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はじめに

ここでは、『Cisco Aironet 1530 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 1530 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
ントと呼びます）の設置手順について説明しています。アクセス ポイントは、内部アンテナ（1532I）
または外部アンテナ（1532E）のバージョンで使用できます。

1532 モデルは、デュアル バンド（2.4 GHz と 5 GHz）での動作をサポートしているデュアル無線プ

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。
vii
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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。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

章 タイトル 説明

第 1 章 「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 「アクセス ポイントの設置」 警告、安全性に関する情報、およびアクセス 
ポイントの設置と取り付けについて説明しま

す。

第 3 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 「翻訳版の安全上の警告」 このマニュアルで示される安全上の警告の翻

訳版を提供するマニュアルへのアクセス方法

を示します。

付録 B 「適合宣言および規制情報」 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。

付録 C 「チャネルと電力レベル」 世界中の規制地域でサポートされている、ア

クセス ポイント無線チャネルと 大電力レベ

ルがリストされたマニュアルへのアクセス方

法を示します。

付録 D 「アクセス ポイントのデータ 
シート」

アクセス ポイントの技術仕様を示します。

付録 E 「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 F 「DHCP オプション 43 の設

定」

DHCP オプション 43 の設定手順について説明

します。

表記法 説明

太字フォント コマンド、コマンド オプションおよびキーワー

ドは太字で示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で表

記されています。

[ ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

screen font システムが表示する端末セッションおよび情報

は、screen フォントで示しています。

boldface screen font ユーザが入力しなければならない情報は、太字の 
screen フォントで示しています。

italic screen font ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の 
screen フォントで示しています。
viii
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（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。

^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面

に表示される ^D というキーの組み合わせは、

Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味

します。

< > パスワードのように出力されない文字は、山カッ

コ（< >）で囲んで示しています。

表記法 説明

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
ix
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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.

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
x
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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

Figyelem
xi
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J



 

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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関連資料
アクセス ポイントの詳細情報は次のマニュアルに記載されています。

• Release Notes for Cisco Wireless LAN Controllers and  Lightweight  Access Points 

• 『Quick Start Guide: Cisco Aironet 1530 Series Outdoor Access Points』

• 『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide』

シスコの無線マニュアルのホームページを参照するには、次のリンクをクリックしてください。

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

アクセス ポイントのドキュメントを参照するには、[Outdoor Wireless] の下の [Cisco Aironet 1530 
Series] をクリックします。ドキュメントはサポート ボックスからアクセスできます。 

Cisco Wireless LAN Controller のマニュアルにアクセスするには、[Wireless LAN Controllers] にリス

トされている [Standalone Controllers] をクリックします。マニュアルには、[Support] ボックスからア

クセスできます。

製品シリアル番号の記載場所
アクセス ポイントのシリアル番号は、装置側面に記載されています（図 1 を参照）。
xiv
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図 1 シリアル番号ラベルの場所 

アクセス ポイントのシリアル番号ラベルには、次の内容が記載されています。

• 型番（例：AIR-CAP1532E-x-K9） 

• WCN0636279B などのシリアル番号（11 桁の英数字）。

• アクセス ポイントの MAC アドレス（例：68BDABF54600（12 桁の 16 進数字）） シリアル番号の

下にあります。

製品シリアル番号は、Technical Assistance Center からのサポートを要請する際に必要となります。
xv
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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
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。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されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は 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がデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
xvi
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C H A P T E R 1

概要

Cisco Aironet 1530 シリーズ屋外アクセス ポイント（以降アクセス ポイントまたは AP）はワイヤレス

屋外アクセス ポイントで、各種のネットワーク構成での使用に対して設計されています。このアクセ

ス ポイントは、ワイヤレス クライアント アクセス、ポイントツーポイント ブリッジング、ポイント

ツーマルチポイント ブリッジング、ポイントツーマルチポイント メッシュ ワイヤレス接続をサポート

しています。

1532 アクセス ポイントについて
1532 アクセス ポイントは 2 種類の無線（2.4 GHz および 5 GHz）をサポートし、ライセンス不要の 
RF Wi-Fi スペクトラムを使用してクライアント アクセスを提供します。2.4 GHz の無線はクライアン

ト アクセスに使用され、5 GHz の無線はバックホール トラフィック専用にすることも、バックホール

およびクライアント アクセスに使用することもできます。無線の種類に応じて、アクセス ポイントは 
1 ～ 300 Mb/s データ レートをサポートします（具体的なデータ レートについては、付録 D「アクセス 
ポイントのデータ シート」を参照してください）。

このアクセス ポイントはスタンドアロン型の装置で、壁、柱またはタワーに取り付けることができま

す。アクセス ポイントは、有線ネットワークに直接接続されていない他のアクセス ポイントのリレー 
ノードとしても動作します。インテリジェントな無線ルーティングは、特許取得済みの Adaptive 
Wireless Path Protocol（AWPP）によって実現されます。これを使用することで、各アクセス ポイン

トはネイバー アクセス ポイントを識別し、パスごとに信号の強度とコントローラへのアクセスに必要

なホップ カウントについてコストを計算して、有線ネットワークまでの 適なパスをインテリジェン

トに選択できるようになります。

アクセス ポイントの設定、監視、および操作には、Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（以下、コン

トローラ）を使用します。コントローラを使った作業については『Cisco Wireless LAN Controller 
Configuration Guide』で説明します。  『Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment 
Guide, Release 7.6』では、Cisco メッシュ ネットワークの計画および初期構成方法について説明しま

す。Cisco メッシュ ネットワークは、ワイヤレス ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイン

ト、およびメッシュ展開をサポートします。コントローラでは、ブラウザベースの管理システム、コマ

ンドライン インターフェイス（CLI）、または Cisco Prime Infrastructure（PI）ネットワーク管理シス

テムを使用して、コントローラおよびアソシエートされたアクセス ポイントが管理されます。アクセ

ス ポイントは、ハードウェアに基づく高度な暗号化標準（AES）による暗号化を無線ノードとの間で

サポートし、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。アクセス ポイントは Autonomous モー

ドで配置され、CLI で設定できます。

この章では、次の項目について説明します。

• 「ハードウェア モデル」（P.1-2）

• 「ハードウェア機能」（P.1-3）

• 「ネットワーク配置の例」（P.1-11）
1-1
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第 1 章      概要

ハードウェア モデル
ハードウェア モデル
表 1-1 に、Cisco Aironet 1532 屋外アクセス ポイントのモデル番号（あるいは部品番号）および設定を

示します。

1532 アクセス ポイントの適合宣言および規制情報の詳細については、付録 B「適合宣言および規制情

報」を参照してください。

規制ドメイン

1532 モデル番号の「-x」はドメインを表しています。たとえば、AIR-CAP1532I-x-K9 の場合、-x は
特定の国の規制地域を表します。

各 1532 アクセス ポイント モデルがサポートする特定の規制地域については、次の URL から Wireless 
LAN Compliance Status（ワイヤレス LAN の適合準拠ステータス）を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps5861/product_data_sheet0900aecd8053
7b6a.html

1532 アクセス ポイント モデルを検索するには、[802.11abgn Outdoor Access Points] をクリックしま

す。

表 1-1 1532 アクセス ポイント モデル番号および説明

モデル（または部品番号） 設定

AIR-CAP1532I-x-K9 AP 1532I は統合アンテナを持ち、中央集中型の 
Flexconnect、またはメッシュ モードの設定オプ

ションを持つ、2.4 GHz および 5 GHz の無線が

含まれます。これはスタンドアロン型の装置で、

壁、柱またはタワーに取り付けることができま

す。有線ネットワークに直接接続されていない他

のアクセス ポイントのリレー ノードとしても動

作します。

AIR-CAP1532E-x-K9 AP1532E には 4 台の外部アンテナ ポートがあ

り、中央集中型の Flexconnect、またはメッシュ 
モードの設定オプションを持つ、2.4 GHz および 
5 GHz の無線が含まれます。これはスタンドアロ

ン型の装置で、壁、柱またはタワーに取り付ける

ことができます。有線ネットワークに直接接続さ

れていない他のアクセス ポイントのリレー ノー

ドとしても動作します。
1-2
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第 1 章      概要

ハードウェア機能
ハードウェア機能
この項では、1532 アクセス ポイント モデルのハードウェア機能について説明します。次のハードウェ

ア機能について説明します。

• 「コネクタ」（P.1-3）

• 「アンテナ ポートの場所」（P.1-7）

• 「複数の電源」（P.1-8）

• 「イーサネット（PoE）ポート」（P.1-10）

• 「オプションのハードウェア」（P.1-10）

コネクタ

図 1-4 および図 1-5 は、すべてのモデルのアクセス ポイントのコネクタを示しています。図 1-1 は、

内部アンテナ モデル用の一番下のコネクタを示しています。また、図 1-2 および図 1-3 は、外部アン

テナ タイプ N コネクタを示しています。

（注） このマニュアルの図では、アクセス ポイントで使用可能なすべての接続を示してあります。未使用の

接続はコネクタ プラグを装着して密閉し、アクセス ポイントの防水構造を保ってください。コネクタ

の開口部には、アクセス ポイントの配置前でも配置後でも取り付けることが可能な Liquid-Tight アダ

プタが用意されています。

1532I/1532E コネクタ

図 1-1 アクセス ポイント モデル AIR-CAP1532I-x-K9 の底面にあるコネクタ

1 LAN ポート 2 POE 入力ポート

34
78

50

21
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ハードウェア機能
図 1-2 アクセス ポイント モデル AIR-CAP1532E-x-K9 の底面にあるコネクタ

図 1-3 アクセス ポイント モデル AIR-CAP1532E-x-K9 の 上部にあるコネクタ

（注） AIR-CAP1532I-x-K9 には 上部のコネクタはありません。

1 アンテナ 1 ポート 2 アンテナ 2 ポート

3 LAN ポート 4 POE 入力ポート

34
78

48

2

4

1

3

34
78

47
21

1 アンテナ ポート 4 2 アンテナ ポート 3
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ハードウェア機能
1532I/E コネクタ

図 1-4 アクセス ポイント モデル AIR-CAP1532I-x-K9 および AIR-CAP1532E-x-K9 の左側にあるコ

ネクタ

1 コンソール ポートおよびリセット ボタン

（カバー付き）

34
78

45

1
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ハードウェア機能
図 1-5 アクセス ポイント モデル AIR-CAP1532I-x-K9 および AIR-CAP1532E-x-K9 の右側にあるコ

ネクタ

1 アース パッド 2 DC 電源（カバー付き）

34
78

46

1

2
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アンテナ ポートの場所

図 1-6 に、モデル AIR-CAP1532E-x-K9 のアンテナ ポートの位置を示します。使用されるポートは発

注したオプション アンテナによって異なります。

図 1-6 アクセス ポイント モデル AIR-CAP1532E-x-K9 の外部アンテナ ポートの位置

無線動作

警告 無線周波数（RF）被曝の限界値に準拠するために、アンテナは人体から 20cm 以上離して配置して
ください。ステートメント 339

警告 送電線またはその他の電灯 /電力回線に近い場所や、これらの回線に接触する可能性のある場所に、
アンテナを設置しないでください。アンテナを設置するときには、死傷事故のおそれがあるので、こ
れらの回線に絶対に接触しないよう十分に注意する必要があります。アンテナの適切な設置および
アース接続の手順については、国および地域の規定を参照してください（たとえば、米国の場合は 
NFPA 70、National Electric Code、Article 180。カナダの場合は Canadian Electrical Code、
Section 54）。ステートメント 1052

1 アンテナ ポート 1：タイプ N コネクタ 2 アンテナ ポート 2：タイプ N コネクタ

3 アンテナ ポート 3：タイプ N コネクタ

（キャップ付き）

4 アンテナ ポート 4：タイプ N コネクタ

（キャップ付き）

35
13

21

4

2

3

1
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ハードウェア機能
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

AP1532I（内部アンテナ）

1532I アクセス ポイントの 802.11b/g/n 無線はローカル アクセスに主に使用され、その 802.11a/n 無線

はメッシュでワイヤレス バックホールに使用されます。

2 GHz b/g/n 無線は 2.4 GHz ISM 帯域で動作します。米国ではチャネル 1 ～ 11、ヨーロッパでは 1 ～ 
13、日本では 1 ～ 13 をサポートします。このアクセス ポイントは 3 つのトランスミッタを搭載し、

802.11b/g/n で稼働時の 大合計出力パワーは 29 dBm です。出力パワーは、3 dB 幅で 8 段階の電力レ

ベルに設定できます。3 つの受信機が搭載され、 大比合成（MRC）に対応できます。

5 GHz a/n 無線は UNII-2 帯域（5.25 ～ 5.35 GHz）、UNII-2 Extended/ETSI 帯域（5.47 ～ 5.725 GHz）、
および上層 ISM 帯域（5.725 ～ 5.850 GHz）で動作します。規制ドメインによって、 大合計出力電

力が 27 dBm の 2 つのトランスミッタがあります。A ドメインの上層 ISM 帯域の 大総出力電力は 27 
dBm です。Tx 電力設定は規制区域によって変わります。出力電力は 3 dB 幅で設定できます。3 つの受

信機により、 大比合成（MRC）に対応できます。

1532I アクセス ポイントは 2 GHz で 3 dBi のゲインおよび 5 GHz で 5 dBi のゲインの 3 つの統合デュ

アルバンド アンテナを搭載しています。

AP1532E（外部アンテナ）

1532E アクセス ポイントには 4 台の N 型 RF コネクタが装備されています。1532E はソフトウェアを

使用して、デュアル バンドまたはシングル バンド アンテナをサポートするように設定できます。デュ

アル バンド アンテナに対して設定された場合、装置底部のアンテナ ポート 1 および 2（図 1-2）が、

2.4 および 5 GHz 無線で MIMO 操作をサポートするために使用されます。Cisco Aironet 
AIR-ANT2547V-N または AIR-ANT2547VG-N の全方向性アンテナを使用すると、アンテナは、アク

セス ポイントに直接接続できます（図 2-16）。アンテナがリモートに設置されている場合は、適切な低

損失 RF ケーブルを使用する必要があります。

（注） 1532E アクセス ポイントをインストールする前に、アンテナの帯域モードが設定されていることを確

認します。

単一帯域アンテナ用に設定されている場合、アンテナ ポート 1 およびアンテナ ポート 2 は 2.4 GHz 無
線の MIMO 操作をサポートし、ポート 3 および 4（図 1-3）は 5 GHz 無線で MIMO をサポートしま

す。ソフトウェア設定の詳細については、『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide』を参

照してください。

複数の電源

1530 シリーズ アクセス ポイントでは、次の電源を使用できます。

• DC 電源：24-57 VDC

• Power over Ethernet (PoE)：詳細は「アクセス ポイントへの電源供給」（P.2-40）を参照してくだ

さい。

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
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ハードウェア機能
警告 本機器は、電力を供給する前に、お客様が準備した地線を使用して外部接地する必要があります。
アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してくださ
い。ステートメント 366

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしない
でください。ステートメント 1001

警告 装置は、必ず、IEC 60950 に基づいた安全基準の安全超低電圧（SELV）の要件に準拠する DC 電源
に接続してください。ステートメント 1033

警告 火災の危険性を抑えるため、必ず 26 AWG 以上の太さの電話線コードを使用してください。ステート
メント 1023

注意 PoE の複数の形式がサポートされます。PoE オプションおよび操作の対応するモードに関しては、

表 2-7 を参照してください。

注意 保護されていない屋外環境にパワー インジェクタを配置しないでください。水分がパワー インジェ

クタに侵入し、短絡および火災の原因になることが考えられます。

注意 アクセス ポイントを屋外または水に濡れたり湿度の多い場所に設置する場合は、National 
Electrical Code（NEC）の Article 210 で要求されているように、漏電遮断器（GFCI）付きで、ア

クセス ポイントに電力を供給する AC 分岐回路をアクセス ポイントに装備する必要があります。

パワー インジェクタ

1530 シリーズ アクセス ポイントは、以下のパワー インジェクタをサポートします。

• AIR-PWRINJ1500-2=：100～ 240 VAC 入力、屋内使用のみ

• AIR-PWRINJ4=：100～ 240 VAC 入力、屋内使用のみ

警告 火災の危険性を抑えるため、必ず 26 AWG 以上の太さの電話線コードを使用してください。ステート
メント 1023

注意 パワー インジェクタ（AIR-PWRINJR4- および AIR-PWRINJ1500-2=）は、屋内環境のみで使用し

てください。
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ハードウェア機能
注意 アクセス ポイントを屋外または水に濡れたり湿度の多い場所に設置する場合は、National 
Electrical Code（NEC）の Article 210 で要求されているように、漏電遮断器（GFCI）付きで、ア

クセス ポイントに電力を供給する AC 分岐回路をアクセス ポイントに装備する必要があります。

イーサネット（PoE）ポート

アクセス ポイントはイーサネット アップリンク ポートをサポートします（PoE-In）。アクセス ポイン

トのイーサネット アップリンク ポートは、RJ-45 コネクタ（耐候性）を使用してアクセス ポイントを 
10BASE-T、100BASE-T、または 1000BASE-T ネットワークにリンクします。イーサネット ケーブ

ルは、イーサネット データの送受信のほか、必要に応じてパワー インジェクタまたは適切に電源が供

給されるスイッチ ポートからのオプションのインライン電源の供給に使用します。

ヒント アクセス ポイントはイーサネットと電源の信号を感知して、ケーブル接続に合った内部回路に自動的

に切り替わります。

警告 火災の危険性を抑えるため、必ず 26 AWG 以上の太さの電話線コードを使用してください。ステート
メント 1023

イーサネット ケーブルには、シールド付きの屋外用カテゴリ 5e（CAT5e）以上の定格のものを使用し

てください。アクセス ポイントはイーサネットと電源の信号を感知して、ケーブル接続に合った内部

回路に自動的に切り替わります。

オプションのハードウェア

発注内容によっては、次のオプションのアクセス ポイント ハードウェアが付属品として出荷されます。

• 購入製品によっては外部アンテナ（使用可能な外部アンテナの情報については「AP1532E（外部

アンテナ）」（P.1-8）を参照してください）。

• 壁 /ポールのマウント ブラケット（AIR-ACC1530-PMK1 [=]）

• チルト機能がある壁面 /柱マウント ブラケット、スペアのみ（AIR-ACC1530-PMK2=）

• 街路灯電源タップ（AIR-PWR-ST-LT-R3P=）、AC/DC 電源アダプタとのみ機能します。

• パワー インジェクタ（AIR-PWRINJ1500-2=、AIR-PWRINJ4=）

• 1532 用 AP カバー /ソーラー シールド、スペアのみ（AIR-ACC1530-CVR=）

• AC/DC 電源アダプタ、スペアのみ（AIR-PWRADPT-1530=）

• 追加のケーブル グランド、電源コネクタ、アース ラグなどを含むスペア部品キット

（AIR-ACC1530-KIT1=）
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ネットワーク配置の例
ネットワーク配置の例
アクセス ポイントは、無線クライアント アクセスと、ポイントツーポイント ブリッジング、ポイント

