴露を減らすよ うに設計されている規制のガイ ド ラ インに従って、 指定されているユーザからの 低距離
を確保できるよ うにアンテナを設置できる場所にシステムを配置する こ と を推奨します。

世界保健機関は、 現在の科学情報が無線デバイスの使用に特別な注意を要求していないこ とを示しています。 世界保健機関
の推奨による と、 暴露をさ らに低減するこ とに関心がある場合は、 アンテナをユーザから離れた方向に向けるか、 推奨され
た距離よ り も遠い場所にアンテナを配置するこ とによって、 簡単に低減できます。

このデバイスの、 電波への暴露の FCC ガイドラインへの準拠

700W シ リーズのデバイスには無線ト ランス ミ ッ タ と レシーバが含まれています。 このデバイスは、 FCC Part 1.1310 の電波
（無線周波数電磁場） への暴露の制限を超えないよ うに設計されています。 ガイ ド ラ インは、 IEEE ANSI C 95.1 （92） に基づ
いており、 年齢や健康状態に関係な くすべての人の安全性を確保するために、 十分な安全マージンが含まれています。

このため、 システムは、 エン ド  ユーザが直接アンテナに触れずに操作できるよ うに設計されています。 ユーザまたはオペ
レータの全体的な暴露を減らすよ うに設計されている規制のガイ ド ラ インに従って、 指定されているユーザからの 低距離
を確保できるよ うにアンテナを設置できる場所にシステムを配置する こ と を推奨します。

デバイスには、 無線認証プロセスの一部と してテス ト が実施され、 該当する規制への準拠が確認されています。

米国の食品医薬品局は、 現在の科学情報が無線デバイスの使用に特別な注意を要求していないこ と を示しています。 FCC の
推奨による と、 暴露をさ らに低減する こ とに関心がある場合は、 アンテナをユーザから離れた方向に向けるか、 推奨された
距離よ り も遠い場所にアンテナを配置するか、 ト ランス ミ ッ タの出力を低下させる こ とによって、 簡単に低減できます。

分離の距離

MPE 距離 制限値

0.63 mW/cm2 20 cm （7.87 インチ） 1.00 mW/cm2

分離の距離

MPE 距離 制限値

0.63 mW/cm2 20 cm （7.87 インチ） 1.00 mW/cm2
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このデバイスの、 電波への暴露に対する Industry Canada のガイドラインへの準拠

700W シ リーズのデバイスには無線ト ランス ミ ッ タ と レシーバが含まれています。 このデバイスは、 カナダの保健安全規定
コード  6 の電波 （無線周波数電磁場） への暴露の制限を超えないよ うに設計されています。 ガイ ド ラ インには、 年齢や健康
状態に関係な くすべての人の安全性を確保するために、 制限に十分な安全マージンが含まれています。

このため、 システムは、 エン ド  ユーザが直接アンテナに触れずに操作できるよ うに設計されています。 ユーザまたはオペ
レータの全体的な暴露を減らすよ うに設計されている規制のガイ ド ラ インに従って、 指定されているユーザからの 低距離
を確保できるよ うにアンテナを設置できる場所にシステムを配置する こ と を推奨します。

カナダの保健省は、 現在の科学情報が無線デバイスの使用に特別な注意を要求していないこ と を示しています。 推奨による
と、 暴露をさ らに低減するこ とに関心がある場合は、 アンテナをユーザから離れた方向に向けるか、 推奨された距離よ り も
遠い場所にアンテナを配置するか、 ト ランス ミ ッ タの出力を低下させる こ とによって、 簡単に低減できます。

RF 被曝に関する追加情報

次の リ ンクから この問題の詳細情報を参照できます。

• シスコのスペク ト ラム拡散方式および RF の安全性に関するホワイ ト  ペーパーを次の URL で参照できます。
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm

