よく寄せられる質問（FAQ）
1.

AP 2800 と AP 3800 の違いは何ですか。
AP 3800 には、AP 2800 にはない以下のような機能が搭載されています。
• mGig
• オプション モジュールのサポート
• RF フィルタとセルラーの共存およびモジュール RF の分離
• ローカルの DC 電源コネクタ
• 屋外とスタジアムの用途用にオプションで 3800P バージョンとして使用可能

2.

フレキシブル ラジオ アーキテクチャの利点は何ですか。
ほとんどの場所では 2.4-GHz のカバレッジが多数あるため、FRA を使用すると、以前は
2 台の AP を必要としていた設置をデュアル 5-GHz 無線が置き換えることができるので、
導入が必要な物理 AP の数が減少します。
• フレキシブル ラジオ アサインメント
• 追加の XOR 無線（必要な場合）を WSM モジュール（チャネル スキャンから
外して）と同様に機能させながら、プライマリ 5-GHz 無線がクライアントに
サービスを提供することができます。
• 単一の AP が 2 つの 5-GHz 無線をサポートできるようになったので設置コスト
が削減されます（AP の数が少ないほど美しくなります）。これはアーキテク
チャ設計の柔軟性をもたらし、必要なイーサネットドロップの数を削減できま
す。
• デバイス ベースのロケーションの正確性を高め、クライアントは同じ AP のマ
イクロ セルからマクロ セルにローミングできます。
• プライマリ 5-GHz 無線がクライアントにサービスを提供するのと同時にセカン
ダリ 5-GHz 無線を使用して、より幅広い 160 MHz または新規チャネルが使用可
能になる際にテストを有効化できるため、パフォーマンスを制限せずに新機能
を実現できます。
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• RF ネットワーク分離を可能にします（例：一方の無線にゲスト アクセスしな
がら、他方の無線に企業アクセスする）。
• 統合アンテナ「I」シリーズ モデルを使用するフレキシブル ラジオ、アンテナ、お
よびオプション
• 1 つの無線を HDX マイクロ セル用にセットアップし、2 番目の無線をマクロ
セル用にセットアップできます。
• 両方の無線を HDX タイプ カバレッジ（マイクロ/マクロ）セル用に設定できま
す。
• 外部アンテナ「e」シリーズ モデルを使用するフレキシブル ラジオ/アンテナ オプ
ション
• 両方の無線を外部アンテナ モデルを持つマイクロ セル用に HDX モードでセッ
トアップできます。
• 両方の無線を外部アンテナ モデルのマクロ セル モードでセットアップし、2 つ
のワイド エリア セルを提供できます。
• 各 5G 無線でさまざまなアンテナを使用し、さまざまなカバレッジ パターン（全
方向および双指向）を実現できます。つまり、1 つの無線が 1 つのカバレッジ
セルにサービスを提供しながら、他の無線を別の教室または屋外のカバレッジ
で使用することができます。
• より大きな RF 柔軟性を提供し、XOR を専用の 5-GHz と DRE モード（デフォ
ルト）または SRE モードと組み合わせ、5G/5G または個別の 2.4/5G または DRE
2.4 & 5G（デュアル バンド モード）を実現できます。
3.

スマート アンテナ コネクタとは何ですか。
Cisco Aironet AP 3802E、AP 3802P、AP 2802E にはスマート アンテナ コネクタがあ
り、フレキシブル ラジオに直接接続されます。スマート アンテナがない場合は、フレキ
シブル ラジオは 2.4 GHz だけのモードのままになります。スマート アンテナが接続され
ると、フレキシブル ラジオは完全なフレキシブル ラジオ アサインメント モードで使用
され、デュアル 5-GHz、ワイヤレス セキュリティ モニタリング、および将来のモードが
利用可能になります。
スマート アンテナ コネクタを使用して AIR CAB002 DART R= に接続し、任意の
RP TNC ベースの Aironet アンテナをスマート アンテナ ポートに接続できます。さら
に、将来のスマート アンテナが今後リリースされます。

4.

拡張モジュール スロットは何のために使用しますか。
AP 3802I、AP 3802E、AP 3802P のモジュール スロットを使用して将来のモジュールを
挿入できます。
提案されているモジュールには次のようなものがあります。
• 3G および LTE スモール セル オフロード
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• Bluetooth ビーコン送信（BLE）
• 新しい IEEE 標準に準拠するための将来の Wi-Fi アップグレード
• ビデオ サーベイランス
• Linux を使用するカスタム アプリケーション
5.

拡張モジュール スロットが側面にあるのはなぜですか。
サイドカー モジュール アーキテクチャにより、ネットワーク エンジニアはアクセス ポ
イントを取り付けブラケットから取り外すことなく、モジュールの追加や交換を行うこ
とができます。また、オプションのモジュールを AP 内に装着するという制約から解放
します。

6.

AP 2800 および AP 3800 はどのような種類のプラスチックからできていますか。また、
病院のクリーンルーム環境での使用に適していますか。
AP 2800 および AP 3800 シリーズで使用されているプラスチック材料は Lexan 945 です。
この材料は、Steris の化学製品である商標名 SPOR-KLENZ を用いて、クリーン ルーム用
途に試験されました。 http://www.sterislifesciences.com/Products/
Surface-Disinfectants-Cleaners-and-Alcohols/Sporicides-Sterilant/
Spor-Klenz-Ready-To-Use-Cold-Sterilant.aspx

7.