ツーマルチポイント ブリッジング、およびポイントツーマルチポイント メッシュ無線接続に対応する

よう設計された無線デバイスです。アクセス ポイントは、別のアクセス ポイントにリンクして有線

ネットワーク接続にアクセスしたり、他のアクセス ポイントのリピータ動作を提供したりするための 5 
GHz のバックホール機能を備えています。

アクセス ポイントには、ルート アクセス ポイント（以下、RAP）、またはすべてのアクセス ポイント

のデフォルトの役割であるメッシュ（非ルート）アクセス ポイント（以下、MAP）という、無線が持

つ 2 つの主要な役割があります。アクセス ポイントがファイバまたは有線イーサネットで（スイッチ

を経由して）コントローラに接続されている場合、その無線の役割は RAP と呼ばれます。RAP である

と見なすには、アクセス ポイントが RAP として設定されている必要があります。RAP は、ブリッジ

ングまたはメッシュ ネットワークへの親ノードとなります。コントローラは、1 つ以上の RAP をサ

ポートでき、それぞれの RAP が同じ無線ネットワークまたは異なる無線ネットワークの親として機能

します。同じメッシュ ネットワークに複数の RAP を配備して、冗長性を確保することもできます。

RAP と MAP のどちらのアクセス ポイントも、2.4 GHz および 5 GHz 無線を使用して無線クライアン

トをサポートできます。5 GHz のクライアント アクセスはユニバーサル クライアント アクセスと呼ば

れます。

アクセス ポイントが有線イーサネットで（スイッチ経由で）コントローラに接続されていない場合、

その無線の役割は MAP と呼ばれます。MAP は、バックホール インターフェイスを介して他の MAP 
に無線接続され、 終的には、スイッチを経由してイーサネットでコントローラに接続された RAP に
接続されます。MAP は、ローカル LAN に有線イーサネットで接続して、その LAN のブリッジエンド 
ポイントとして機能することもできます（ポイントツーポイント ブリッジ接続またはポイントツーマ

ルチポイント ブリッジ接続を使用）。

無線バックホール

アクセス ポイントは、5 GHz の無線を使用する無線バックホール機能をサポートすることで、別のア

クセス ポイントをブリッジして、コントローラとの有線ネットワーク接続にアクセスします（図 1-7 
を参照）。この構成では、有線ネットワークに接続されているアクセス ポイントは、RAP と見なされ

ます。リモート アクセス ポイントは MAP と見なされ、無線クライアント トラフィックを RAP に転送

して、有線ネットワークへの転送を実現します。Control And Provisioning of Wireless Access Points
（CAPWAP）で制御されているトラフィックも、このブリッジ リンクを介して転送されます。

図 1-7 アクセス ポイントのバックホールの例
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第 1 章      概要

ネットワーク配置の例
ポイントツーポイント ブリッジング 
アクセス ポイントを使用すると、リモートネットワークを延長できます。それには、図 1-8 に示すよ

うに、5GHz のバックホール無線を使用して、2 つのネットワーク セグメントをブリッジングします。

イーサネット ブリッジングをサポートするには、コントローラで各アクセス ポイントのブリッジング

を有効にする必要があります。デフォルトでは、この機能はすべてのアクセス ポイントでオフになっ

ています。

無線クライアント アクセスもサポートされますが、高層ビル間をブリッジングする場合、2.4 GHz で
は無線範囲が制限されることがあるため、直接的な無線クライアント アクセスには適さない場合があ

ります。

図 1-8 アクセス ポイントのポイントツーポイント ブリッジングの例

アクセス ポイントは、Autonomous モードでポイントツーポイント ブリッジングをサポートできます。

この Autonomous モードでは、ブリッジングは 2.4 または 5 GHz 無線で実行できますが、両方では実

行できません。このモードでは、1 台のアクセス ポイントは、ルートとして指定され、もう一方は非

ルート ブリッジとして指定されます。

図 1-9 Autonomous モードのアクセス ポイントのポイントツーポイント ブリッジング

ポイントツーマルチポイント ブリッジング

アクセス ポイントを RAP として使用すると、複数のリモート MAP を、それらにアソシエートされた

有線ネットワークに接続することができます。デフォルトでは、この機能はすべてのアクセス ポイン

トでオフになっています。イーサネット ブリッジングをサポートするには、コントローラで各アクセ

ス ポイントのブリッジングを有効にする必要があります。無線クライアント アクセスもブリッジリン

クを介して提供できますが、高層ビル間をブリッジングする場合、2.4 GHz では無線範囲が制限される

ことがあるため、直接的な無線クライアント アクセスには適さない場合があります。図 1-10 に、アク

セス ポイントのポイントツーマルチポイント ブリッジングの例を示します。
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ネットワーク配置の例
図 1-10 アクセス ポイントツー マルチポイント ブリッジングの例

アクセス ポイントは、Autonomous モードでポイントツーマルチポイント ブリッジングをサポートで

きます。この Autonomous モードでは、ブリッジングは 2.4 または 5 GHz 無線で実行できますが、両

方では実行できません。このモードでは、1 台のアクセス ポイントは、ルートとして指定され、もう一

方は非ルート ブリッジとして指定されます。

図 1-11 Autonomous モードのアクセス ポイントツー マルチポイント ブリッジング
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ネットワーク配置の例
ポイントツー マルチポイント メッシュ ネットワーク

アクセス ポイントは、一般的にメッシュ ネットワーク構成に配置されます。一般的なメッシュ配置で

は、1 つ以上の RAP が、スイッチ経由でコントローラに有線ネットワーク接続されます。有線ネット

ワーク接続されない他のリモート MAP は、バックホール機能を使用して、有線ネットワークに接続さ

れている RAP への 適なリンクを選択します。メッシュ ネットワークでは、アクセス ポイント間のリ

ンクがバックホール リンクと呼ばれます。

インテリジェントな無線ルーティングは Adaptive Wireless Path Protocol（AWPP）によって提供され

ます。このプロトコルを使用することで、各 MAP はネイバー MAP を識別し、パスごとに信号の強度

とコントローラへのアクセスに必要なホップ数についてコストを計算して、有線ネットワークに接続さ

れている RAP までの 適なパスをインテリジェントに選択できるようになります。信号の強度でバッ

クホールで使用できるデータ レートが決まるため、信号の強度にはプライオリティが設定されていま

す。

図 1-12 は、MAP および RAP を使用した一般的なメッシュ構成を示しています。

図 1-12 アクセス ポイントを使用した一般的なメッシュ構成
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ネットワーク配置の例
レイヤ 3 ネットワーク動作

アクセス ポイントは、レイヤ 3 ネットワーク動作をサポートします。レイヤ 3 構成のアクセス ポイン

トとコントローラは IP アドレスおよび UDP パケットを使用し、大規模なネットワークでルーティング

が可能です。レイヤ 3 オペレーションは、拡張可能であり、シスコによって推奨されています。

図 1-13 は、アクセス ポイントやコントローラを含む一般的なレイヤ 3 無線ネットワーク構成を示して

います。

図 1-13 レイヤ 3 アクセス ポイントの一般的なネットワーク構成例
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C H A P T E R 2

アクセス ポイントの設置

この章では、1532 アクセス ポイントを取り付ける方法について説明します。この章は、次の項で構成

されています。

• 「アクセス ポイントの開梱」（P.2-2）

• 「工具およびハードウェア」（P.2-2）

• 「警告」（P.2-3）

• 「安全にお使いいただくための情報」（P.2-4）

• 「テスト環境での無線機器の損傷の回避」（P.2-6）

• 「取り付けに関するガイドライン」（P.2-7）

• 「アクセス ポイントの取り付け」（P.2-11）

• 「アンテナの取り付け」（P.2-28）

• 「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）

• 「アクセス ポイントへの電源供給」（P.2-40）

• 「アクセス ポイントへの電源供給」（P.2-40）

• 「アクセス ポイントの設定」（P.2-52）

• 「次の作業」（P.2-53）
2-1
イント ハードウェア インストレーション ガイド



 

第 2 章      アクセス ポイントの設置

アクセス ポイントの開梱
アクセス ポイントの開梱
アクセス ポイントを開梱するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 梱包箱を開いて、中味を慎重に取り出します。

ステップ 2 梱包資材をすべて箱に戻して保管しておきます。

ステップ 3 「パッケージの内容」に記載されているすべての品目が揃っていることを確認します。内容物が破損ま

たは不足している場合は、シスコの営業担当者にご連絡ください。

パッケージの内容

各 アクセス ポイント パッケージには次のアイテムが含まれています。

• 1530 シリーズ アクセス ポイント 1 台

• 2 ピン DC 電源コネクタ

• ロック ワッシャ付きアース ラグおよびネジ

• プラスチック製ケーブル グランドおよびゴム シール

• 耐候性テープおよび耐食密封剤

• シスコ製品のマニュアルおよびポインタ カード

工具およびハードウェア
1532 アクセス ポイントの取り付けに必要な工具および資材については、次を参照してください。

• 「オプションの工具および資材」（P.2-2）

• 「ユーザが用意するオプションの工具および資材」（P.2-3）

• 「警告」（P.2-3）

• 「警告」（P.2-3）

オプションの工具および資材

注文内容に応じて、次のオプション品が含まれます。

• 購入した製品によっては外部アンテナ（詳細は「アンテナ構成」（P.2-29）を参照）。

• オプションまたはスペアとして入手可能な壁面 /柱マウント ブラケット

（AIR-ACC1530-PMK1[=]）

• チルト機能がある壁面 /柱マウント ブラケット、スペアのみ（AIR-ACC1530-PMK2=）

• 1532 用 AP カバー /ソーラー シールド、スペアのみ（AIR-ACC1530-CVR=）

• AC/DC 電源アダプタ、スペアのみ（AIR-PWRADPT-1530=）

• 追加のケーブル グランド、電源コネクタ、アース ラグなどを含むスペア部品キット

（AIR-ACC1530-KIT1=）
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警告
• FIPS キット（AIRLAP-FIPSKIT=）

• 避雷器キット（AIR-ACC245LA-N=）

ユーザが用意するオプションの工具および資材

ユーザが用意する工具および資材は、次のとおりです。

• アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付の Panduit CT-720） 

• 6 AWG の銅製アース線

• 10 mm 開放端またはボックス レンチ

• 13 mm のメガネ レンチまたはソケット セット

• 33 mm および 28 mm ソケットまで開く調整レンチ

• 大型マイナス ドライバまたはプラス ドライバ（ポート プラグ用）

• DC 電源コネクタ用の小型マイナス ドライバ

• オプションの屋外用シールド タイプ イーサネット ケーブル（CAT5e 以上、直径 0.20 ～ 0.35 イン

チ（0.51 ～ 0.89 cm））

• オプションのイーサネット用 RJ-45 コネクタと取り付けツール

• オプションの直径 0.20 ～ 0.35 インチ（0.51 ～ 0.89 cm）のシールド付き屋外用 DC 電源ケーブル

• 地域の規制によって必要となるオプションの接地棒

• オプションのはしご、電動リフト、ロープ、またはその他の必要な工具

警告
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、または Cisco.com で入手可能な安

全上の警告についてのマニュアルに含まれています。Cisco.com にあるドキュメントを参照する方法に

ついては、付録 A「翻訳版の安全上の警告」の説明を参照してください。 

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存しておいてください。

警告 この装置の設置は、設置手順ごとに訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。設置者は、
地方自治体および監査部によって要求された設置の構造的完全性に対する地方または国の安全検査を
実施する責任があります。

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
ていないユニットを使用しないでください。ステートメント 364
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

安全にお使いいただくための情報
警告 指定したケーブル グランドで使用される、このインストール ガイドで指定したケーブルは、湿気侵入
から Type 4/IP67 ラックを保護します。代替ケーブルを使用する場合は、ケーブルのサイズ（OD）
がケーブル グランドの許容範囲を満たすことを確認する必要があります。

警告 本機器は、電力を供給する前に、お客様が準備した地線を使用して外部接地する必要があります。
アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してくださ
い。ステートメント 366

警告 設置手順を読んでから、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 本製品の 終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 
1040

安全にお使いいただくための情報
この項のガイドラインに従って、アクセス ポイント を正しく操作し、安全に使用してください。

FCC 安全基準

FCC は、ET Docket 96-8 での決定により、FCC 認証機器が放射する RF 電磁エネルギーに人体が晒さ

れる場合の安全基準を採択しています。承認済みの Cisco Aironet アンテナを使用する場合、Cisco 
Aironet 製品は、OET-65 および ANSI C95.1、1991 に明記されている非制御製品の環境に対する制限

事項を満たしています。この文書の指示に従ってこの無線装置を適切に操作すると、ユーザへの照射は 
FCC 推奨限界値よりもかなり低く抑えられます。

安全上の注意

警告 無線周波数（RF）被曝の限界値に準拠するために、アンテナは人体から 20cm 以上離して配置して
ください。ステートメント 339

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしない
でください。ステートメント 1001

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。
ステートメント 1022
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

安全にお使いいただくための情報
警告 火災の危険性を抑えるため、必ず 26 AWG 以上の太さの電話線コードを使用してください。ステート
メント 1023

警告 この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。すべての接続を取り外し、装置の電源
を遮断する必要があります。ステートメント 1028

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 装置は、必ず、IEC 60950 に基づいた安全基準の安全超低電圧（SELV）の要件に準拠する DC 電源
に接続してください。ステートメント 1033

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを 初に接続し、 後に取り外します。ステートメント 
1046。

警告 送電線またはその他の電灯 /電力回線に近い場所や、これらの回線に接触する可能性のある場所に、
アンテナを設置しないでください。アンテナを設置するときには、死傷事故のおそれがあるので、こ
れらの回線に絶対に接触しないよう十分に注意する必要があります。アンテナの適切な設置および
アース接続の手順については、国および地域の規定を参照してください（たとえば、NFPA 70、
National Electrical Code, Article 810（米国）。Canadian Electrical Code, Section 54（カナ
ダ））。ステートメント 1052

注意 電源コードを接続または遮断する前に、適切な遮断装置を使用して電源コードから電源を取り外し

てください。

安全を確保し、適切に設置するために、次の安全に関する注意事項を読み、その指示に従ってくださ

い。

• 安全性とパフォーマンスを念頭に置いて、取り付け場所を決定します。電力線と電話回線は類似し

ていることに注意してください。どのような架空線であっても、感電事故の危険性があると見なす

ようにします。

• 電力会社にお問い合わせください。設置計画について打ち合わせて、設置案を実際に見て確認する

よう依頼してください。

• 取り付けを開始する前に、取り付け手順を綿密に計画します。マストやタワーを正常に構築できる

かどうかは、作業の連携に大きく依存します。各作業員はそれぞれ特定のタスクを受け持ち、その

タスクの内容とタイミングを認識している必要があります。1 人の作業員が作業の責任者となって

指示を出し、トラブルの兆候がないかをモニタします。

• アクセス ポイントおよびアンテナの設置時は、次のことに注意してください。

– 金属製のはしごを使用しない。 

– 雨の日や風の強い日には作業しない。
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

テスト環境での無線機器の損傷の回避
– 適切な衣服を着用する。靴底とかかと部分がゴム製の靴、ゴム製の手袋、および長袖のシャツ

またはジャケットを着用する。

• アクセス ポイントは、ロープを使用して持ち上げます。組み立て部品が落下しかけた場合は、そ

の場所から離れ、部品をそのまま落としてください。

• アンテナ システムの一部が電力線に接触した場合は、その部分に触ったり自分で取り除こうとし

たりしないでください。現地の電力会社にお問い合わせください。電力会社の担当者が安全に取り

除きます。

事故が発生した場合は、ただちに有資格者に連絡してください。

テスト環境での無線機器の損傷の回避
屋外ユニット（ブリッジ）の無線機器は、屋内ユニット（アクセス ポイント）よりも送信電力レベル

が高く設定されています。リンク内で高電力無線をテストする場合は、受信機の 大受信入力レベルを

超えないようにする必要があります。通常の動作範囲を超えると、パケット エラー率（PER）のパ

フォーマンスが低下します。より高いレベルでは、受信機が恒久的に損傷を受けるおそれがあります。

受信機への損傷および PER の低下を防ぐには、次のいずれかの技術を使用します。

• 受信機への損傷を避けるには、全方向性アンテナ間の距離を 2 フィート（0.6 m）以上離し、PER 
の低下を避けるには、25 フィート（7.6 m）以上離します。

（注） これらの距離は、自由空間パス損失を想定しているため、控えめに設定されています。実際の

導入において、見通しがよい場合には、損傷および性能低下を防ぐために必要な距離を短くす

ることができます。

• 設定された送信電力を、 小レベルに変更します。

• 方向性アンテナを使用し、相互に離して設置します。

• アンテナ、コンバイナ、またはスプリッタを組み合わせて使用し、アンテナの総減衰量が 60 dB 以
上になるように無線を配線します。

放射テスト ベッドにおける送信電力、アンテナ ゲイン、減衰、および受信感度の関係は、次の式に

よって表されます。

txpwr + tx gain + rx gain - [attenuation due to antenna spacing] < max rx input level
Where:
txpwr = Radio transmit power level
tx gain = transmitter antenna gain
rx gain = receiver antenna gain

