はじめに
ここでは、
『Cisco Aironet 1570 シリーズ屋外アクセス ポイント ハードウェア インストレーショ
ン ガイド』の目的、対象読者、構成、および表記法について説明します。

目標
このマニュアルでは、Cisco Aironet 1570 シリーズの屋外アクセス ポイント（本書ではアクセス
ポイントまたは略して AP と表記）の設置手順について説明します。アクセス ポイントは、ケーブ
ル モデムを搭載した内部アンテナ モデル（AP1572IC）、外部アンテナ AC モデル（AP1572EAC）、
およびケーブル モデムを搭載した外部アンテナ モデル（AP1572EC）が用意されています。
1570 シリーズは、デュアルバンド（2.4 GHz と 5 GHz）運用をサポートするデュアル無線プラット
フォームです。

対象読者
このマニュアルは、初めてアクセス ポイントを設置して設定する人を対象としています。設置者
はネットワークの構造、用語、および概念をよく知っている必要があります。

警告

この装置の設置、
交換、
または保守は、
訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ス
テートメント 1030

警告

この装置は、
ノルウェー、
フィンランド、
およびスウェーデンではアクセスが制限された場所に
設置する必要があります。
この装置の設置、
交換、
保守は、
本設置ガイドに従って、
訓練を受け、
適
切な資格を持つ人によって実施される必要があります。
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マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
章

タイトル

説明

第1章

製品概要

アクセス ポイントの主要なコンポーネント
と機能について説明します。

第2章

設置の準備

アクセス ポイントの設置を開始する前に、
従う必要のある安全上の警告、ガイドライ
ン、および関連情報を提供します。

第3章

アクセス ポイントの取り付け 製品パッケージの内容について説明しま
す。アクセス ポイントの設置に関する情報
を提供します。

第4章
第5章

トラブルシューティング

アクセス ポイントの基本的なトラブル
シューティング手順を説明します。

付録 A

アクセス ポイント技術仕様リ アクセス ポイントの技術仕様と、世界の規
ファレンス
制ドメインでサポートされるアクセス ポイ
ント無線チャネルと最大電力レベルが記載
されたマニュアルへのアクセス方法につい
て説明します。

付録 B

適合宣言および規制情報

付録 C

アクセス ポイントのピン配置 アクセス ポイントのコネクタ ピン割り当
てを示します。

付録 D

DHCP オプション 43 の設定

アクセス ポイントが準拠する規制の表記を
説明し、日本でアクセス ポイントを動作さ
せる際のガイドラインを示します。

DHCP オプション 43 の設定手順について説
明します。

表記法
（注）は、次のように表しています。

（注）

読者に留意していただきたいことを示します。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料な
どを紹介しています。
注意は、次のように表しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されてい
ます。
警告は、次のように表しています。
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Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this
device. Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt
raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien
lausuntonumeroiden avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil,
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr.Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut.Suchen Sie mit der am Ende jeder
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
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Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti.
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person.Før du
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne
enheten.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña
a este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada.
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna
anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
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xiii

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.
GEM DISSE ANVISNINGER
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

関連資料
Cisco.com からこのマニュアルとその他の関連資料にオンラインでアクセスするには：
ステップ 1

次の URL で Cisco.com 上の [Product/Technology Support] ページに移動します。
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875243

ステップ 2

[Browse Products and Technologies] の一覧表示列を使用して、[Products] > [Wireless] > [Outdoor
Wireless] > [Cisco Aironet 1570 Series] を参照します。

ステップ 3

[Cisco Aironet 1570 Series] または一覧表示されたモデルをクリックします。これにより、すべて
の関連ガイドとソフトウェア ダウンロードへのリンクが掲載された対応する製品/モデル サ
ポート ページが開きます。

ネットワークへのこのアクセス ポイントの展開方法については、次の URL にある『Cisco Aironet
1570 Series Access Point Deployment Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/apdeploy/8-0/AP_1570_DG/b_Aironet_AP
1570_DG.html

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の
詳細については、
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュメ
ントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、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。
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