• FCC 情報 56 ： 無線周波数電磁場の生物学的影響および潜在的な危険に関する質問と回答 

• FCC 情報 65 ： 無線周波数電磁場に対する人体暴露の FCC ガイ ド ラ イン とのコンプラ イアンスの評価 

• FCC 情報 65C （01-01） ： 無線周波数電磁場に対する人体暴露の FCC ガイ ド ラ イン とのコンプラ イアンスの評価 ： 無線
周波数放出に対する人体暴露の FCC 制限と、 モバイルおよびポータブル デバイスのコンプラ イアンス評価に関する追加
情報 

次の組織から追加情報を入手できます。

• 非イオン化の放射線防護に関する世界保健機関の内部委員会の URL ： www.who.int/emf 

• 英国 National Radiological Protection Board の URL ： www.nrpb.org.uk 

• Cellular Telecommunications Association の URL ： www.wow-com.com

• Mobile Manufacturers Forum の URL ： www.mmfai.org

Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan
This section provides administrative rules for operating Cisco Aironet access points in Taiwan. The rules for all access points 
are provided in both Chinese and English.

分離の距離

MPE 距離 制限値

0.63 mW/cm2 20 cm （7.87 インチ） 1.00 mW/cm2

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm
www.who.int/emf
www.nrpb.org.uk
www.wow-com.com
www.mmfai.org
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Chinese Translation

English Translation

Administrative Rules for Low-power Radio-Frequency Devices

Article 12

For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies, business units or users 
should not change its frequencies, increase its power or change its original features and functions.

Article 14

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful interference is caused to 
aviation safety and authorized radio station; and if interference is caused, the user must stop operating the device immediately 
and can't re-operate it until the harmful interference is clear.

The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with the Communication Act.

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the operation of an authorized 
radio station, by another intentional or unintentional radiator, by industrial, scientific and medical (ISM) equipment, or by an 
incidental radiator.
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Chinese Translation

English Translation

Low-power Radio-frequency Devices Technical Specifications

4.7 Unlicensed National Information Infrastructure

4.7.5 Within the 5.25-5.35 GHz band, U-NII devices will be restricted to indoor operations to 
reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

4.7.6 The U-NII devices shall accept any interference from legal communications and shall not 
interfere the legal communications. If interference is caused, the user must stop operating 
the device immediately and can't re-operate it until the harmful interference is clear.

4.7.7 Manufacturers of U-NII devices are responsible for ensuring frequency stability such that 
an emission is maintained within the band of operation under all conditions of normal 
operation as specified in the user manual.
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Operation of Cisco Aironet Access Points in Brazil
This section contains special information for operation of Cisco Aironet access points in Brazil.

Access Point Models

AIR-CAP702W-Z-K9

Portuguese Translation

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

English Translation

This equipment operates on a secondary basis and consequently must accept harmful interference, including interference from 
stations of the same kind. This equipment may not cause harmful interference to systems operating on a primary basis.

適合宣言

本製品に関するすべての適合宣言は、 次の場所で確認できます。 http://www.ciscofax.com

13  DHCP オプショ ン 43 および DHCP オプショ ン 60 の設定
こ こでは、Windows 2003 エンタープラ イズ DHCP サーバを  Cisco Aironet Lightweight アクセス  ポイン ト と共に使用できる
よ うにするための DHCP オプシ ョ ン  43 の設定例を示します。その他の DHCP サーバの実装に関する  DHCP オプシ ョ ン  43 
の設定については、 製品マニュアルを参照して ください。 オプシ ョ ン  43 では、 コン ト ローラ管理インターフェイスの IP ア
ド レスを使用する必要があ り ます。

（注） DHCP オプシ ョ ン  43 では、 1 つの DHCP プールを  1 種類のアクセス  ポイン ト だけに割り当てる こ とができます。
アクセス  ポイン ト の種類別に、 異なる  DHCP プールを設定する必要があ り ます。