伝導テスト ベッドにおける送信電力、アンテナ ゲイン、および受信感度の関係は、次の式によって表

されます。

txpwr - [attenuation due to coaxial components] < max rx input level

注意 どのような場合でも、RF 減衰器を使用せずに 1 つのアクセス ポイントから別のアクセス ポイント

のアンテナ ポートに接続しないでください。アンテナ ポート間を接続する場合は、 大存続可能受

信レベルである 0 dBm を超えないようにする必要があります。0 dBm を超えると、アクセス ポイ

ントが損傷を受けるおそれがあります。総減衰量が 60dB 以上の減衰器、コンバイナ、およびスプ

リッタを使用すると、受信機が損傷したり、PER パフォーマンスが低下したりすることはありませ

ん。
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

取り付けに関するガイドライン
取り付けに関するガイドライン
アクセス ポイントは無線デバイスであるため、スループットと範囲の低下をもたらす一般的な干渉の

影響を受けやすい性質があります。 高のパフォーマンスを得るため、次の基本ガイドラインに従って

ください。

• Cisco メッシュ ネットワークの計画と初期構成については、『Cisco Wireless Access Points, Design 
and Deployment Guide, Release 7.3』を参照してください。

• 屋外無線 LAN デバイスの設置と操作については、
http://www.cisco.com/en/US/partner/prod/collateral/routers/ps272/data_sheet_c78-647116_ps1145
1_Products_Data_Sheet.html で入手可能な FCC ガイドラインを参照してください。

• 設置を開始する前に、サイト調査を行います。

• アクセス ポイントとの間の無線信号を妨げる建造物、樹木、または丘がないエリアにアクセス ポ
イントを設置します。

• アクセス ポイントはどの高さにでも設置できますが、 高のスループットを得るには、すべての

アクセス ポイントを同じ高さに取り付ける必要があります。地上の無線クライアントをサポート

できるようにするため、アクセス ポイントを 40 フィート以下の高さに取り付けることを推奨しま

す。

（注） パス ロスの計算とアクセス ポイントの設置間隔の決定については、RF 計画の専門家に相談してくださ

い。

サイト調査

ネットワーク アプリケーションごとに特有の設置方法があります。複数のアクセス ポイントを設置す

る前に、サイト調査を実行してネットワーク コンポーネントの 適な使用方法を決定し、範囲、カバ

レッジ、およびネットワーク パフォーマンスを 大限高める必要があります。

サイト調査によって、ネットワークを動作させる前に問題が明らかになり、解決できる場合がありま

す。802.11a/b/g/n は免許不要のスペクトルで動作するため、802.11 信号を低下させる可能性がある、

他の 802.11a 無線デバイス（特にマルチテナントの建物において）からの干渉源が存在することがあり

ます。サイト調査によって、そうした干渉が配置時に存在するかどうかを確認できます。

適切なサイト調査には、メッシュ リンクの一時的なセットアップや、アンテナの計算が正確かどうか

を判別する測定などが含まれます。正しい場所とアンテナの種類を判別してから、ドリルで穴を開けて

ケーブルや取り付け機器の配線を行います。

サイト調査を実施する際は、次の動作条件および環境条件を考慮してください。

• データ レート：感度と範囲は、データ ビット レートに反比例します。無線範囲は、動作可能な

データ レートが も低いときに 大になります。無線データが増加すると受信感度が低下します。

• アンテナのタイプと配置：無線範囲を 大化するには、アンテナの適切な設定が不可欠です。一般

に、範囲はアンテナの高さに比例して広くなります。ただし、位置が高すぎると、その他の未認可

無線システムからの干渉を受けやすくなり、地上に対する無線カバレッジが減少するため、アンテ

ナを必要以上に高い位置に取り付けないでください。

• 物理的な環境：閉鎖または密集した場所よりも、見通しのよい開かれた場所のほうが無線範囲は広

くなります。

• 障害物：建造物、樹木、丘などの物理的な障害物があると、無線デバイスのパフォーマンスが低下

します。送信アンテナと受信アンテナの間に障害物がある場所には、デバイスを配置しないでくだ

さい。
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取り付けに関するガイドライン
• ワイヤレス リンクの距離はどのくらいか ?

• 以前にサイト調査を行ったか ?

• アクセス ポイント間に障害物のないフレネル ゾーンまたは無線の見通し線はあるか ?

• リンク内での 小の許容データ レートは ?

• 正しいアンテナがあるか（複数のアンテナ提供時）?

• 両方のメッシュ サイトの場所にアクセスできるか ?

• （必要であれば）適切な権限はあるか ?

• 適正な安全手順と方法に従っているか ?

• 現場に行く前にアクセス ポイントを設定したか ?設定やデバイスの問題を先に解決しておくと、作

業は常に楽になります。

• 調査を実行するための適切なツールや機器があるか ?

取り付けを開始する前に

取り付け作業を開始する前に

• サイト調査が完了していることを確認します。

• ネットワーク インフラストラクチャ デバイスが稼働し、適切に設定されていることを確認します。

• コントローラがスイッチのトランク ポートに接続されていることを確認します。

• アクセス ポイントに接続するために、スイッチがタグなしのアクセス ポートで設定されているこ

とを確認します。

• オプション 43 が設定された DHCP サーバにアクセス ポイントが到達可能であることを確認する

か、アクセス ポイント内のコントローラ情報を手動で設定します（詳細については、「DHCP オプ

ション 43 の設定」（P.F-1）を参照してください）。

• アクセス ポイントの設置コンポーネントを確認しておきます（「アクセス ポイントの設置コンポー

ネントの確認」（P.2-8）を参照）。

アクセス ポイントの設置コンポーネントの確認

アクセス ポイントは、高いビルの屋根の突出部や街灯柱などの屋外環境に設置するよう設計されてい

ます。次の図を慎重に確認して、システム コンポーネント、コネクタ、インジケータ、ケーブル、シ

ステムの相互接続、およびアースについて理解してください。

• 一般的なアクセス ポイント設置におけるコンポーネント（図 2-1 を参照）

• 電柱への取り付け（図 2-2 を参照）

• 街路灯の電源タップへの取り付け、AC/DC 電源アダプタでのみ機能（図 2-3を参照）。このタイプ

の導入には代替 AP の取り付けキットが必要であることに注意してください。詳細については、ア

クセス ポイントの取り付けを参照してください。

（注） このマニュアルの図では、アクセス ポイントで使用可能なすべての接続を示してあります。未使用の

接続はコネクタ プラグを装着して密閉し、アクセス ポイントの防水構造を保ってください。コネクタ

の開放部に使用するケーブル グランドが用意されており、アクセス ポイントの配置前でも配置後でも

取り付けできます。
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取り付けに関するガイドライン
図 2-1 一般的なアクセス ポイント設置におけるコンポーネント

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

1 建物の屋根の突出部 6 地面

2 シールド付き屋外用イーサネット

（CAT5e 以上）ケーブル1

1. ユーザ側で用意。

7 電源コード

3 水きり用ループ 8 パワー インジェクタ

4 6 AWG のアース線 1 9 シールド付きイーサネット ケーブル

（CAT5e 以上）1

5 接地棒 1 10 コントローラ（スイッチを経由）

35
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取り付けに関するガイドライン
図 2-2 標準柱マウント インストール 

図 2-3 街路灯の電源タップ アダプタの取り付け

1 1532 シリーズ アクセス ポイント モデル 
AIR-CAP1532E-x-K9

3 取り付けブラケット（柱取り付けキットに付

属）

2 4 つの M6 AP 取り付け穴およびキーホール 
スロットの 1 つ

4 ステンレス スチール製の取り付けストラップ

（柱取り付けキットに付属）

5 支柱（木製、金属製、またはファイバグラス

製）

2 インチ ～ 8 インチ （50 mm ～ 203 mm）の

直径

5

4

1

2

3

96
2

1

2

3AC/DC
Adapter
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

アクセス ポイントの取り付け
アクセス ポイントの取り付け
この項では、アクセス ポイントを設置する方法について説明します。アクセス ポイントを設置する担

当者は、無線アクセス ポイントとブリッジ技術、および接地方法を理解している必要があります。

注意 壁面にアクセス ポイントを取り付けるためのすべての設置方法は、各管轄地域で許可された方法に

する必要があります。

設置オプション

1530 シリーズ アクセス ポイントは、壁、柱、またはタワーに設置できます。固定取り付けキット

（AIR-ACC1530-PMK1=）およびピボット取り付けキット（AIR-ACC1530-PMK2）の 2 種類のオプ

ションの取り付けキットがあります。

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 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

アクセス ポイントの取り付け方向

アクセス ポイントを水平または垂直な面に取り付けるとき、LED インジケータのある面が下向きにな

る方向でアクセス ポイントを取り付けるようにします。この位置に取り付けると、アクセス ポイント

直下の地上から LED を確認できます。

また、アクセス ポイントが、すべてのアンテナ ポートおよびコンソール ポートが将来の使用のために

確実にアクセス可能であるように設置されていることを確認する必要があります。

（注） 全方向性アンテナは、放射電波が垂直偏波なので垂直方向に取り付ける必要があります。

固定取り付けキットを使用してアクセス ポイントを壁に取り付ける

オプションの固定取り付けキットには、壁面取り付けまたは柱取り付け用の取り付けブラケットが含ま

れます。取り付けブラケットをテンプレートとして使用し、設置用の取り付け穴の位置に印を付けるこ

とができます。準備が整ったら取り付けプレートを設置し、アクセス ポイントを取り付けます。表 2-1 
には、固定取り付けキットの他に用意する必要がある資材がリストされています。

1 屋外照明コントロール 3 6 AWG のアース線

2 AC/DC 電源アダプタ
2-11
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

アクセス ポイントの取り付け
表 2-1 アクセス ポイントを垂直壁面に取り付けるために必要な資材

注意 取り付け面、付属のねじ、およびオプションのウォール アンカーには、22.7 kg（50 ポンド）

の静止耐荷重が必要です。

垂直壁面にアクセス ポイントを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 取り付けブラケットをテンプレートとして使用し、取り付け面の 4 つのネジ穴の位置に印を付けます。

取り付けブラケットのネジ穴の位置については、図 2-4 を参照してください。取り付けスロット穴を使

用してユニットを壁に取り付けます。

アクセス ポイントを垂直壁面に取り付けるために必要な資材 キットに

付属

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属） Yes

壁面マウント ブラケット Yes

M6 × 12 mm の六角ボルト x 4 Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（2"–5"、51 mm 
– 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（5"–8"、127 mm 
– 203 mm で調整可能）

Yes

アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付きの Panduit 
CT-720）（http://www.panduit.com）

No

壁面取り付けねじ x 4 No

ウォール アンカー x 4（すべての材質に適したもの） No

ウォール アンカー用ドリル ビット No

電動ドリルと標準的なドライバ No

#6 AWG アース線 No

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上） No

アース ブロック No

接地棒 No

10 mm のメガネ レンチまたはソケット セット No
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-4 壁および柱取り付け用の取り付けブラケット

ステップ 2 ユーザが用意した 4 つのネジとオプションのネジ アンカーを使用して、マウント プレートを取り付け

面に取り付けます。

（注） 化粧しっくい、セメント、またはドライウォールの壁面には、必要に応じて、適切なネジ アンカーお

よび屋外仕様の合板の背板を使用してアクセス ポイントを取り付けます。

図 2-5 取り付けブラケットの寸法

1 クイックマウント用キーホール スロット

（AP 用）

2 取り付けスロット（バンド クランプで使用）

3 ブラケット取り付け穴（直径 1/4" または 6 
mm までのボルトを使用）

34
78

52

1

2

3
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

アクセス ポイントの取り付け
ステップ 3 アクセス ポイントの背面の 4 つのサポート ボルト穴のそれぞれに M6 x 12 mm ボルトを取り付けます。

ボルトは完全に閉めるのではなく、0.13 インチ（3.3 mm）ほどのすき間を空けてください。

ステップ 4 アクセス ポイント上の 4 つのボルトを取り付けブラケット上のキーホール スロットに配置します。

ステップ 5 クイック マウント ノッチにしっかり固定されるまでアクセス ポイントをスライドさせます。

ステップ 6 10mm レンチを使用して、40 lb-in までのトルクでブラケットにボルトを締め付け、AP をブラケット

に固定します。

ステップ 7 「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）に進みます。

固定取り付けキットを使用してアクセス ポイントを柱に取り付ける

オプションの固定取り付けキットには、壁取り付けまたは柱取り付け用の取り付けブラケットが含まれ

ます。このキットは柱、マストまたは街路灯にアクセス ポイントを取り付けるために使用できます。

このキットは、直径が 2 ～ 8 インチの金属製、木製、またはファイバーグラス製の柱に使用できます。

表 2-2 AP を垂直柱に取り付けるために必要な資材

アクセス ポイントを垂直の支柱や街路灯に取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アクセス ポイントを取り付ける支柱上の位置を選択します。アクセス ポイントは 2 ～ 8 インチ（5.1 ～ 
20.1 cm）の直径を持つ任意の柱に取り付けることができます。

（注） 街路灯電源タップ アダプタを使用する場合は、屋外照明コントロールの 3 フィート（1 m）以

内にアクセス ポイントを配置します。AC/DC アダプタは、街路灯のパワー タップで使用する

必要があります。

ステップ 2 柱の直径に基づいて、どのサイズのバンド クランプが必要か判断します。2 つのクランプを取り付けス

ロットの上部および底部のセットを通してスライドさせ（図 2-4 を参照）、ブラケットを柱に取り付け

ます。

AP を垂直柱に取り付けるために必要な資材 キットに

付属

壁面マウント ブラケット x 1 Yes

M6 x12mm の六角ボルト x 4 Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（2"–5"、51 ～ 
127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（5"–8"、127 ～ 
203 mm で調整可能）

Yes

10 mm メガネ レンチ No

屋外定格のシールド付きイーサネット ケーブル No

アース ラグ（アクセス ポイントに付属） Yes

グラウンド ブロックとロッド No

アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付きの Panduit 
CT-720）（http://www.panduit.com）

No

#6 AWG アース線 No
2-14
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J



 

第 2 章      アクセス ポイントの設置

アクセス ポイントの取り付け
ステップ 3 バンド クランプを柱の周りに取り付けて、ブラケット上の 2 番目の上部および底部の取り付けスロッ

トのセットにスライドさせます。クランプを軽く締めます。ブラケットが柱から落ちない程度の力で締

めます。

ステップ 4 アクセス ポイントの背面横の 4 つのボルト穴のそれぞれに M6 ボルトを取り付けます。ボルトは完全

に締めないでください。0.13"（3.3mm）の間隔を保つようにしてください。

ステップ 5 アクセス ポイント上の 4 つのボルトをブラケット キーホール スロットに配置します。アクセス ポイン

トがスロットに正しく設置されているかどうかを確認してください。（図 2-6 を参照）

（注） アクセス ポイントは、地上から見えるように LED が底部に来るよう配置する必要があります。

ステップ 6 10 mm レンチを使用して、アクセス ポイントをブラケットに接続する 4 つのボルトを 40 lbf-in のトル

クで締めます。

ステップ 7 アクセス ポイントを 終的な場所に配置します。アクセス ポイントが柱からスライドしないようにレ

ンチでバンド クランプを締めます。クランプが固定されていて AP が動かないことを確認します。

ステップ 8 「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）に進みます。
2-15
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-6 柱に設置された AP および固定取り付けキット

35
14

92

1

3

4

2

1 4 つの M6 AP 取り付け穴およびキーホール 
スロットの 1 つ

2 メタル バンド ストラップ

3 取り付けスロット 4 支柱
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アクセス ポイントの取り付け
ピボット取り付けキットを使用してアクセス ポイントを壁に取り付ける

オプションのピボット取り付けキットには、壁面または柱取り付け用の取り付けブラケットが含まれま

す。このキットを使用して、アクセス ポイントに多少動く余裕を与えながら壁面に取り付けることが

できます。このブラケットは、金属、木材、またはファイバーグラスの表面をサポートします。

図 2-7 ピボット取り付けキット

1 AP の取り付け穴 2 壁面取り付けおよびバンド クランプ用のス

ロット。

3 壁面マウント ブラケット。

35
14

93

1 2

3
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-8 ピボット取り付けキットの寸法

表 2-3 ピボット取り付けキットを使用した壁面への取り付け用の資材

ピボット取り付けキットを使用して AP を垂直の壁に取り付

けるために必要な資材

キットに

付属

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属） Yes

ピボット取り付けキットおよびハードウェア Yes

M6 × 12 mm の六角ボルト x 8 Yes

オプションの水平マウント用のアダプタ ブラケット Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（2"–5"、51 mm 
– 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（5"–8"、127 mm 
– 203 mm で調整可能）

Yes

アース ラグ用の圧着工具（CD-720-1 ダイ付きの Panduit 
CT-720）（http://www.panduit.com）

No

壁面取り付け用のネジ x 4（ 大 6mm） No

ウォール アンカー x 4（すべての材質に適したもの） No

ウォール アンカー用ドリル ビット No

電動ドリルと標準的なドライバ No

#6 AWG アース線 No

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上） No

アース ブロック No

接地棒 No

35
20

00

100
3.94

28
1.10

56
2.20

 2x M8 THRU 

 4X 6.5MM THRU 

17.10
.67

[4.0]
.16
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-9 ピボット取り付けキットを使用して壁面に取り付けられた AP

注意 取り付け面、付属のねじ、およびオプションのウォール アンカーには、22.7 kg（50 ポンド）の静

止耐荷重が必要です。

垂直壁面にアクセス ポイントを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ピボット キットを分解していない場合は実行します。

ステップ 2 取り付けブラケットをテンプレートとして使用し、取り付け面の 4 つのネジ穴の位置に印を付けます。

取り付けブラケットのネジ穴の位置（ 大のネジ穴 6 mm）については図 2-7 を参照してください。

ステップ 3 ユーザが用意した 4 つのネジとオプションのネジ アンカーを使用して、マウント プレートを取り付け

面に取り付けます。

（注） 化粧しっくい、セメント、またはドライウォールの壁面には、必要に応じて、適切なネジ アンカーお

よび屋外仕様の合板の背板を使用してアクセス ポイントを取り付けます。

ステップ 4 ブラケット プレートの穴をアクセス ポイント後部の穴に合わせます。

ステップ 5 M8 x12 mm ボルトをアクセス ポイントおよびマウント ブラケットの後部にある 4 つのボルト穴のそれ

ぞれに（10 mm ボックスレンチまたはソケットを使用、ボルトへのトルクは 40 lbf-in）取り付けます。

13 mm メガネ レンチまたはソケット セット No

10 mm メガネ レンチ No

ピボット取り付けキットを使用して AP を垂直の壁に取り付

けるために必要な資材

キットに

付属

35
13

22
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ステップ 6 長いボルトおよびピボット ブラケットに付属するハードウェアを使用して、AP およびマウント ブラ