仕様シートを見ていたところ、Cisco AP 1850 は 4x4:4 をサポートし、AP 2800/3800 は
4x4:3 をサポートしていることに気づきました。なぜ AP 1850 はもう 1 つの空間ストリー
ムをサポートしているのですか。このことはどのように役立つのでしょうか。
AP 2800 および AP 3800 の設計時、シスコはデバイスに最適の技術を組み入れたいと考
えました。追加の空間ストリームではなく、デュアル 5-GHz 160 MHz をサポートするト
レードオフが行われました。なぜなら、空間ストリームを追加しても実質的な利益はほ
とんど得られないからです。
良好な 4-SS リンクを維持するためには n+1 本のアンテナが必要です（つまり、アンテナ
の最大数が 4 の場合、4-ss クライアントをビーム形成できません）。また、4-SS クライ
アントはたとえ存在したとしてもほとんどありません。なぜなら、そうしたクライアン
トのバッテリ要件は禁止されているか、PCI カードまたはその他の「プラグイン デバイ
ス」に制限されているからです。
そのため、MU-MIMO 4 空間ストリームは利点のように思えますが、MU-MIMO の動作
はほとんど 3 つの 1-SS ユーザまたは 1-SS および 1 つの 2-SS ユーザに制限されます。有
利なのは単一の 4-SS クライアントがある場合だけで、利益は非常にわずかです。
シスコは長年、3-SS を使用して製品を開発してきました。シスコは 4 番目のアンテナを
使用し、ClientLink によるビーム形成を行い、送信ビームフォーミング（TxBF）なしで
合理的に維持可能な距離よりも長い距離で堅牢な 3-SS 信号を維持しています。
Cisco ClientLink、CleanAir、160 MHz 運用、FRA、mGig といった高度の機能を必要とし
ない、コストに敏感なお客様は、間違いなく AP 1850 を使用して 4-SS を獲得できます
が、パフォーマンスは AP 2800 および AP 3800 に劣ります。
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8.

自動リンク アグリゲーション（LAG）は AP 2800 および AP 3800 でどのように機能し
ますか。
2800 と 3800 は両方ともプライマリ イーサネット インターフェイスと AUX ポートをま
たがって LAG をサポートします。これにより、アクセス ポイントに 2 Gbps のアップリ
ンクが提供されます。LAG で動作する場合、3800 のマルチギガビット ポートは単一の
GE ポートとして動作します。
次の Cisco スイッチング シリーズは AP で LAG をサポートします。
• Catalyst 3850/全モデル（非融合アクセス モード）
• Catalyst 3650/全モデル（非融合アクセス モード）
• Catalyst 4500/Sup-8E
• Catalyst 6500/Sup 720 以降

9.

ClientLink 4.0 とは何ですか。IEEE 802.11ac Wave-2 ビームフォーミングとの違いは何で
すか。
ClientLink 4.0 は Cisco Aironet® ワイヤレス LAN アクセス ポイントに組み込まれている
ビームフォーミング機能です。アクセス ポイント（AP）が受信側クライアントに対して
信号を集約すると、そのクライアントが AP の伝送をより適切にヒアリングできるため、
スループットが上がります。ClientLink により、AP がクライアント通信をより適切にヒ
アリングできるので、アップリンク（クライアントから AP）方向のパフォーマンスも向
上します。この結果、両方向でパフォーマンスが向上します。
比較すると、競合する多くの 802.11ac 対応 AP は、クライアントからアクセス ポイント
まで、アップリンクのみの拡張を提供しています。また、多くの 802.11ac 対応 AP のサ
プライヤはダウンリンク拡張を802.11acのオプションの送信ビームフォーミング（TxBF）
に基づいて行っており、動作させるにはクライアント デバイスで TxCBF サポートが必
要となります。
Cisco ClientLink 技術はアップリンクとダウンリンクの両方のパフォーマンス向上を実現
できる点で独特であり、その機能のためにクライアント デバイスに特別な機能は何ら必
要ありません。
ClientLink はすべてのクライアント テクノロジーで動作します。サポートされる 802.11
アクセス テクノロジー、ネットワークの状態、Wi-Fi AP からのクライアントの距離に
よって決定される最適なレートで、各クライアント タイプが、常に動作することを確認
します。ClientLink により、最大クライアント レートが維持されます。

10.

mGig および gigE ポートのある 3800 をラグ モードで動作させることができないことに
気づきました（mGig のダウングレードなし）。
そのとおりです。mGig が存在する場合、LAG を使用する必要はありません。

11.

AP 2800i および AP 3800i の内部アンテナのゲイン（dBi）はいくつですか。
5 GHz マクロ セル アンテナは 5 dBi、2.4 GHz マクロ セルは 4 dBi で、XOR 無線（デュ
アル 5GHz モード時）は 6 dBi 統合アンテナを使用します。
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12.

PoE はプライマリ ポートでのみ許可されますか。あるいはセカンダリ イーサネット ポー
トを使用してデバイスに給電することも可能ですか。
プライマリ イーサネット ポートのみが Power over Ethernet とネゴシエートします。

13.

このアクセス ポイントにはどのくらいのシステム メモリがあるか教えてもらえますか。
1024 MB DRAM と 256 MB フラッシュです。

14.

FRA と RRM のしくみについて詳細を理解したいのですが。
RRM のガイドを参照してください。 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/
technotes/8-2/b_RRM_White_Paper.html

15.

この製品は TKIP をサポートしますか。
レガシー TKIP は Wi-Fi アライアンスで廃止されているので、この機能の実行は推奨さ
れません。シスコは医療関係のお客様が TKIP サポートを必要とするレガシー機器を使
用中であることを承知しています。1830、1850、2800、3800 は現在 TKIP をサポートし
ていませんが、8.3MR1 リリースでサポートする計画があります。
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