700W シ リーズ アクセス  ポイン ト では、 DHCP オプシ ョ ン  43 に Type-Length-Value （TLV） 形式を使用します。 DHCP 
サーバは、 アクセス  ポイン ト の DHCP ベンダー ク ラス  ID （VCI） 文字列に基づいてオプシ ョ ンを返すよ うにプログラムす
る必要があ り ます （DHCP オプシ ョ ン  60）。 700W シ リーズ アクセス  ポイン ト の VCI 文字列は、 次のとおりです。

Cisco AP c702

（注） アクセス  ポイン ト が Ordering Tool で選択されたサービス  プロバイダー オプシ ョ ン （AIR-OPT60-DHCP） と と も
に注文された場合、 アクセス  ポイン ト の VCI 文字列には ServiceProvider が含まれます。 たとえば、 このオプシ ョ ン
が指定されている  702 は次の VCI 文字列を返します。
Cisco AP c702-ServiceProvider

TLV ブロ ッ クの形式は、 次のとおりです。

• 型 ： 0xf1 （十進数では 241） 

• 長さ ： コン ト ローラの IP アド レス数 * 4 

• 値 ： WLC 管理インターフェイスの リ ス ト  

組み込みの Cisco IOS DHCP サーバに DHCP オプシ ョ ン  43 を設定する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 Cisco IOS の CLI でコンフ ィギュレーシ ョ ン  モードに切り替えます。

ステップ 2 デフォル ト のルータやネーム  サーバなどの必要なパラ メータを指定して、 DHCP プールを作成します。 DHCP 
スコープの例を次に示します。

http://www.ciscofax.com
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ip dhcp pool <pool name> 
network <IP Network> <Netmask> 
default-router <Default router> 
dns-server <DNS Server> 

それぞれの説明は次のとおりです。

<pool name> は DHCP プールの名前 （AP702 など） です。

<IP Network> は、 コン ト ローラがあるネッ ト ワーク IP アドレス （10.0.15.1 など） です。

<Netmask> はサブネッ ト  マスク （255.255.255.0 など） です。

<Default router> は、 デフォルト  ルータの IP アドレス （10.0.0.1 など） です。

<DNS Server> は、 DNS サーバの IP アドレス （10.0.10.2 など） です。

ステップ 3 次の構文に従って、 オプシ ョ ン  60 の行を追加します。

option 60 ascii “VCI string” 

"VCI string" には "Cisco AP c702” を使用します。 引用符は必ず含める必要があ り ます。

ステップ 4 次の構文に従って、 オプシ ョ ン  43 の行を追加します。

option 43 hex <hex string> 

hex string には、 次の TLV 値を組み合わせて指定します。

型 + 長さ  + 値 

型は、 常に f1 （16 進数） です。 長さは、 コン ト ローラの管理 IP アド レスの数に 4 を掛けた値です （16 進数）。
値には、 コン ト ローラの IP アド レスを順番に指定します （16 進数）。

たとえば、 管理インターフェイスの IP アド レス  10.126.126.2 および 10.127.127.2 を持ったコン ト ローラが 2 つある と しま
す。 型は、 f1 （16 進数） です。 長さは、 2 * 4 = 8 = 08 （16 進数） です。 IP アド レスは、 0a7e7e02 および 0a7f7f02 に変換
されます。 文字列を組み合わせて、 f1080a7e7e020a7f7f02 と指定します。 DHCP スコープに追加される  Cisco IOS のコマン
ドは、 option 43 hex f1080a7e7e020a7f7f02 とな り ます。

14  マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、 サービス要求の提出、 および追加情報の収集については、 下記 URL の 『What’s New in Cisco Product 
Documentation』 を参照して ください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

『What's New in Cisco Product Documentation』 は、 シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示し、 RSS フ ィー
ド と して購読できます。 また、 リーダー アプ リ ケーシ ョ ンを使用してコンテンツをデスク ト ップに配信するこ と もできます。
RSS フ ィードは無料のサービスです。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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