ケットを、壁にマウントされたブラケットにボルトで取り付けます（このアセンブリの組み立て図につ

いては図 2-11 を参照してください）。

ステップ 7 AP を目的の位置まで回転させ、ボルトを締めます（13 mm レンチを使用）。

ステップ 8 「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）に進みます。

ピボット取り付けキットを使用してアクセス ポイントを柱に取り付ける

オプションのピボット取り付けキットには、壁取り付けまたは柱取り付け用の取り付けブラケットが含

まれ、柱取り付け用のクランプも付属します。このキットは柱、マストまたは街路灯にアクセス ポイ

ントを取り付けるために使用できます。このキットは、直径が 2 ～ 8 インチの金属製、木製、または

ファイバーグラス製の柱に使用できます。

図 2-10 柱取り付けクランプ付きのピボット取り付けキット

1 アクセス ポイントの取り付け穴 2 バンド クランプ用スロット（バンド クラン

プは付属しますがこの図には表示されていま

せん）。（図 2-12 を参照してください）。

3 ポール マウント クランプ。これは 3 インチ

（76mm）までの範囲の柱に固定できます。

1

2

3
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-11 ピボット取り付けキットの組み立て図

表 2-4 AP をピボット取り付けキットで垂直の柱に取り付けるために必要な資材

1

2

3

4

5

1 90.0 mm の M8 ネジ 2 M8 ワッシャ

3 M8 バネ座金 4 M8 ナット

5 ワッシャおよびバネ座金が付属する 80.0 mm 
M8 ネジ

必要な資材 キットに

付属

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属） Yes

ピボット取り付けキットおよびハードウェア Yes

M6 x 12 mm の六角ボルト x 8 Yes

オプションの水平マウント用のアダプタ ブラケット Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（2"–5"、51 mm 
– 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（5"–8"、127 mm 
– 203 mm で調整可能）

Yes
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アクセス ポイントの取り付け
アクセス ポイントを垂直の支柱や街路灯に取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アクセス ポイントを取り付ける支柱上の位置を選択します。アクセス ポイントは 2 ～ 8 インチ（5.1 ～ 
40.6 cm）の直径を持つ任意の柱に取り付けることができます。

（注） 街路灯電源タップ アダプタを使用する場合は、屋外照明コントロールの 3 フィート（1 m）以内にアク

セス ポイントを配置します。

ステップ 2 1 組の調整可能なバンド クランプまたはネジ クランプ（ネジ クランプは直径 3 インチ以下の柱に使用

できます）を使用してピボット ブラケットの基部を柱に取り付けます。

ステップ 3 必要に応じて、金属製ストラップを締める前に、支柱クランプ ブラケットを支柱に設置します。金属

製のバンドを、ブラケット基部が柱からスライドしない程度の強度で締めます。アクセス ポイントが

配置された後にバンドをしっかり締め付けます。

ステップ 4 ブラケット プレートの穴をアクセス ポイント後部の穴に合わせます。

ステップ 5 M8 x12 mm ボルトをアクセス ポイントおよびマウント ブラケットの後部にある 4 つのボルト穴のそれ

ぞれに（10 mm ボックスレンチまたはソケットを使用、ボルトへのトルクは 40 lbf-in）取り付けます。

（図 2-11 を参照）。

（注） アクセス ポイントは、地上から見えるように LED が底部に来るよう配置する必要があります。

ステップ 6 ブラケットを AP と柱上のブラケットに取り付けます。組み立て図に示すように、これには長いネジを

使用します。図 2-11 を参照してください。

ステップ 7 AP を目的の位置に配置してボルトを締め、柱上のクランプを締めます。AP はボルトを緩めて締め直

すことで 終的な位置に再配置することができます。

アース ラグ用の圧着工具 Panduit CT0720（CD-720-1 ダイ

付き）（http://www.panduit.com）

No

壁面取り付け用のネジ x 4（ 大 6mm） No

ウォール アンカー x 4（すべての材質に適したもの） No

ウォール アンカー用ドリル ビット No

電動ドリルと標準的なドライバ No

#6 AWG アース線 No

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上） No

アース ブロック No

接地棒 No

13 mm メガネ レンチまたはソケット セット No

10 mm メガネ レンチ No

必要な資材 キットに

付属
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-12 マウントされた AP ピボット

ステップ 8 「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）に進みます。

オプションの水平マウント プレートでアクセス ポイントを水平に取り付け
る

ピボット柱取り付けキットには、水平に取り付けるための AP ラックのオプションを可能にするプレー

トも含まれます（図 2-13を参照）。

表 2-5 AP をピボット取り付けキットで垂直の柱に取り付けるために必要な資材

1 ボルトの付けられたブラケット取り付け穴 2 取り付けスロット

3 支柱 4 メタル バンド取り付けストラップ。

メタル バンドの代わりにクランプを使用する

キットに関しては、図 2-10 を参照してくだ

さい。

34
78

53

1

2

3

4

必要な資材 キットに

付属

アース ラグとネジ（アクセス ポイントに付属） Yes

ピボット取り付けキットおよびハードウェア Yes

M6 x 12 mm の六角ボルト x 8 Yes

オプションの水平マウント用のアダプタ ブラケット Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（2"–5"、51 mm 
– 127 mm で調整可能）

Yes

ステンレス スチール製バンド クランプ x 2（5"–8"、127 mm 
– 203 mm で調整可能）

Yes

アース ラグ用の圧着工具 Panduit CT0720（CD-720-1 ダイ

付き）（http://www.panduit.com）

No
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アクセス ポイントの取り付け
ステップ 1 前述の手順に示されるように、ピボット ブラケットを壁または柱に取り付けます。

ステップ 2 4 本の M6 x 12 mm ボルトを使用して、水平アダプタ プレートをブラケット マウント プレートに取り

付けます。

ピボット ブラケット マウント プレートはアクセス ポイントに直接取り付けないでください。

ステップ 3 残りの 4 つの M6 x 12 mm ボルトを使用して、水平マウント プレートのもう一方の側を AP に取り付

けます。組み立て図については、図 2-14 を参照してください。

ステップ 4 10 mm レンチまたはソケットを使用して、M6 ボルトすべてを 40 lbf-in（4.5 Nm）で締めます。

ステップ 5 アクセス ポイントを必要に応じて配置して、13 mm レンチまたはソケットを使用して取り付けキット

のボルトを締めます。

壁面取り付け用のネジ x 4（ 大 6mm） No

ウォール アンカー x 4（すべての材質に適したもの） No

ウォール アンカー用ドリル ビット No

電動ドリルと標準的なドライバ No

#6 AWG アース線 No

シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上） No

アース ブロック No

接地棒 No

13 mm メガネ レンチまたはソケット セット No

10 mm メガネ レンチ No

必要な資材 キットに

付属
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-13 オプションの水平マウント プレートを使用して水平に取り付けられたアクセス ポイント
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アクセス ポイントの取り付け
図 2-14 水平に配置されたアクセス ポイントの組み立て図

1

2

3

4

1 ピボット ブラケット。柱または壁に設置でき

ます。

2 水平マウント プレート

3 ピボット ブラケットに水平マウント プレー

トを取り付けるためのネジ穴

4 アクセス ポイントに水平マウント プレート

を取り付けるためのネジ穴
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AP カバーとなるソーラー シールド（AIR-ACC1530-CVR=）の設置

（

AP カバーとなるソーラー シールド
AIR-ACC1530-CVR=）の設置

AP のカバーとなるソーラー シールド（AIR-ACC1530-CVR=）をオプションで取り付けることができ

ます。

（注） カバーは、すべての接続が確立する前または後に設置できます。リモートのケーブル アンテナが設置

されている場合が唯一の例外となります。この場合、アンテナ ケーブルが AP に取り付けられる前に

シールドを設置する必要があります。

図 2-15 ソーラー シールドの取り付け

35
19

99

1

2
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アンテナの取り付け
ステップ 1 図 2-15 で示されるようにカバーを AP の上にスライドさせあす。

ステップ 2 カバーの各側の 2 つの穴を、AP の対応する側のネジ穴と位置を合わせます。

ステップ 3 #8-32 ネジをカバーのネジ穴に通して AP に取り付けます。10 lb-in で締めます。

アンテナの取り付け
表 2-6 は、1532 アクセス ポイントによってサポートされるアンテナを示し、各モデルに対して必要な

数を提供しています。

これらのアンテナの取り付けの説明および詳細情報については、以下の適切なドキュメントを参照して

ください。

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

アンテナを取り付けるときは、安全に関する注意事項に従います。安全性については、「アンテナを取

り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照してください。

サードパーティ製アンテナ

シスコは、サードパーティ製アンテナをサポートしません。サードパーティ製アンテナの RF 接続とコ

ンプライアンスについてはお客様の責任となります。シスコは、サードパーティ製アンテナを推奨して

おらず、Cisco Technical Assistance Center ではサードパーティ製アンテナに対していかなるサポート

も提供できません。シスコの FCC Part 15 コンプライアンスは、シスコのアンテナまたはシスコのアン

テナと同じ設計とゲインを持つアンテナでのみ保証されます。

1 ソーラー シールド 2 4 本の #8-32 ネジのうち 2 本

表 2-6 1532 アクセス ポイントのサポートされる外部アンテナ

製品 ID 周波数帯域 ゲイン タイプ

AIR-ANT2547VG-N 2.4 / 5 GHz 4 / 7 dBi 全方向（グレー）

AIR-ANT2547V-N 2.4 / 5 GHz 4 / 7 dBi 全方向（白）

AIR-ANT2588P3M-N= 2.4 / 5 GHz 4 / 7 dBi 全方向性

AIR-ANT2588P3M-N 2.4 / 5 GHz 8 / 8 dBi 指向性

AIR-ANT2450V-N 2.4 GHz 5 dBi 全方向性

AIR-ANT2480V-N 2.4 GHz 8 dBi 全方向性

AIR-ANT2413P2M-N= 2.4 GHz 13 dBi 指向性

AIR-ANT5180V-N 5 GHz 8 dBi 全方向性

AIR-ANT5114P2M-N= 5 GHz 14 dBi 指向性
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アンテナの取り付け
 アンテナを取り付ける際の安全上の注意

警告 送電線またはその他の電灯 /電力回線に近い場所や、これらの回線に接触する可能性のある場所に、
アンテナを設置しないでください。アンテナを設置するときには、死傷事故のおそれがあるので、こ
れらの回線に絶対に接触しないよう十分に注意する必要があります。アンテナの適切な設置および
アース接続の手順については、国および地域の規定を参照してください（たとえば、NFPA 70、
National Electrical Code, Article 810（米国）。Canadian Electrical Code, Section 54（カナ
ダ））。ステートメント 280

1. アンテナを取り付ける前に、取り付けようとしているアンテナのサイズと種類に適した取り付け方

法について、シスコ代理店に問い合わせてください。

2. 安全性とパフォーマンスを念頭に置いて、取り付け場所を決定します。電力線と電話回線は類似し

ていることに注意してください。どのような架空線であっても、感電事故の危険性があると見なす

ようにします。

3. 電力会社にお問い合わせください。計画の内容を伝え、提案する設置方法の概要を見てもらうよう

に依頼します。

4. 取り付けを開始する前に、取り付け手順を綿密に計画します。設置に関係する各担当者はそれぞれ

特定のタスクを受け持ち、実行する内容とタイミングを認識している必要があります。1 人の作業

員が作業の責任者となって指示を出し、トラブルの兆候がないかをモニタします。

5. アンテナの設置時には、次のガイドラインに従ってください。

– 金属製のはしごを使用しない。

– 雨の日や風の強い日には作業しない。

– 適切な衣服を着用する。靴底とかかと部分がゴム製の靴、ゴム製の手袋、および長袖のシャツ

またはジャケットを着用する。

6. 組み立て部品が落下しかけた場合は、その場所から離れ、部品をそのまま落としてください。アン

テナ、マスト、ケーブル、金属製の支線は、すべてが電流を非常によく通すため、これらの部品の

いずれかが電力線にわずかに触れただけでも、アンテナと設置者を経由する電気回路が形成されま

す。

7. アンテナ システムの一部が電力線に接触した場合は、その部分に触ったり自分で取り除こうとし

たりしないでください。地域の電力会社に問い合わせて、安全に取り除いてもらいます。

8. 電力線で事故が発生した場合は、すぐに有資格の緊急救助組織に連絡してください。

アンテナ構成

内蔵アンテナ オプション

AP1532I は統合ロー プロファイル デュアル バンド 2.4-5 GHz ダイポール アンテナ アレイを使用しま

す。アンテナには 3 本のデュアルバンド ダイポール アンテナのアレイが含まれています。3 本のダイ

ポール アンテナがこの単一のレドーム内に内蔵されているため、アンテナの見かけ上の大きさが大幅

に小型化され、アンテナがケーブル バンドル、RF ケーブル、またはテスト ケーブルと干渉する可能性

が大きく低下しています。3 本のダイポール アンテナのそれぞれはデュアルバンド アンテナで、2.4 ～ 
2.483 GHz 帯域と 5.25 ～ 5.85 GHz 帯域の両方に対応しています。アンテナのピーク ゲインは約 3 dBi

（2.4 GHz）および 5 dBi（5 GHz）です。アンテナ ユニットは、屋外動作用のグレーの耐候性レドーム

になっています。
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アンテナの取り付け
外部アンテナの取り付け構成

アンテナの選択は製品の構成で決定されます。1532E アンテナは壁、柱、およびタワーに設置できま

す。サポートされるアンテナのリストについては『Ordering Guide』を参照してください。

1532E アクセス ポイントは、屋外使用向けに設計された各種のアンテナをサポートし、2.4 GHz およ

び 5 GHz 周波数帯域の無線で動作します。1532 は、次のセクションに記載されている外部アンテナを

サポートします。

Cisco Aironet デュアル バンド全方向性アンテナ（AIR-ANT2547V-N、AIR-ANT2547VG-N）

「stick」アンテナと呼ばれるデュアル バンド全方向性アンテナは、2.4 GHz および 5 GHz の周波数帯域

で動作する無線で Cisco Aironet 屋外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています

（図 2-16）。このアンテナの基本機能は次のとおりです。

• 全方向性共線アレイ

• 2.4 GHz 周波数帯および 5 GHz 周波数帯で動作

• ゲイン： 

– 2400 ～ 2483 MHz：4-dBi 

– 5250 ～ 5875 MHz：7-dBi

このアンテナは全方向性ブロードキャスト パターンを作成よう設計されています。このパターンを実

現するには、ラジエータ素子側に障害物がないようアクセス ポイントを取り付けてください。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet Dual-Band Omnidirectional Antenna 
(AIR-ANT2547V-N, AIR-ANT2547VG-N)』マニュアルを参照してください。アンテナを取り付けると

きは、安全に関する注意事項に従います。安全性については、「アンテナを取り付ける際の安全上の注

意」（P.2-29）を参照してください。
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アンテナの取り付け
図 2-16 Cisco Aironet デュアル バンド全方向性アンテナをモデル AIR-CAP1532E-x-K9 のみに取り付

けた状態

Cisco Aironet 2.4 GHz/5 GHz 8-dBi 指向性アンテナ（AIR-ANT2588P3M-N）

Cisco Aironet 2.4-GHz/5-GHz 8-dBi 指向性アンテナは、2.4 GHz および 5 GHz の両方の周波数帯域で

動作する無線で Cisco Aironet 屋外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています。このア

ンテナは、両方の帯域で 8-dBi のゲインがあります。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet 2.4-GHz/5-GHz 8-dBi Directional Antenna 
(AIR-ANT2588P3M-N)』ドキュメントを参照してください。アンテナの取り付け時には、安全上の注

意事項のすべてに従ってください（「アンテナを取り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照）。

1 アンテナ ポート 1（Type-N コネクタ）に接

続されたアンテナ（TX/RX）

2 アンテナ ポート 2（Type-N コネクタ）に接

続されたアンテナ（TX/RX）

2

1
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アンテナの取り付け
図 2-17 Cisco Aironet 2.4 GHz/5 GHz 8-dBi 指向性アンテナ（モデル AIR-CAP1532E-x-K9 のみへの

設置）
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45

74
2-32
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J



 

第 2 章      アクセス ポイントの設置

アンテナの取り付け
Cisco Aironet 5-GHz 14-dBi 2 ポート指向性アンテナ（AIR-ANT5114P2M-N）

Cisco Aironet 5-GHz 14-dBi 2 ポート指向性アンテナは、5 GHz の周波数帯域で動作する無線で Cisco 
Aironet 屋外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています。このアンテナは 5 GHz 帯域

の 14-dBi です。

このアンテナは、オプションの指向性アンテナ取り付けキット AIR-CCAMK-1 を使用して取り付ける

ことができます。これにより、アンテナをアクセス ポイントに取り付け、複数の設定に配置すること

ができます。詳細については、『Installing Directional-Antenna Mounting Kits on Cisco 1550 Series 
Outdoor Mesh Access Points』を参照してください。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet 5-GHz 14-dBi Directional Antenna 
(AIR-ANT5114P2M-N)』ドキュメントを参照してください。アンテナの取り付け時には、安全上の注

意事項のすべてに従ってください（「アンテナを取り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照）。

図 2-18 Cisco Aironet 5-GHz 14-dBi 指向性アンテナ（モデル AIR-CAP1532E-x-K9 のみへの設置）
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アンテナの取り付け
Cisco Aironet 2.4-GHz 13-dBi 2 ポート指向性アンテナ（AIR-ANT2413P2M-N）

Cisco Aironet 2.4-GHz 13-dBi 2 ポート指向性アンテナは、2.4 GHz の周波数帯域で動作する無線で 
Cisco Aironet 屋外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています。このアンテナは 2.4 
GHz の周波数帯域で 13-dBi ゲインです。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet 2.4-GHz 13-dBi Directional Antenna 
(AIR-ANT2413P2M-N)』ドキュメントを参照してください。アンテナの取り付け時には、安全上の注

意事項のすべてに従ってください（「アンテナを取り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照）。

図 2-19 Cisco Aironet 2.4-GHz 13-dBi 指向性アンテナ（モデル AIR-CAP1532E-x-K9 のみへの設置）
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第 2 章      アクセス ポイントの設置

アンテナの取り付け
Cisco Aironet 2.4-GHz 5-dBi 全方向性アンテナ（AIR-ANT2450V-N）

Cisco Aironet 2.4-GHz 5 dBi 全方向性アンテナは、2.4 GHz の周波数帯域で動作する無線で Cisco 
Aironet 屋外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています。このアンテナは 2.4 GHz の周

波数帯域で 5-dBi ゲインです。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet 5-dBI Omnidirectional Antenna (AIR-ANT2450V-N) 』
を参照してください。アンテナを取り付けるときは、安全に関する注意事項に従います。安全性につい

ては、「アンテナを取り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照してください。

図 2-20 Cisco Aironet 2.4 GHz 5 dBi 全方向性アンテナ（モデル AIR-CAP1532E-x-K9 のみへの設置） 

23
12

97
2-35
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J



 

第 2 章      アクセス ポイントの設置

アンテナの取り付け
Cisco Aironet 2.4-GHz 8-dBi 全方向性アンテナ（AIR-ANT2480V-N）

Cisco Aironet 2.4-GHz 8 dBi 全方向性アンテナは、2.4 GHz の周波数帯域で動作する無線で Cisco 
Aironet 屋外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています。このアンテナは 2.4 GHz の周

波数帯域で 8-dBi ゲインです。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet 8-dBi Omnidirectional Antenna (AIR-ANT2480V-N)』
を参照してください。アンテナの取り付け時には、安全上の注意事項のすべてに従ってください（「ア

ンテナを取り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照）。

図 2-21 Cisco Aironet 2.4 GHz 8 dBi 全方向性アンテナ（モデル AIR-CAP1532E-x-K9i のみへの設

置）
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アンテナの取り付け
Cisco Aironet 5-GHz 8-dBi 全方向性アンテナ（AIR-ANT5180V-N）

Cisco Aironet 5-GHz 8-dBi 指向性アンテナは、5 GHz の周波数帯域で動作する無線で Cisco Aironet 屋
外アクセス ポイントとの屋外使用に向けて設計されています。このアンテナは 5 GHz の周波数帯域で 
8-dBi ゲインです。

このアンテナの詳細については、『Cisco Aironet 8-dBi Omnidirectional Antenna (AIR-ANT5180V-N)』
を参照してください。アンテナの取り付け時には、安全上の注意事項のすべてに従ってください（「ア

ンテナを取り付ける際の安全上の注意」（P.2-29）を参照）。

図 2-22 Cisco Aironet 5-GHz 8-dBi 指向性アンテナ - モデル AIR-CAP1532E-x-K9 にのみ設置 
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アンテナの取り付け
アンテナ N-Type コネクタの位置

アクセス ポイントのアンテナ N タイプ コネクタは、モデル AIR-CAP1532E-x-K9 の上下にあります。

N タイプ コネクタは、各種の Cisco Aironet アンテナをサポートします。これらのアンテナの詳細につ

いては、「アンテナ構成」（P.2-29）を参照してください。図 2-23 に、RF カバー側から見たアンテナ 
ポートの位置を示します。

図 2-23 アンテナ ポートの位置 - モデル AIR-CAP1532E-x-K9

避雷器の取り付け

過電圧の過渡電流は、雷による静電放電、スイッチ プロセス、電線との直接接触、または地電流を介

して生成される可能性があります。Cisco Aironet AIR-ACC245LA-N Lightning Arrestor は、憂慮すべ

き干渉電圧の振幅と持続期間を制限し、インラインの装置、システム、およびコンポーネントの過電圧

抵抗を向上させます。これらの取り付け手順に従って避雷器を取り付けると、電位が調整されるため、

保護されるシステム内で並列信号線への誘導障害が回避されます。

インストールの考慮事項

壁に配線を行うよう取り付けて、保護されるエリアの壁を通すことができるように、避雷器を隔壁マウ

ント方式で取り付けることを推奨します。

アース接続とボンディング接続を適切に行うことは、 も重要なことです。避雷器をアース接続する場

合は、次の点を考慮してください。

• 接地点に避雷器コンポーネントを直接接続します。

1 アンテナ ポート 1：タイプ N コネクタ 2 アンテナ ポート 2：タイプ N コネクタ

3 アンテナ ポート 3：タイプ N コネクタ

（キャップ付き）

4 アンテナ ポート 4：タイプ N コネクタ

（キャップ付き）

35
13

21
1

3 4

2

2-38
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J
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アンテナの取り付け
• アース接続の接点は清潔で、埃や湿気がない状態である必要があります。

• マニュアルで指定されているトルクまで、ネジ付きの接合部を締めます。

インストール上の注意事項

この避雷器は、屋外アンテナに接続されたアンテナ ケーブルと Cisco Aironet 無線デバイスの間に取り

付けるように設計されています。避雷器は屋内にも屋外にも設置できます。また、外部 N コネクタを

持つ無線デバイスに直接接続できます。また、インラインでも、フィードスルー モジュールとしても

取り付けられます。フィードスルー取り付けには、避雷器を設置するための 5/8 インチ（16 mm）の穴

が必要です。

（注） この避雷器は避雷器キットの一部です。キットには避雷器とアース ラグが含まれます。

（注） 避雷器を取り付けるときは、地域の避雷器取り付けに適用される規制またはベスト プラクティスに

従ってください。

避雷器の屋外設置

避雷器を屋外に設置する場合は、付属のアース ラグおよび頑丈なワイヤ（#6 硬銅線）を使用して、適

切なアース接続が可能なアース棒などに接続します。接続をできるだけ短くする必要があります。

図 2-24 避雷器の詳細

1 ナット 4 保護されていない側（アンテナを接続）

2 ロックワッシャ 5 保護された側（無線デバイスを接続）

3 アース ラグ

1

2

3

4

5
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アクセス ポイントのアース接続
避雷器のケーブル

同軸ケーブルでは、周波数が高くなると効率が失われるため、信号損失につながります。信号損失の量

はケーブル長によっても決まるため（ケーブルが長いほど、損失が増える）、ケーブルはできるだけ短

くする必要があります。

シスコは、避雷器での使用を目的とした高品質で低損失なケーブルを推奨します。

アクセス ポイントのアース接続
アクセス ポイントは、電源に接続する前にアース接続する必要があります。

警告 本機器は、電力を供給する前に、お客様が準備した地線を使用して外部接地する必要があります。
アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してくださ
い。ステートメント 366

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

AC 電源で動作するアクセス ポイントを屋外に設置する場合は、次の手順に従って本体を適切にアース

する必要があります。

ステップ 1 6AWG の絶縁アース線を使用する場合は、アース ラグに接続できるように絶縁被覆をはがします。

ステップ 2 適切な圧着工具を使用して、絶縁被覆を取り除いた 6 AWG のアース線をアース ラグに圧着します。

（注） アース ラグおよび使用するハードウェアは、地域および国の電気規格に準拠する必要がありま

す。

ステップ 3 付属の耐食剤を開け、アース線を接続するネジ穴がある金属表面に適当な量を塗布します（図 1-5 を参

照）。

ステップ 4 付属の 2 本のプラス ネジ（M4 x10mm）を使用し、ロック ワッシャを併用してアース ラグをアクセス 
ポイントのアース ネジ穴に接続します（図 1-5 を参照）。アース ネジを 22 ～ 24 lb-in（2.49 ～ 2.71 
Nm）で締めます。

ステップ 5 必要に応じて、アース線のもう一方の端の絶縁被覆を取り除いて、接地ロッドなどの信頼できる接地点

または接地された金属製の街路灯の柱の適切な接地点に接続します（図 2-3 を参照）。

アクセス ポイントへの電源供給

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 本機器は、電力を供給する前に、お客様が準備した地線を使用して外部接地する必要があります。
アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してくださ
い。ステートメント 366
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アクセス ポイントへの電源供給
警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしない
でください。ステートメント 1001

1532 アクセス ポイントでは、次の電源を使用できます。

• DC 電源：24-57 VDC

• Power-Over-Ethernet（PoE）

1532 アクセス ポイントには、インライン パワー インジェクタまたは適切に電力が供給されるスイッ

チ ポートから PoE 入力を通して電源が供給されます。設定および規制ドメインによっては、フル稼働

に必要な電力は UPoE です。1532E では、802.3at の電力は、2.4 および 5 GHz の無線でのすべての規

制ドメインおよび 2x2 MIMO の完全な動作に十分なものです。AIR-PWRINJ4= または 
AIR-PWRINJ1500-2= のパワー インジェクタを使用できます。

1532I では、UPoE パワー スイッチ ポートまたは AIR-PWRINJ1500-2= パワー インジェクタが、高い 
2.4 GHz 送信電力（規制ドメイン：-A, -D, -F, -K, -N, -Q, -T, -Z）が可能な規制ドメインの 2.4 GHz 無
線での 3x3 MIMO フル稼働に対して必要です。1532I が PoE+（802.3at 電源）スイッチ ポートまたは 
AIR-PWRINJ4= パワー インジェクタから電力を供給される場合、アクセス ポイントは自動的に 2.4 
GHz のトランスミッタの 1 つを無効にし、無線は 2x3 MIMO モードで動作します。

表 2-7 AP1530 電源マトリクス

注意 保護されていない屋外環境にパワー インジェクタを配置しないでください。水分がパワー インジェ

クタに侵入し、短絡および火災の原因になることが考えられます。

警告 装置は、必ず、IEC 60950 に基づいた安全基準の SELV（安全超低電圧）の要件に準拠する DC 電源
に接続します。ステートメント 1033

モデル 設定

規制

ドメイン

スイッチ

電源 AIR-PWRINJ1500-2= AIR-PWRINJ4=
AC/DC 電源アダプタ 
AIR-PWRADPT-1530=

1532I 3x3:3（2.4 GHz）

2x3:2（5 GHz）

A、D、K、

N、Q、T、
Z

UPoE Yes Yes

1 つの Tx が無効

になりました1

2x3:2（2.4 GHz）

2x3:2（5 GHz）

1. ユーザ設定はできません。AP は、802.3at 電力入力のみを検出した場合、2.4 GHz Tx を自動的に無効にします。

A、D、K、

N、Q、T、
Z

802.3at
PoE+

N/A Yes N/A

3x3:3（2.4 GHz）

2x3:2（5 GHz）

C、E、F、
H、M、R、
S

802.3at
PoE+

Yes Yes Yes

1532E 2x2:2（2.4 GHz）

2x2:2（5 GHz）

すべて

（All）
802.3at
PoE+

Yes Yes Yes
2-41
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J



 

第 2 章      アクセス ポイントの設置

アクセス ポイントへの電源供給
1530 シリーズ パワー インジェクタの接続

1530 シリーズ アクセス ポイントは、以下のパワー インジェクタをサポートします。

• AIR-PWRINJ1500-2=：100～ 240 VAC 入力、屋内使用のみ

• AIR-PWRINJ4=：100～ 240 VAC 入力、屋内使用のみ

パワー インジェクタは、イーサネット ケーブル経由でアクセス ポイントに（AIR-PWRINJ1500-2=）
56 VDC の電源を供給し、スイッチからアクセス ポイントまでの全長 100 m（328 フィート）のエンド

ツーエンド イーサネット ケーブルをサポートします。

アクセス ポイントがオプションのパワー インジェクタで動作している場合は、次の手順に従って取り

付けを完了してください。

ステップ 1 PoE をアクセス ポイントに供給する前に、アクセス ポイントが接地済みであることを確認します（「ア

クセス ポイントのアース接続」（P.2-40）を参照）。

ステップ 2 取り付けに必要なコンポーネントについては、図 2-2 で確認してください。

（注） 1500 パワー インジェクタは屋内環境でのみ使用できます。そのため、インジェクタからの

ケーブルは、保護された場所から、屋外に設置されたアクセス ポイントまで延ばす必要があり

ます。

ステップ 3 CAT5e 以上のイーサネット ケーブルを有線 LAN ネットワークからパワー インジェクタに接続します。

警告 火災の危険性を抑えるため、必ず 26 AWG 以上の太さの電話線コードを使用してください。ステート
メント 1023

（注） 設置者には、このタイプのパワー インジェクタによるアクセス ポイントへの電源供給が、地方

または国の安全検査と通信機器の基準を満たしていることを確認する責任があります。

ヒント ブリッジ トラフィックを転送するには、パワー インジェクタとコントローラの間にスイッチを

追加します。詳細については、『Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment 
Guide, Release 7.0』を参照してください。

ステップ 4 アクセス ポイントの電源を入れる前に、アクセス ポイントにアンテナが接続され、アースが取り付け

られていることを確認します。

ステップ 5 シールド付き屋外用イーサネット ケーブル（CAT5e 以上）で、パワー インジェクタとアクセス ポイン

トの PoE 入力コネクタ間を接続します（図 2-25 を参照）。

ステップ 6 イーサネット ケーブルをアクセス ポイントの PoE 入力ポートに接続します（「アクセス ポイントへの

イーサネット ケーブルの接続」（P.2-43）を参照）。

ステップ 7 「次の作業」（P.2-53）に進みます。
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アクセス ポイントへの電源供給
アクセス ポイントへのイーサネット ケーブルの接続 
次の工具および資材を用意する必要があります。

• 屋外用シールド タイプ イーサネット ケーブル（CAT5e 以上、直径 0.2 ～ 0.35 インチ（0.51 ～ 
0.89 cm）） 

• RJ-45 コネクタと取り付けツール

• 調整レンチまたは 28 mm ボックス レンチ

• 大型のプラスまたはマイナス ドライバ

シールド付きイーサネット ケーブルをアクセス ポイントに接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 パワー インジェクタの電源を切り離し、アクセス ポイントのすべての電源がオフになっていることを

確認します。

警告 この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。すべての接続を取り外し、装置の電源
を遮断する必要があります。ステートメント 1028

ステップ 2 6AWG のアース線がアクセス ポイントに接続されていることを確認します（「アクセス ポイントの

アース接続」（P.2-40）を参照）。

ステップ 3 アクセス ポイントからイーサネット コネクタ プラグを取り外すには大型のプラスまたはマイナス ドラ

イバを使用します。ポートを再接続する必要がないことが確かでないかぎり、プラグおよびゴム製シー

ルを廃棄しないでください（場所に関しては図 2-25 を参照してください）。

図 2-25 アクセス ポイント PoE 入力コネクタ - AP 1532I

（注） データ ケーブル エントリの詳細については、図 1-1 を参照してください

ステップ 4 ケーブル グランドのスレッド ロック用シーリング ナットを逆時計回りに回して、取り外さずに緩めま

す。（図 2-26 を参照）。

1 LAN ポート（カバー付き） 2 PoE-in ポート（カバー付き）
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アクセス ポイントへの電源供給
（注） ケーブル グランドがゴム製シールを持ち、破損がないことを確認してください。

警告 ケーブル グランドおよびゴム製ガスケットの適切な取り付けに失敗した場合、ケーブル グリップから
の漏れが発生します。

図 2-26 ケーブル グランド

ステップ 5 イーサネット ケーブルの非終端側をケーブル グランドのシーリング ナット側の端に差し込み（図 2-26 
を参照）、ケーブルをアダプタから数インチ引き出します。

ステップ 6 イーサネット ケーブル取り付け工具を使用して、イーサネット ケーブルの終端されていない側に 
RJ-45 コネクタを取り付けます。

警告 火災の危険性を抑えるため、必ず 26 AWG 以上の太さの電話線コードを使用してください。ステート
メント 1023

警告 RJ-45 コネクタを取り付ける場合は、ケーブル グランドおよびゴム製ガスケットが適切に取り付けら
れていることを確認し、ラックへの水漏れを防いでください。図 2-26 および図 2-27 を参照してくだ
さい。

ステップ 7 アクセス ポイントのイーサネット ポート開口部に RJ-45 ケーブル コネクタを慎重に差し込み、内部の

イーサネット コネクタに接続します（図 2-27 を参照）。

1 ワッシャ（ゴム製ガスケット） 2 本文

3 シーリング インサート 4 クランプ爪

5 スレッド ロック用シーリング ナット
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アクセス ポイントへの電源供給
図 2-27 ケースのイーサネット ポート開口部への RJ-45 コネクタの差し込み

ステップ 8 ゴム製シール付きのケーブル グランドをアクセス ポイントに向けてスライドさせ、本体のネジ側の端

をアクセス ポイントに固定し、ネジを手で締めます。

ステップ 9 調整レンチまたは 28 mm レンチを使用して本体のネジ側の端をラックに固定します。15 lb-in で締め

ます。

ステップ 10 調整レンチを使用して、スレッド ロック用シーリング ナットを 15 lb-in で締めます。

ステップ 11 アクセス ポイントの電源を入れる前に、アンテナがアクセス ポイントに接続されていることを確認し

ます。

ステップ 12 イーサネット ケーブルを適切に引き回し、余分なケーブルを切り落とします。

ステップ 13 ケーブルの一方の終端されていない側に RJ-45 コネクタを取り付け、パワー インジェクタに差し込み

ます。通常の取り付け部品については、図 2-2 を参照してください。

ステップ 14 パワー インジェクタの電源を入れます。

アクセス ポイントへの DC 電源ケーブルの接続 
アクセス ポイントを DC 電源で動作させるときは、DC 電源が切り離されても装置に問題が発生しない

ことを確認する必要があります。装置の DC 電源コネクタが取り外されても、装置の電源が失われない

ようにする必要があります。

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。
ステートメント 1022

1 アクセス ポイント ケースのイーサネット 
ポート開口部。

2 保護された屋外定格イーサネット（CAT5e 以
上）ケーブル上の RJ-45 コネクタ

3 イーサネット ケーブル上のケーブル グランドの組み立て図。
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アクセス ポイントへの電源供給
警告 装置は、必ず、IEC 60950 に基づいた安全基準の安全超低電圧（SELV）の要件に準拠する DC 電源
に接続してください。ステートメント 1033

DC 電源ケーブルを接続する際、次の工具および資材はユーザが用意する必要があります。

• 屋外用シールド タイプ DC 電源ケーブル（ 小 18 AWG）（直径 0.20 ～ 0.35 インチ（0.51 ～ 0.89 
cm））

• 調整レンチまたはオープンエンド レンチ

• 小型のマイナス ドライバ

• 2 ピン DC 電源コネクタ（シスコ提供）

DC 電源ケーブルをアクセス ポイントに接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 DC 電源をアクセス ポイントに接続する前に、アクセス ポイントがアースされていることを確認しま

す（「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）を参照）。

ステップ 2 DC 電源を含めて、アクセス ポイントのすべての電源をオフにします。

警告 この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。すべての接続を取り外し、装置の電源
を遮断する必要があります。ステートメント 1028

注意 DC 電源をアクセス ポイントに接続する際は、必ずアクセス ポイント側のケーブルを 初に接続し

てください。DC 電源コネクタを外す際は、必ずアクセス ポイント側のケーブルを 後に外してく

ださい。

ステップ 3 アクセス ポイントからイーサネット コネクタ プラグを取り外すには大型のプラスまたはマイナス ドラ

イバを使用します。ポートを再接続する必要がないことが確かでないかぎり、プラグおよびゴム製シー

ルを廃棄しないでください。（DC 電源コネクタの位置については、図 2-28 を参照してください）。

図 2-28 アクセス ポイント DC 電源コネクタとアース ラグ（両方の AP 1532 モデル）

1 DC 電源ポート 2 アース ラグの位置
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1 2
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ステップ 4 ケーブル グランドのスレッド ロック用シーリング ナットを逆時計回りに回して、取り外さずに緩めま

す。（図 2-29 を参照）。

（注） ケーブル グランドがゴム製シールを持ち、破損がないことを確認してください。

警告 ケーブル グランドの適切な取り付けに失敗した場合、ケーブル グリップからの漏れが発生します。

図 2-29 ケーブル グランド

（注） ケーブル グランドでは直径 0.20～ 0.35 インチのケーブルを使用できます。 

ステップ 5 DC 電源ケーブルの未処理側をケーブル グランドの丸い側に差し込み（図 2-29 を参照）、アダプタから

ケーブルを 6 インチ程度引き出します。

警告 DC 電源ケーブルを取り付けるする場合は、ケーブル グランドおよびゴム製ガスケットが適切に取り
付けられていることを確認し、ラックへの水漏れを防いでください。図 2-29 および図 2-31 を参照し
てください。

ステップ 6 DC ケーブルのジャケットを 1 インチ程度はがしてワイヤを露出させ、各ワイヤの絶縁被覆を 3/8 イン

チ（9.5 mm）程度取り除きます。

ステップ 7 各ワイヤを 2 ピン ターミナル ストリップ（付属品）に差し込み、0.1 インチ（0.25 cm）のマイナス ド
ライバを使用して各ワイヤを締めます（図 2-30 を参照）。

1 ワッシャ（ガスケット） 2 本文

3 シーリング インサート 4 クランプ爪

5 スレッド ロック用シーリング ナット
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図 2-30 2 ピン ターミナル ストリップ

ステップ 8 2 ピン ターミナル ストリップをアクセス ポイント ケースの DC 電源用開口部から挿入し、内部コネク

タに慎重に差し込みます（図 2-31 を参照）。

（注） 端子ストリップの極性がラックの極性マーキングに正しく一致することを確認します（図 2-32
を参照）

1 止めネジ 3 DC + ワイヤ用開口部 

2 アース側ワイヤ（DC リターン）用開口部
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アクセス ポイントへの電源供給
図 2-31 ターミナル ストリップをアクセス ポイント ケースの DC 電源用開口部に挿入

図 2-32 アクセス ポイント ケースの DC 電源用開口部

ステップ 9 ゴム製シール付きのケーブル グランドをアクセス ポイントに向けてスライドさせ、本体のネジ側の端

をアクセス ポイントに固定し、ネジを手で締めます。

ステップ 10 調整レンチまたは 28 mm レンチを使用して本体のネジ側の端を 15 lb-in で締めます。

ステップ 11 調整レンチを使用して、スレッド ロック用シーリング ナットを 15 lb-in で締めます。

ステップ 12 アクセス ポイントの電源を入れる前に、アンテナがアクセス ポイントに接続されていることを確認し

ます。

ステップ 13 該当する回路で DC 電源をオンにします。

1 アクセス ポイント ケースの DC 電源用開口

部。図 2-32も参照してください。

2 DC 電源ケーブル上のケーブル グランドの組

み立て図
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街路灯 AC 電源の接続

アクセス ポイントは、街路灯の柱に取り付け、オプションの街路灯電源タップおよび AC/DC 電源アダ

プタ AIR-PWRADPT-1530= を使用して、街路灯屋外光コントロールから電力を供給することができま

す。AC/DC 電源アダプタは街路灯のタップから 1530 DC コネクタにインラインで使用されます。AC 
電源タップは AC/DC 電源アダプタでのみ使用できます。

注意 アクセス ポイントは、100 ～ 277-VAC 50/60 Hz の電力を供給する照明柱ツイスト ロック屋外照明

コントロールから電力を供給することができます。これよりも高い電圧で電力を供給する屋外照明

コントロールには接続しないでください。

街路灯電源タップ アダプタ以外の AC 電源からアクセス ポイントに電源を供給する場合は、以下の条

件を満たす必要があります。

1. 装置に問題を発生させることなく、AC 電源を切り離すことができること。装置の AC 電源コネク

タが取り外されても、装置の電源が失われないようにする必要があります。

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。
ステートメント 1022

注意 電源コードを接続または遮断する前に、適切な遮断装置を使用して電源コードから AC 電源を取り

外してください。

2. すべての AC 電源プラグおよび AC レセプタクルが、水およびその他の屋外要素から保護されてい

ること。NEC の Article 406 に記述されているように、装置に電力を供給する AC レセプタクルお

よび AC 電源プラグの保護に適した UL 認定の防水筐体を使用できます。

3. アクセス ポイントを屋外または水に濡れたり湿度の多い場所に設置する場合は、アクセス ポイン

トに電力を供給する AC 分岐回路に、National Electrical Code（NEC）Article 210 の要求に従っ

た漏電遮断器（GFCI）を備える必要があります。

警告 街路灯アダプタを、カテゴリ 3 のポールトップ電源に接続するときは十分注意してください。注意を
怠ると、感電や落下のおそれがあります。ステートメント 363

街灯柱にアクセス ポイントを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 取り付けを開始する前に、街路灯の AC 電源がオフになっていることを確認します。

ステップ 2 該当する回路で AC 電源をオフにします。

警告 この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。すべての接続を取り外し、装置の電源
を遮断する必要があります。ステートメント 1028

注意 安全を確保するため、アクセス ポイントの AC 電源コネクタを接続する際は、必ずアクセス ポイン

ト側のケーブルから先に接続してください。AC 電源コネクタを外す際は、必ずアクセス ポイント

側のケーブルを 後に外してください。
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ステップ 3 街路灯電源タップ アダプタ（AIR-PWR-ST-LT-R3P=）を使用する場合は、アクセス ポイントが屋外照

明コントロールから 3 フィート（1 m）の範囲に取り付けられていることを確認してください。

ステップ 4 6AWG のアース線がアクセス ポイントから街路灯の支柱に接続されていること（図 2-33 を参照）を確

認します（手順については「アクセス ポイントのアース接続」（P.2-40）を参照）。

図 2-33 街路灯の電源タップ アダプタの使用 

（注） 図 2-33 での街路灯への配置に示すように、AP の配置には代替の AP 取り付けキットが必要で

す。詳細については、アクセス ポイントの取り付けを参照してください。

ステップ 5 3 ピンの LC-10 ツイストロック アダプタを使用する街路灯電源タップ アダプタが、屋外照明コント

ロールと取り付け具の間に配置されていることを確認します（図 2-33 を参照）。LC-10 ツイストロッ

ク アダプタは、100 ～ 480 VAC、50/60 Hz で動作する LC-10 認定屋外照明コントロールで使用するよ

うに設計されています。

ステップ 6 屋外照明コントロールを取り付け具から外します。

ステップ 7 取り付け具で使用できる電圧が 100 ～ 480 VAC、50/60 Hz であることを確認します。

ステップ 8 該当する回路で取り付け具への電源をオフにします。

注意 街路灯の電源タップ アダプタをアクセス ポイントの AC 電源コネクタに接続する際は、必ずアクセ

ス ポイント側のケーブルから先に接続してください。街路灯の電源タップ アダプタを外す際は、必

ずアクセス ポイント側のケーブルを 後に外してください。

（注） アクセス ポイントの電源を入れる前に、アンテナがアクセス ポイントに接続されていることを

確認します。

ステップ 9 街路灯電源タップ アダプタをアクセス ポイント AC/DC 電源アダプタに接続します。コネクタを手で

締めます。

1 屋外照明コントロール 3 6 AWG のアース線

2 AC/DC 電源アダプタ

19
62

1

2

3AC/DC
Adapter
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図 2-34 アクセス ポイント DC 電源コネクタとアース ラグ（両方の AP 1532 モデル）

ステップ 10 図 2-33 に示すように、街路灯の電源タップ アダプタを屋外照明コントロール取り付け具に接続しま

す。

ステップ 11 屋外照明コントロールを街路灯電源タップ アダプタに差し込みます。

ステップ 12 アクセス ポイントの電源を入れる前に、アンテナがアクセス ポイントに接続されていることを確認し

ます。

ステップ 13 該当する回路で屋外照明コントロール取り付け具への電源をオンにします。

アクセス ポイントの設定
アクセス ポイントの設定の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• Lightweight アクセス ポイントおよびメッシュ アクセス ポイントについては、次の URL から入手

できる『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.6/configuration/guide/b_cg76.html

• メッシュ アクセス ポイントについては、次の URL から入手できる『Cisco Wireless Mesh Access 
Points, Design and Deployment Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/mesh/7.6/design/guide/mesh76.html

• Autonomous モードのアクセス ポイントについては、次の URL から入手できる『Cisco Aironet 
Access Points Configuration Guide for Cisco IOS Software』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/15_2_4_JB/configuration/guide/scg15.2.4
_JB3a_Book.html

1 DC 電源ポート 2 アース ラグの位置

347846

1 2
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次の作業
次の作業
コントローラへの有線イーサネット、光ファイバ、またはケーブル ネットワークに接続していない 
MAP に電源を投入すると、そのアクセス ポイントは、Cisco Adaptive Wireless Path Protocol

（AWPP）を使用してコントローラへの有線ネットワークに接続されているルート アクセス ポート

（RAP）への 適なパスを持つ、別のメッシュ アクセス ポイント（MAP）にバインドします。アクセ

ス ポイントは、電源が投入されると検出要求を送信します。コントローラのアクセス ポイントが適切

に設定されている場合は、コントローラからアクセス ポイントに検出応答が返されます。これが行わ

れた場合、アクセス ポイントは接続要求をコントローラに送信し、コントローラは接続確認応答を返

します。次に、アクセス ポイントは、コントローラへの Control And Provisioning of Wireless Access 
Points（CAPWAP）接続を確立し、コントローラで設定された共有秘密キーを取得します。

アクセス ポイントの設定、モニタリング、および操作の詳細については、『Cisco Wireless LAN 
Controller Configuration Guide』を参照してください。
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トラブルシューティング

この章では、アクセス ポイントに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。 新の詳細なトラブルシューティングについては、次の URL にアクセスし

て、シスコのテクニカル サポートおよびドキュメンテーション Web サイトを参照してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

この章の内容は、次のとおりです。

• 「アクセス ポイント使用上のガイドライン」（P.3-2）

• 「コントローラの MAC フィルタ リスト」（P.3-3）

• 「DHCP オプション 43 の使用方法」（P.3-4）

• 「アクセス ポイントの LED の監視」（P.3-4）

• 「コントローラのアソシエーションの確認」（P.3-6）

• 「ブリッジ グループ名の変更」（P.3-7）

• 「アクセス ポイントのパワー インジェクタ」（P.3-7）

• 「アクセス ポイントのパワー インジェクタ」（P.3-7）

• 「リセット ボタンの使用」（P.3-9）
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アクセス ポイント使用上のガイドライン
アクセス ポイント使用上のガイドライン
アクセス ポイントをご使用の際は、これらのガイドラインに留意していただく必要があります。

• アクセス ポイントは、コントローラとのレイヤ 3 CAPWAP 通信のみをサポートしています。

レイヤ 3 動作では、アクセス ポイントとコントローラの存在するサブネットは同一でも、異なっ

ていても問題ありません。アクセス ポイントは、標準の IP パケットを使用してコントローラとの

通信を行います。コントローラとは異なるサブネットにあるレイヤ 3 アクセス ポイントは、アク

セス ポイント サブネット上に DHCP サーバと、コントローラへのルートを必要とします。コント

ローラへのルートでは、CAPWAP 通信用に送信先 UDP ポート 12222 と 12223 が開かれている必

要があります。第 1、第 2、および第 3 コントローラへのルートで、IP パケットのフラグメントが

許可されている必要があります。

• アクセス ポイントを配置する前に、以下が終了していることを確認してください。

– コントローラが、トランク ポートとして設定されているスイッチ ポートに接続されているこ

と。

– アクセス ポイントが、タグなしのアクセス ポートとして設定されているスイッチ ポートに接

続されていること。

– アクセス ポイントから DHCP サーバに接続できること。および、DHCP サーバにオプション 
43 が設定されていること。オプション 43 では、コントローラの管理インターフェイスの IP 
アドレスが提供されます。通常、DHCP サーバは、シスコのスイッチ上に設定できます。

– 必要に応じて、CISCO-CAPWAP-CONTROLLER を有効にするよう DHCP サーバを設定でき

ます。ローカル ドメインを使用すると、コントローラの管理インターフェイスの IP アドレス

に解決されます。

– アクセス ポイントでコントローラが設定され、到達可能になっていること。

– アクセス ポイントの MAC アドレスがコントローラに設定されていて、MAC フィルタ リスト

が有効であること。

– 使用しているスイッチで DHCP 要求を転送できること。

• アクセス ポイントをコントローラにアソシエートした後、ブリッジ グループ名（BGN）をデフォ

ルト値から変更する必要があります。デフォルトの BGN を使用すると、メッシュ アクセス ポイ

ント（MAP）が他のメッシュ ネットワークに接続しようとすることがあり、ネットワークの収束

に時間がかかるようになります。

特記事項

コンバージェンス遅延

配置の際、さまざまな原因によってアクセス ポイントで収束の遅延が発生することがあります。次に、

収束の遅延を引き起こす可能性のある動作条件をいくつか示します。

• ルート アクセス ポイント（RAP）が、有線ポート（ケーブル、光ファイバ、PoE 入力）を使用し

てコントローラに接続しようとしている場合。これらの有線ポートが動作していると、RAP から

コントローラへの接続をこれらの各ポートで実行しようとして数分を費やす可能性があります。

• RAP から有線ポート経由でコントローラに接続できなかったために、無線ネットワークを使用し

て接続しようとしている場合。使用可能な無線経路が複数存在していると、さらに遅延が長くなり

ます。
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コントローラの MAC フィルタ リスト
• 無線ネットワークを使用して RAP に接続できなかった MAP が、あらゆる有線ポートを使用して 
RAP に接続しようとしている場合。アクセス ポイントは、無線ネットでもう一度接続を試す前に、

これらの接続ごとに数分を費やすことがあります。

ブリッジのループ

アクセス ポイントは、有線ネットワーク接続と無線ネットワーク接続との間で、パケットのブリッジ

をサポートしています。同じネットワークを、アクセス ポイントにある複数の有線ポートや、ブリッ

ジ接続された 2 台のアクセス ポイントに接続しないでください。ブリッジのループによって、ネット

ワークのルーティングに関する問題が発生します。

コントローラの DHCP サーバ

コントローラの DHCP サーバからは、Lightweight アクセス ポイント、およびアクセス ポイントにア

ソシエートされた無線クライアントのみに IP アドレスが割り当てられます。メッシュ アクセス ポイン

トでクライアントをブリッジしているイーサネットなど、他のデバイスには IP アドレスが割り当てら

れません。

MAP データ トラフィック

アクセス ポイントのバックホール チャネルの信号の信号対雑音比が高いと、MAP から親ノード経由で

コントローラに接続することはできても、アクセス ポイントに対する ping などのデータ トラフィック

を受け渡すことができない可能性があります。これは、ユーザによって、バックホール制御パケットの

デフォルトのデータ レートが 6 Mb/s に設定され、バックホールのデータ レートが自動に設定されてい

るためです。

コントローラの MAC フィルタ リスト
アクセス ポイントを起動する前に、アクセス ポイントの MAC アドレスがコントローラの MAC フィ

ルタ リストに追加済みで、Mac Filter List が有効になっていることを確認する必要があります。

（注） アクセス ポイントの MAC アドレスとバーコードは、装置の底面に表示されています。2 つの MAC ア
ドレスが表示されている場合は、上側の MAC アドレスを使用してください。

コントローラの MAC フィルタリストに追加されている MAC アドレスを確認するには、コントローラ

の CLI またはコントローラの GUI を使用できます。

• コントローラの CLI を使用する場合：コントローラの CLI コマンド show macfilter summary を
使用すると、コントローラのフィルタ リストに追加されている MAC アドレスを確認できます。

• コントローラの GUI を使用する場合：Web ブラウザでコントローラの Web インターフェイスにロ

グインし、[SECURITY] > [AAA] > [MAC Filtering] の順に選択すると、コントローラのフィルタ 
リストに追加されている MAC アドレスを確認できます。
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DHCP オプション 43 の使用方法
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。

DHCP オプション 43 の設定手順については、DHCP サーバの製品マニュアルを参照してください。詳

細は、「DHCP オプション 43 の設定」（P.F-1）を参照してください。

アクセス ポイントの LED の監視
アクセス ポイントが正常に動作しない場合は、装置の底面にある LED を確認します。この LED を使

用して、装置のステータスを簡単に評価できます。図 3-1 に、アクセス ポイントの LED の位置を示し

ます。

図 3-1 アクセス ポイントの LED：AP 1532E の底面

（注） 装置ごとに LED の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。

アクセス ポイントの LED の信号は、表 3-1 に示されています。

34
78

48

LED
インジケータ
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アクセス ポイントの LED の監視
表 3-1 アクセス ポイントの LED 表示内容 

LED メッセー

ジ タイプ

色 意味

ブートローダの

状態シーケンス

緑に点滅 ブートローダの状態シーケンス

• 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

ブートローダの

警告

オレンジに点滅 設定リカバリが進行中（MODE ボタンが 2 ～ 3 秒長押

しされた場合）

赤に点灯 イーサネット障害またはイメージ リカバリが発生

（MODE ボタンが 20 ～ 30 秒長押しされた場合）

緑に点滅 イメージ リカバリが進行中（MODE ボタンがリリース

された）

ブートローダ エ
ラー

赤に点灯 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 システムの障害が発生

赤とオフの点滅 このシーケンスは、次のいずれかを示す可能性があり

ます。

• 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

赤に点灯 ソフトウェアの障害が発生し、ユニット電力の切断と

再接続によって問題を解決する必要がある

赤、緑、オレンジの点灯

とオフが切り替わる

これは、不十分なインライン パワーの一般的な警告で

す。

アソシエーショ

ンの状態

短いブリップ音を伴う緑 この状態は、通常の動作状態を示します。ユニットは

コントローラに結合されていますが、ワイヤレス クラ

イアントが関連付けられていません。

緑に点灯 正常な動作状態で、少なくとも 1 台のワイヤレス クラ

イアントが装置にアソシエートされています。
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コントローラのアソシエーションの確認
コントローラのアソシエーションの確認
アクセス ポイントがコントローラとアソシエートしていることを確認する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Web ブラウザを使用して、コントローラの Web インターフェイスにログインします。

コントローラのコンソール ポートで、コントローラの CLI コマンド show ap summary を使用するこ

ともできます。

ステップ 2 [Wireless] をクリックし、使用しているアクセス ポイントの MAC アドレスが [Ethernet MAC] のリス

トにあることを確認します。

ステップ 3 コントローラからログアウトし、Web ブラウザを閉じます。

動作状態 オレンジに点滅 ソフトウェア アップグレードが進行中

緑、赤、オレンジの点灯

が切り替わる

検出 /接続プロセスが進行中

赤、緑、オレンジの点灯

とオフが素早く切り替わ

る

この状態は、アクセス ポイントのロケーション コマン

ドが呼び出されたことを示します。

赤に点滅 この状態は、イーサネット リンクが機能していないこ

とを示しています。

配置モード 色 信号レベル（dBm）

緑に点灯 > –44

緑にすばやく点滅 –47 ～ –44

緑に点滅 –50 ～ –47

オレンジに点灯 –53 ～ –50

オレンジですばやく点滅 –57 ～ –53

オレンジに点滅 –60 ～ –57

オレンジでゆっくり点滅 –63 ～ –60

赤でゆっくり点滅 –66 ～ –63

赤で点滅 –69 ～ –66

赤ですばやく点滅 –72 ～ –69

赤に点灯 –75 ～ –72

消灯 < –75

LED メッセー

ジ タイプ

色 意味
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ブリッジ グループ名の変更
ブリッジ グループ名の変更
ブリッジ グループ名（BGN）は、RAP へのアクセス ポイントのアソシエーションを制御します。

BGN を使用して無線を論理的にグループ分けしておくと、同じチャネルにある異なるネットワークが

相互に通信することを防止できます。この設定は、同一領域のネットワーク内に複数の RAP がある場

合にも便利です。

同一領域のネットワーク内に（より大きな容量を得るために）RAP を 2 つ設定している場合は、別々

のチャネルで 2 つの RAP にそれぞれ異なる BGN を設定することを推奨します。

BGN は 大 10 文字までの文字列です。製造時に、出荷時の設定のブリッジ グループ名（NULL 
VALUE）が割り当てられています。このグループ名は表示されませんが、新しいアクセス ポイント無

線が新しいアクセス ポイントのネットワークに参加できます。BGN は、コントローラの CLI と GUI 
から再設定できます。BGN の設定後、アクセス ポイントがリブートします。

アクセス ポイントを配置してコントローラにアソシエートした後で、BGN をデフォルト値から変更す

る必要があります。これは、MAP が他のメッシュ ネットワークにアソシエートしないようにするため

です。

稼働中のネットワークでの BGN の設定は、慎重に行う必要があります。必ず RAP から も遠い距離

にあるアクセス ポイント（末端のノード）から開始し、RAP に向かって設定していきます。別の場所

で BGN の設定を開始すると、そのポイント以降（RAP から遠くなる方向）に存在するアクセス ポイ

ントは BGN が異なるため、ドロップされてしまいます。

コントローラの GUI を使用してアクセス ポイントの BGN を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Web ブラウザを使用して、コントローラにログインします。

ステップ 2 [Wireless] をクリックします。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と、AP 名
の一覧にアクセス ポイントの名前が表示されます。

ステップ 3 アクセス ポイント名をクリックします。

ステップ 4 [Mesh Information] セクションを検索し、[Bridge Group Name] フィールドに新しい BGN を入力しま

す。

ステップ 5 [Apply] をクリックします。

ステップ 6 各アクセス ポイントに対して、ステップ 2 ～ 5 を繰り返します。

ステップ 7 コントローラからログアウトし、Web ブラウザを閉じます。

アクセス ポイントのパワー インジェクタ
パワー インジェクタ（AIR-PWRINJ1500-2=）は、ケース前面に 3 つの LED を備えています（図 3-2 
を参照してください）。パワー インジェクタの詳細については、『Cisco Aironet 1550 Series Outdoor 
Access Point Power Injector Installation Instructions』を参照してください。
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アクセス ポイントのパワー インジェクタ
図 3-2 パワー インジェクタのコネクタと LED

1 取り付けタブ 4 AC 電源 LED

2 AP 電源 LED 5 AP 側：アクセス ポイントに接続するイーサネット コネクタ

（RJ-45） 
（10/100/1000BASE-T）

3 障害 LED 6 スイッチ側：スイッチに接続するイーサネット コネクタ

（RJ-45）（10/100/1000BASE-T）
21
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リセット ボタンの使用
パワー インジェクタの LED のモニタリング

パワー インジェクタの LED を使用して、パワー インジェクタのステータスを確認できます。LED で
表示されるステータス情報は次のとおりです。

• AP 電源：アクセス ポイントが正常に検出されると緑色で点灯し、パワー インジェクタからアクセ

ス ポイントに電源が供給されていることを示します。

• 障害：：ディスカバリ モードまたは電源オン時に障害が発生すると、赤色で点灯します。サポー

トに問い合わせる前に、イーサネット ケーブルと接続を確認してください。

• AC 電源：パワー インジェクタに AC 電力が供給され、いつでもアクセス ポイントに電力を供給で

きる状態になると、緑色に点灯します。

リセット ボタンの使用
アクセス ポイントには、筐体の左側、Console-Reset ポートの内部の六角形の密閉プラグの下にリセッ

ト ボタンがあります。

注意 プラグが取り外されて交換されるたびに、プラグのシールを検査して、適切に締めてください。プ

ラグを 15 lbf-in で締めます。

図 3-3 リセット ボタンの位置：モデル AIR-CAP1552E-x-K9 および AIR-CAP1552EU-x-K9

1 コンソール ポート 2 リセット ボタン

35
20

55

1

2
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リセット ボタンの使用
アクセス ポイントのリセット

リセット ボタンを使用して、AP をデフォルトの工場出荷設定に戻すか、デフォルトの TFTP サーバか

ら 新のソフトウェア イメージをダウンロードします。

リセット ボタンを使用するには以下を実行します。

ステップ 1 レンチを使用して、Console-Reset ポートから六角形のプラグを取り外します。プラグの周りのシール

は緩めないでください。

ステップ 2 リセット ボタンを押し続けるには、まっすぐにされたクリップ、小型のドライバまたはペンを使用し

ます。

• 電源の再投入中に AP をデフォルトの工場出荷設定にリセットする場合、リセット ボタンを LED 
がオレンジ色に点滅するまで長押し（2 ～ 3 秒）します。

• 電源の再投入中にデフォルトの TFTP サーバ（IP アドレスの範囲が 10.0.0.2 から 10.0.0.30 のサー

バ）からソフトウェア イメージ（ap1g3-k9w7-tar.default）をダウンロードするには、リセット ボ
タンを LED が赤色になるまで長押し（20 ～ 30 秒）します。

ステップ 3 コードに取り付けられた六角形のプラグの密封面とガスケットに損傷がないか調べます。ガスケットに

損傷の兆候がある場合、ユニットへの水漏れを防ぐために交換する必要があります。

ステップ 4 六角形のプラグを交換し、15 lbf-in で締めます。
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翻訳版の安全上の警告

翻訳版の安全上の警告については、アクセス ポイントに付属しているか、または Cisco.com で入手可能

な安全上の警告マニュアルを参照してください。

Cisco.com でマニュアルを参照する場合、次の手順に従ってください。

ステップ 1 次に示すシスコ無線マニュアルのホームページのリンクをクリックして移動します。

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

ステップ 2 [Support] をクリックして [Support and Documentation] ページを表示します。

ステップ 3 [Find Product Support] カラムで [Wireless] をクリックします。

ステップ 4 [1530] をクリックします。

ステップ 5 [Install and Upgrade] をクリックします。

ステップ 6 [Install and Upgrade Guides] をクリックします。

ステップ 7 [Translated Safety Warnings for Cisco Aironet 1530 Series Outdoor Mesh Access Points] をクリックし

ます。
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P P E N D I X B

適合宣言および規制情報

この付録では、Cisco Aironet 1532 屋外アクセス ポイントに関する適合宣言と規制情報について説明し

ます。

この付録の内容は、次のとおりです。

• 「製造業者による連邦通信委員会への適合宣言」（P.B-2）

• 「Industry Canada」（P.B-3）

• 「European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein」（P.B-3）

• 「RF 被曝に関する適合宣言」（P.B-6）

• 「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）」（P.B-7）

• 「VCCI Statement for Japan」（P.B-8）

• 「Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan」（P.B-8）

• 「EU Declaration of Conformity」（P.B-11）
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製造業者による連邦通信委員会への適合宣言
製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

モデル : FCC 認証番号 :

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。

この機器は、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス A 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、場所を移動します。

• 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 Part 15 に適合した無線デバイスは、シスコが提供するアンテナを使用している場合は、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。この製品に対し、シスコによって明示的

に承認されていない変更または修正を加えると、ユーザがこのデバイスを使用する権利が無効にな

ります。

注意 規制上の制限事項を満たすには、専門の担当者がアクセス ポイントを設置する必要があります。

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

AIR-CAP1532I-A-K9 LDK102090P

AIR-CAP1532E-A-K9 LDK102089P
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Industry Canada
Industry Canada
Models: IC Certification Number: 

Canadian Compliance Statement

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

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

This device complies with Class A 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 13 dBi for 2.4 GHz 
and 14 dBi for 5 GHz. Antennas having a gain greater are strictly prohibited for use with this device. The 
required antenna impedance is 50 ohms.

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.

Declaration of Conformity for RF Exposure
This access point product has been found to be compliant to the requirements set forth in CFR 47

Section 1.1307 addressing RF Exposure from radio frequency devices as defined in Evaluating 
Compliance with FCC Guidelines for Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields. 
Antennas that have 8 dBi to 14 dBi gain should be located at a minimum of 19.7 inches (50 cm) or more 
from the body of all persons. Antennas that have less than 8 dBi gain should be located at a minimum of 
7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

This access point is also compliant to EN 50835 for RF exposure.

European Community, Switzerland, Norway, Iceland, 
and Liechtenstein

Access Point Models:

AIR-CAP1532I-A-K9 2461B-LDK102090P

AIR-CAP1532E-A-K9 2461B-LDK102089P
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Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC & Medical Directive 93/42/EEC
AIR-CAP1532I-E-K9

AIR-CAP1532E-E-K9

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE 
Directive 1999/5/EC & Medical Directive 93/42/EEC

This declaration is only valid for configurations (combinations of software, firmware, and hardware) 
provided and supported by Cisco Systems. The use of software or firmware not provided and supported 
by Cisco Systems may result in the equipment no longer being compliant with the regulatory 
requirements.
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付録 B      適合宣言および規制情報

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC & Medical Directive 93/42/EEC
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.

（注） 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:
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RF 被曝に関する適合宣言
RF 被曝に関する適合宣言
米国、カナダ、欧州連合、およびオーストラリアの RF 被曝に関する適合宣言を次に示します。

米国

このシステムは、ANSI C 95.1（米国規格協会）の制限値を基準として、人体に対する RF 被曝レベル

が評価されています。

この評価は ANSI C 95.1 および FCC OET Bulletin 65C rev 01.01 に基づいています。

 コンプライアンスを維持するための、8 dBi ～ 14 dBi のゲインを持つアンテナに対する 低分離距離

は、人体から 19.7 インチ（50 cm）です。8 dBi 未満のゲインを持つアンテナから人体への 低分離距

離は 7.9 インチ（20 cm）です。

カナダ

このシステムは、ANSI C 95.1（米国規格協会）の制限値を基準として、人体に対する RF 被曝レベル

が評価されています。

この評価は RSS-102 Rev 2 に基づいています。コンプライアンスを維持するための、8 dBi ～ 14 dBi 
のゲインを持つアンテナに対する 低分離距離は、人体から 19.7 インチ（50 cm）です。8 dBi 以下の

ゲインを持つアンテナから人体の 低分離距離は 7.9 インチ（20 cm）です。

欧州連合

このシステムは、ICNIRP（International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection）の制限値

を基準として、人体に対する RF 被曝レベルが評価されています。

評価は、EN 50385「Product Standard to Demonstrate Compliance of Radio Base stations and Fixed 
Terminals for Wireless Telecommunications Systems with basic restrictions or reference levels related to 
Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields from 300 MHz to 40 GHz」に基づいてい

ます。

コンプライアンスを維持するための、8 dBi ～ 14 dBi のゲインを持つアンテナに対する 低分離距離

は、人体から 19.7 インチ（50 cm）です。8 dBi 未満のゲインを持つアンテナから人体への 低分離距

離は 7.9 インチ（20 cm）です。

オーストラリア

このシステムは、Australian Radiation Protection 規格に基づき、ICNIRP（International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection）の制限値を基準として、人体に対する RF 被曝レベルが評価さ

れています。

コンプライアンスを維持するための、8 dBi ～ 14 dBi のゲインを持つアンテナに対する 低分離距離

は、人体から 19.7 インチ（50 cm）です。8 dBi 未満のゲインを持つアンテナから人体への 低分離距

離は 7.9 インチ（20 cm）です。
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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）
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。

Lightweightアクセス ポイントのモデル :

AIR-CAP1532E-Q-K9

AIR-CAP1532I-Q-K9

日本語

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

03-6434-6500

43
76

8
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Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan
VCCI Statement for Japan

Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points 
in Taiwan

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

Warning This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by 
Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio 
disturbance may arise. When such trouble occurs, the user may be required to take corrective 
actions.
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Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan
Chinese Translation
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付録 B      適合宣言および規制情報

Administrative Rules for Cisco Aironet Access Points in Taiwan
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.

Chinese Translation

English Translation

Low-power Radio-frequency Devices Technical Specifications

4.7

Unlicensed National Information Infrastructure

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.
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Operation of Cisco Aironet Access Points in Brazil
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.

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 
adapters. Using any other cables/adapters 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.

EU Declaration of Conformity

All the Declaration of Conformity statements related to this product can be found at the following 
location:

http://www.ciscofax.com

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-CAP1532E-Z-K9

AIR-CAP1532I-Z-K9
B-11
Cisco Aironet 1530 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

OL-30864-01-J

http://www.ciscofax.com
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Operation of Cisco Aironet Access Points in Brazil
Regulatory Information

Figure B-1 contains Brazil regulatory information for the access point models identified in the previous 
section.

Figure B-1 Brazil Regulatory Information

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.
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P P E N D I X C

チャネルと電力レベル

チャネルと 大電力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless documentation ページで 
『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』ド

キュメントを参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次に示すシスコ無線マニュアルのホームページのリンクをクリックして移動します。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html

ステップ 2 [Support] をクリックします。テクニカルサポート /ドキュメンテーションのページが表示されます。

ステップ 3 [Wireless] をクリックします。

ステップ 4 [1530] をクリックします。

ステップ 5 [Install and Upgrade] をクリックします。

ステップ 6 [Install and Upgrade Guides] をクリックします。

ステップ 7 『Channels and Maximum Power Settings for Cisco 1530 Series Outdoor Access Points』 マニュアルをク

リックします。
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アクセス ポイントのデータ シート

Cisco Aironet 1530 シリーズ屋外アクセス ポイントの詳細な技術仕様は、次の URL から入手できま

す。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps12831/data_sheet_c78-728356.html

また、オフラインで使用するために上記の URL から『Cisco Aironet 1530 Series Outdoor Access Point 
Data Sheet』のコピーをダウンロードできます。
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P P E N D I X E

アクセス ポイントのピン配置 

この付録では、アクセス ポイントのイーサネット コネクタおよびパワー インジェクタの入出力コネク

タのピン信号について説明します。

表 E-1 は、アクセス ポイントの LAN コネクタのピン信号を示しています。

 

表 E-2 に、アクセス ポイントの PoE 入力イーサネットコネクタのピン信号を示します。この表に示す

ピン配置は AIR-POWERINJ1500 に適用されます。すべての PoE ソースがこれらのピン配置に従うわ

けではありません。

表 E-1 アクセス ポイント LAN コネクタのピン配置 

ピン番号 信号名

1 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

2

3 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

6

4 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

5

7 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

8

シールド シャーシ アース

表 E-2 AIR-POWERINJ1500 に対するアクセス ポイント PoE 入力イーサネット コネクタのピン配置

ピン番号 信号名

1 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）および DC 戻り線

2

3 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）および DC（+）

6

4 イーサネット信号ペア（1000BASE-T）および DC（+）

5

7 イーサネット信号ペア（1000BASE-T）および DC 戻り線

8
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付録 E      アクセス ポイントのピン配置
表 E-3 に、パワー インジェクタ入力コネクタ（スイッチ側）のピン信号を示します。

表 E-4 に、パワー インジェクタ出力コネクタ（AP 側）の RJ-45 ピン信号を示します。この表に示すピ

ン配置は AIR-POWERINJ1500 に適用されます。すべての PoE ソースがこれらのピン配置に従うわけ

ではありません。

表 E-3 パワー インジェクタ入力コネクタ（スイッチ側）のピン配置

ピン番号 信号名

1 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

2

3 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）

6

4 イーサネット信号ペア（1000BASE-T）

5

7 イーサネット信号ペア（1000BASE-T）

8

シールド シャーシ アース

表 E-4  パワー インジェクタ AIR-POWERINJ1500 の出力コネクタ（アクセス ポイント側）のピン配置

ピン番号 信号名

1 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）および DC 戻り線

2

3 イーサネット信号ペア（10/100/1000BASE-T）および DC（+）

6

4 イーサネット信号ペア（1000BASE-T）および DC（+）

5

7 イーサネット信号ペア（1000BASE-T）および DC 戻り線

8

シールド シャーシ アース
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P P E N D I X F

DHCP オプション 43 の設定

この付録では、Cisco Catalyst 3750 シリーズ スイッチなどの DHCP サーバを Cisco Aironet アクセス 
ポイントで使用できるように、DHCP オプション 43 を設定する手順について説明します。この付録の

内容は、次のとおりです。

• 「概要」（P.F-2）

• 「1000、1500、および 1530 シリーズ アクセス ポイントのオプション 43 の設定」（P.F-3）

• 「1100、1130、1200、1240、1250、1300、1520、および 1530 シリーズ アクセス ポイントのオプ

ション 43 の設定」（P.F-4）
F-1
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付録 F      DHCP オプション 43 の設定

概要
概要
ここでは、DHCP サーバを Cisco Aironet アクセス ポイントで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、DHCP サーバの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 アドレスを使用します。

（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。

Cisco Aironet 1000、1500、および 1532 シリーズ アクセス ポイントは、DHCP オプション 43 の設定

に、コンマ区切りの文字列形式を使用します。他の Cisco Aironet アクセス ポイントは、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 Vendor Class Identifier（VCI; ベンダー クラス ID）文字列（DHCP オプション 60）に基づいて

オプションを返すようにプログラミングされている必要があります。表 F-1 は、Lightweight モードで

動作する Cisco アクセス ポイントの VCI ストリングを示しています。

1100、1130、1200、1240、1250、1300、1520、および 1532 アクセス ポイントに対応した TLV ブ
ロックの形式を次に示します。

• 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 

表 F-1 Lightweight アクセス ポイントの VCI ストリング

アクセス ポイント Vendor Class Identifier（VCI）

Cisco Aironet 1000 シリーズ Airespace.AP1200

Cisco Aironet 1100 シリーズ Cisco AP c1100

Cisco Aironet 1130 シリーズ Cisco AP c1130

Cisco Aironet 1200 シリーズ Cisco AP c1200

Cisco Aironet 1240 シリーズ Cisco AP c1240

Cisco Aironet 1250 シリーズ Cisco AP c1250

Cisco Aironet 1300 シリーズ Cisco AP c1300

Cisco Aironet 1500 シリーズ Cisco AP c15001

1. コントローラがリリース 4.1 以降の場合。

Cisco AP.OAP15002、Cisco AP.LAP15102、また

は Cisco AP.LAP15052 

2. コントローラがリリース 4.0 の場合、VCI はモデルごとに異なります。

Airespace.AP12003

3. コントローラがリリース 3.2 の場合。

Cisco Aironet 1520 シリーズ Cisco AP c1520

Cisco Aironet 1530 シリーズ Cisco AP c1530
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付録 F      DHCP オプション 43 の設定

1000、1500、および 1530 シリーズ アクセス ポイントのオプション 43 の設定
1000、1500、および 1530 シリーズ アクセス ポイントのオ
プション 43 の設定 

組み込み Cisco IOS DHCP サーバで Cisco 1000、1500、および 1530 シリーズ アクセス ポイントの 
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 Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）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。

これらのコマンドは、DHCP プールの作成に使用されます。

ip dhcp pool pool name 
network IP Network Netmask 
default-router Default router 
dns-server DNS Server

ここで、

  pool name は、DHCP プールの名前（AP1000 など）

  IP Network は、コントローラが属するネットワーク IP アドレス（10.0.15.1 など）

  Netmask は、サブネット マスク（255.255.255.0 など）

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

  DNS Server は、DNS サーバの IP アドレス（10.0.10.2 など）

ステップ 3 以下の構文を使用して、アクセス ポイントにオプション 60 行を追加します。

option 60 ascii “VCI string” 

VCI のストリングには、表 F-1 の値を使用します。引用符は必ず含める必要があります。

ステップ 4 次の構文を使用してオプション 43 の行を追加します。

option 43 ascii “Comma Separated IP Address List” 

たとえば、コントローラ IP アドレス 10.126.126.2 および 10.127.127.2 を使用して、Cisco 1000、
1500、または 1500 シリーズ アクセス ポイントのオプション 43 を設定する場合、Cisco IOS CLI で、

次の行を DHCP プールに追加します。

option 43 ascii “10.126.126.2,10.127.127.2” 

引用符は必ず含める必要があります。
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付録 F      DHCP オプション 43 の設定

1100、1130、1200、1240、1250、1300、1520、および 1530 シリーズ アクセス ポイントのオプション 43 の設定
1100、1130、1200、1240、1250、1300、1520、および 
1530 シリーズ アクセス ポイントのオプション 43 の設定

組み込みの Cisco IOS DHCP サーバを使用して、Cisco Aironet 1100、1130、1200、1240、1250、
1300、1520、および 1530 シリーズのアクセス ポイント用に 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 プールの作成に使用するコマンドは次のとおりです。

ip dhcp pool pool name 
network IP Network Netmask 
default-router Default router 
dns-server DNS Server 

ここで、

  pool name は、DHCP プールの名前（AP1000 など）

  IP Network は、コントローラが属するネットワーク IP アドレス（10.0.15.1 など）

  Netmask は、サブネット マスク（255.255.255.0 など）

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

  DNS Server は、DNS サーバの IP アドレス（10.0.10.2 など）

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 のストリングには、表 F-1 の値を使用します。引用符は必ず含める必要があります。

ステップ 4 次の構文を使用してオプション 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た結果の Cisco IOS コマンドは、次のとおりです。

option 43 hex f1080a7e7e020a7f7f02 
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G L O S S A R Y
802.3af/at Power over Ethernet（PoE）のメカニズムを説明する IEEE 規格。この規格は、標準のイーサネット 
ケーブル配線を介して電力およびデータの両方を提供する機能を規定します。

802.11 2.4 GHz 周波数帯で稼働する 1 Mb/s および 2 Mb/s 無線 LAN に対するキャリア検知メディア ア
クセス コントロールと物理層の規格を定めている IEEE 規格。

802.11a 5GHz 周波数帯で稼働する無線 LAN に対するキャリア検知メディア アクセス コントロールと物
理層の規格を定めている IEEE 規格。

802.11b 2.4 GHz 周波数帯で稼働する 5.5 Mb/s および 11 Mb/s 無線 LAN に対するキャリア検知メディア 
アクセス コントロールと物理層の規格を定めている IEEE 規格。

802.11g 2.4 GHz 周波数帯で稼働する 6 Mb/s、9 Mb/s、12 Mb/s、18 Mb/s、24 Mb/s、36 Mb/s、48 Mb/s、
および 54 Mb/s 無線 LAN に対するキャリア検知メディア アクセス コントロールと物理層の規格
を定めている IEEE 規格。

802.11n 無線 LAN（WLAN）通信に対する規格。一連の 802.11 規格に対する追加で、802.11n は、ネッ
トワーク速度および信頼性を上げ、無線ネットワークの動作距離を延ばします。raw データ ス
ループットは 600 Mb/s に到達、あるいは 802.11g のスループットの 10 倍を超えると考えられま
す。

A

AWPP Adaptive Wireless Path Protocol。

B

beacon 無線デバイスのアベイラビリティと存在を信号で通知する無線 LAN パケット。ビーコン パケッ
トはアクセス ポイントおよびベース ステーションから送信されますが、コンピュータ対コン
ピュータ（アドホック）モードで実行されている場合は、クライアントの無線カードから送信さ
れます。

BOOTP ブート プロトコル。ネットワーク上のデバイスに静的に IP アドレスを割り当てる際に使用され
るプロトコルです。

BPSK 2 位相偏移変調。IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN で、1 Mb/s の伝送に使用される変調技術です。

C

CAPWAP Control And Provisioning of Wireless Access Points。
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Glossary
CCK Complementary Code Keying。IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN で、5.5 Mb/s および 11 Mb/s の伝
送に使用される変調技術。

CCKM Cisco Centralized Key Management。CCKM を使用すると、認証されているクライアント デバイ
スは、あるアクセス ポイントから別のアクセス ポイントへ、再アソシエーションの際にほとんど
遅延を感じることなくローミングできます。ネットワーク上のアクセス ポイントは、Wireless 
Domain Service（WDS; 無線ドメイン サービス）を提供し、サブネット上の CCKM 対応クライ
アント デバイスに対してセキュリティ クレデンシャルのキャッシュを生成します。WDS アクセ
ス ポイントのクレデンシャルのキャッシュにより、CCKM 対応クライアント デバイスが新しい
アクセス ポイントにローミングする際に発生する再アソシエーションに必要な時間が大幅に短縮
されます。

CSMA Carrier Sense Multiple Access（キャリア検知多重アクセス）。IEEE 802.11 規格で定められた無
線 LAN のメディア アクセス手段です。

D

dBi アンテナ ゲインの測定に一般的に使用されるデシベルと等方性アンテナの比率。dBi の値が大き
いほどゲインが高く、対応角度が鋭角になります。

DFS 動的周波数選択。一部の規制地域では、レーダー信号との干渉を回避するために 5 GHz 無線で 
DFS を使用する必要があります。

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol。多数のオペレーティング システムで使用でき、ネット
ワーク上のデバイスに指定範囲内の IP アドレスを自動発行するプロトコル。割り当てられたアド
レスは、管理者が指定した一定の期間、デバイスに保持されます。

DNS Domain Name System（ドメイン ネーム システム）サーバ。テキスト名を IP アドレスに変換す
るサーバ。英数字のホスト名とそれらに対応する IP アドレスが登録されたデータベースを保持し
ます。

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum（ダイレクト シーケンス スペクトラム拡散方式）。スペクトラ
ム拡散方式の無線送信の一種。その信号を、広範な周波数帯に連続して送信します。

E

EAP Extensible Authentication Protocol。オプションの IEEE 802.1x セキュリティ機能。大規模なユー
ザ ベースを持ち、EAP 対応の Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバに
アクセスする組織に 適なプロトコルです。

G

gateway 2 つの互換性のないネットワークを接続するデバイス。

GHz ギガヘルツ。10 億サイクル / 秒。周波数の測定単位です。
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Glossary
I

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers（米国電気電子技術者協会）。出版物、会議、規格
策定などの活動を通じて、電気技術者を支援する専門家団体です。イーサネットの 802.3 規格お
よび無線 LAN の 802.11 規格を策定します。

IP アドレス ステーションのインターネット プロトコル（IP）アドレス。

IP サブネット マスク IP サブネットワークの識別に使用される番号。IP アドレスが LAN で認識可能かどうか、あるい
は、ゲートウェイ経由で到達させる必要があるかどうかを示します。この番号は、255.255.255.0 
のように IP アドレスと同様の形式で表されます。

M

MAC アドレス Media Access Control（メディア アクセス コントロール）アドレス。イーサネット データ パ
ケットで、アクセス ポイントやクライアント アダプタなどのイーサネット デバイスを識別する
ために使用される 48 ビットの一意な番号です。

Map メッシュ アクセス ポイント

MBSSID Multiple Basic SSID。Multiple Basic SSID ごとに固有の MAC アドレスが割り当てられます。複
数の BSSID を使用して SSID ごとに固有の Delivery Traffic Indication Message（DTIM）設定を
割り当て、SSID をビーコンにブロードキャストできます（ビーコンごとに 1 個の SSID）。

MIMO Multiple Input/Multiple Output

O

OFDM 直交周波数分割多重方式。IEEE 802.11a 準拠の無線 LAN で、6 Mb/s、9 Mb/s、12 Mb/s、18 
Mb/s、24 Mb/s、36 Mb/s、48 Mb/s、および 54 Mb/s の伝送に使用される変調技術。

Q

QPSK
4 位相偏移変調。IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN で、2 Mb/s の伝送に使用される変調技術。

R

range トランスミッタが信号を送信できる直線距離。

RAP ルート アクセス ポイント

RF Radio Frequency（無線周波数）。無線を使用したテクノロジーに使用される一般用語です。
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Glossary
RP-TNC Cisco Aironet の無線機器とアンテナに特有のコネクタ タイプ。スペクトラム拡散デバイスに関
する FCC 規則の Part 15.203 では、送信機器で使用できるアンテナのタイプが制限されています。
この規則に適合するため、Cisco Aironet では、他のすべての無線 LAN プロバイダーの製品と同
様に、無許可のアンテナを無線機器に取り付けることができないよう、無線装置とアンテナに固
有のコネクタを使用しています。

S

SSID Service Set Identifier（サービス セット ID）。「無線ネットワーク名」とも呼ばれます。無線ネッ
トワークの識別に使用され、ステーションで相互通信やアクセス ポイントとの通信に必要とされ
る一意の識別子。SSID には、 大 32 文字の英数字を使用できます。

U

UNII Unlicensed National Information Infrastructure。5.15 ～ 5.35GHz および 5.725 ～ 5.825GHz 周波
数帯で稼働する UNII デバイスに関する規制です。

UNII-1 5.15 ～ 5.25GHz 周波数帯で稼働する UNII デバイスに関する規制。

UNII-2 5.25 ～ 5.35GHz 周波数帯で稼働する UNII デバイスに関する規制。

UNII-3 5.725 ～ 5.825GHz 周波数帯で稼働する UNII デバイスに関する規制。

UPoE Cisco Universal Power Over Ethernet（UPOE）は、単一の標準イーサネット ケーブルを通して
ポートごとの電力を 60W に増加することで IEEE PoE+ 標準を拡張します。単一のイーサネット

（CAT5E 以上）ケーブルで 60 W の電力の統合、つまりアクセス スイッチ ポートごとに 60W を
可能にします。

W

WDS Wireless Domain Service（無線ドメイン サービス）。無線 LAN で WDS を提供するアクセス ポ
イントは、無線 LAN の CCKM 対応クライアント デバイスに対するクレデンシャルのキャッシュ
を維持します。CCKM 対応クライアントが、1 つのアクセス ポイントから別のアクセス ポイン
トにローミングする場合、WDS アクセス ポイントは、マルチキャスト キーを持つ新しいアクセ
ス ポイントに、クライアントのクレデンシャルを転送します。クライアントと新しいアクセス ポ
イントとの間で渡されるパケットは 2 つだけであるため、再アソシエーションの時間が大幅に短
縮されます。

WEP Wired Equivalent Privacy（有線と同等のプライバシー）。IEEE 802.11 規格で定められているオ
プションのセキュリティ メカニズムです。ケーブルと同等のリンク完全性を無線デバイスで実現
します。

WLSE Wireless LAN Solutions Engine。WLSE は Cisco Aironet 無線 LAN インフラストラクチャを管
理するための専用のアプライアンスです。顧客が定義したグループ内のアクセス ポイントを中央
から識別および設定し、スループットとクライアントのアソシエーションに関してレポートしま
す。WLSE の集中管理機能は、統合テンプレートベースの設定ツールでさらに拡張され、設定の
簡易化と生産性の向上を実現します。

WNM Wireless Network Manager（無線ネットワーク マネージャ）。
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WPA Wi-Fi Protected Access（WPA）は、既存および将来の無線 LAN システムのデータ保護とアクセ
ス コントロールの水準を大幅に向上させる、標準規格に基づく相互運用性のあるセキュリティ拡
張です。WPA は、現在策定中の IEEE 802.11i 規格のサブセットで、この規格と互換性がありま
す。WPA では、データ保護に Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）を使用し、認証済みキー
管理に 802.1X を使用しています。

あ

アクセス ポイント 電波を使用して、有線ネットワークと無線ステーションを接続する無線 LAN データ トランシー
バ。

アソシエート ステーションがアクセス ポイントと無線通信できるように適切に設定されること。

アドホック ネットワーク アクセス ポイントを使用せずに、ステーションだけで構成された無線ネットワーク。

アンテナ ゲイン 一定圏内で無線エネルギーをある方向へ収束させるアンテナの能力を示す測定値。アンテナ ゲイ
ンが高いほど、特定の方向により収束された放射パターンとなります。

イーサネット も広く使用されている有線のローカル エリア ネットワーク。キャリア検知多重アクセス
（CSMA）を使って複数のコンピュータによるネットワークの共有を可能にし、使用されている
物理層に応じて 10 Mb/s、100 Mb/s、または 1000 Mb/s での動作を実現します。

インフラストラクチャ 有線イーサネット ネットワーク。

か

クライアント アクセス ポイントのサービスを使用して、ローカル エリア ネットワーク上で他のデバイスと無
線通信を行う無線デバイス。

さ

受信機感度 受信機が受信し、正しくデータに変換することができる も弱い信号の測定値。

スペクトラム拡散方式 他の方式よりも広帯域幅にユーザ情報を拡散する無線送信テクノロジー。耐干渉性が向上し、無
資格での運用が可能になるという利点を得るために必要なテクノロジーです。

セル  無線デバイスがベース ステーションと通信できる無線範囲（カバレッジ）。セルのサイズは、転
送速度、使用されるアンテナの種類、物理的な環境、およびその他の要因によって決まります。

全方向性 通常は、基本的に円状のアンテナ放射パターンを指します。

送信電力 無線送信の電力レベル。

た

データ レート デバイスによってサポートされているデータ転送レートの範囲。データ レートはメガビット毎秒
（Mb/s）で測定されます。
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等方性 球形に信号を放射するアンテナ。

ドメイン名 ネットワークまたはネットワーク リソースのグループを示すテキストの名前。name.com（企
業）、name.edu（教育関連組織）、name.gov（政府関連組織）、ISPname.net（ISP などのネット
ワーク プロバイダー）、name.ar（アルゼンチン）、name.au（オーストラリア）など、組織のタイ
プや地域ごとに付けられます。

は

パケット ネットワーク上の通信に使用される基本的なメッセージ単位。パケットには通常、ルーティング
情報とデータが含まれ、場合に応じてエラー検出情報が含まれます。

ファームウェア メモリ チップにプログラミングされているソフトウェア。

ファイル サーバ ファイル、メール、プログラムなどをローカル エリア ネットワークで共有するためのファイル用
リポジトリ。

ブロードキャスト パケッ

ト

同一サブネット上のすべてのアドレスに送信される単一のデータ メッセージ（パケット）。

変調 ユーザ情報とトランスミッタを組み合わせてキャリア信号を得る数種類の技法。

ま

マルチキャスト パケット 複数のアドレスに送信される単一のデータ メッセージ（パケット）。

マルチパス 無線信号が物体に当たって跳ね返ることで発生するエコー。

や

ユニキャスト パケット 特定の IP アドレスに送信される単一のデータ メッセージ（パケット）。

ら

ローミング 複数のアクセス ポイントを使用して、ユーザが LAN への連続した接続を維持したまま構内を移
動できるようにする機能。

わ

ワークステーション クライアント アダプタを備えたコンピュータ デバイス。
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