
はじめに
MOD-8XXX-0001E-WW センサー モジュールは、Motorola Solutions WiNG 5
ネットワーク管理アーキテクチャで使用するための、AP-8132 モデル
アクセスポイントに対する USB 環境拡張センサーです。周辺照明条
件下でのワイヤレス センサー機構を提供することで、AP-8132 の無線
カバレッジ領域におけるモニタリングとレポートを可能にします。
センサー検出機構の出力は、WiNG 5 アーキテクチャ内で報告され、
閲覧が可能です。

本書での表記について
この文書では次の記号を使用して、注意が必要な状況を示してい
ます。

注 注意する必要のある助言、ヒント、または特別な要件。

注意 注意が必要です。無視すると、データの消失や機器
の異常動作を招く可能性があります。

警告!   人体負傷や機器の破損を招く可能性のある状況や
手順を示します。

警告
•設置手順とサイト サーベイ レポートをすべて読み、機器が正

しく設置されていることを確認してから、MOD-8XXX-0001E-WW
環境センサー モジュールを接続してください。

•機器の設置に取り掛かる前に、貴金属や腕時計を外してください。
•このユニットに接続するすべての機器が、正しく接続および接地
されていることを確認してください。

•機器周辺が適切に換気されていることと、周辺温度が機器の動作
仕様に適合していることを確認してください。

安全上の注意
MOD-8XXX-0001E-WW を設置する前に、以下を確認してください。

•Motorola Solutions は、MOD-8XXX-0001E-WW を濡れた場所、または埃っ

ぽい場所に設置しないことを推奨しています。
•設置する環境の気温が、常に -20°C ～ 75°C であることを確認してく

ださい。

仕様
全長6.3cm (2.5 インチ)
幅15.24cm (6.0 インチ)
高さ4.127cm (2.0 インチ) 
重量0.123 kg (0.270 ポンド)
動作温度-20° ～75°C/-4° ～ 167°F
保管温度-40° ～ 70° C/-40° ～ 185° F

MOD-8XXX-0001E-WW 環境センサー モジュールはプレナム定格対応です。

注意  プレナム定格を維持するには、MOD-8XXX-0001E-WW を
アクセス ポイントに直接接続する必要があります。オプ
ションの取り付けハードウェアまたは延長ケーブルを使っ
て、センサー モジュールを取り付けないでください。
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AP-8132 アクセス ポイントへの MOD-8XXX-0001E-WW の設置
注意  MOD-8XXX-0001E-WW を設置する前にアクセス ポイントの
電源を切ってください。

センサー モジュールを設置するのに工具は必要ありません。モ
ジュールの上部と下部にあるタブを、対応するアクセス ポイン
トのスロットに、カチッと音がするまで嵌め込んでください。

1. MOD-8XXX-0001E-WW のタブを、アクセス ポイントの対応するス
ロットに合わせてください。

2. MOD-8XXX-0001E-WW を、アクセス ポイントにしっかりと取り付
けてください。モジュールは、アクセス ポイントのいずれの
側にも取り付けることができます。

3. その LED を観察して、MOD-8XXX-0001E-WW が動作していることを
確認してください。

MOD-8XXX-0001E-WW を取り外すには、センサー モジュールの上
部と下部にあるタブを押し下げて、アクセス ポイントから慎
重に取り外します。

取り付けハードウェアを使った MOD-8XXX-0001E-WW の設置
1. アンカーと 0.3cm (1/8 インチ ) x 3.8cm (1 1/2 インチ ) のネジ ( お客様

の側で用意 ) を使って、お好みの場所に取り付けブラケットを取
り付けます。

2. MOD-8XXX-0001E-WW のタブを取り付けブラケットの対応するスロッ
トに合わせ、センサー モジュールをしっかりと取り付けます。

3. USB 延長ケーブル ( お客様の側で用意 ) を使い、
MOD-8XXX-0001E-WW をアクセス ポイントに接続します。

4. その LED を観察して、センサー モジュールが動作しているこ
とを確認してください。

法規制に関する情報
本機器は、Motorola Solutions, Inc. ブランドとして認定されています。

このガイドはモデル番号 KHUSBMAAT に適用されます。

Motorola の機器はすべて、販売地域の法令および規制に準拠するように設計
されており、必要に応じてその旨を記載したラベルが貼付されています。

各言語に翻訳されたバージョンは次の Web サイトで参照できます。
http://www.motorolasolutions,com/support.

Motorola Solutions の機器に変更または改変を加えた場合、Motorola Solutions に
よる明示的な承認がある場合を除き、その機器を操作するお客様の権限が無
効になる場合があります。

無線電波干渉についての要件 - FCC

注 : この機器は、テストの結果、FCC 規則パート 15 に基づくクラス B デジタ
ル機器の条件に準拠していることが確認されています。この制限は、この機
器を住居内で使用する際に有害な電波干渉を起こさないために規定された
ものです。この機器は、無線周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能
性があります。指示に従わずに設置および使用した場合、無線通信に有害な
電波干渉を引き起こすおそれがあります。ただし、特定の設置条件に従えば
電波干渉が起こらないと保証されるものではありません。この機器がラジオ
やテレビの受信に有害な電波干渉を引き起こし、機器の電源のオン / オフ操
作によってそのことが確認できる場合、以下の 1 つ以上の方法を用いて、お
客様ご自身で電波障害の解決を試みることをお勧めします。

• 受信アンテナの方向または場所を変える

• 機器と受信機の間隔を空ける

• 受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに本機器を

接続する

• 販売店またはテレビ / ラジオの専門技術者に相談する

マークと欧州経済地域 (EEA)

Motorola Solutions は、この機器が、該当するすべての指示項目 (2004/108/EC、
2006/95/EC) に準拠していることを、本文書により宣言します。「適合宣言」
文書は、以下の Web サイトから入手できます。

http://www.motorolasolutions.com/doc

廃電気電子機器指令 (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola 
for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de 
produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre 
cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно връщането 
на продукти, моля отидете на адрес: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di 
vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni 
sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à 
Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur 
naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do 
firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na 
stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee .
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Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise 
eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun 
aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till 
Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on 
osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju 
Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
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トルコ - 準拠に関する WEEE 声明

日本 (VCCI) - 電波障害自主規制協議会

Class B 情報処理装置

韓国 - クラス B ITE の警告声明
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中国

台湾
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Motorola Solutions サポート センター
本機器に問題が発生した場合は、お客様の地域のサポートにお問い合
わせください。
問い合わせ先の情報については、以下の Web サイトをご覧ください。
http://www.motorolasolutions.com/support

Motorola Solutions サポートへのお問い合わせの際は、以下の情報をご用
意ください。

• 装置のシリアル番号

• モデル番号または製品名

• ソフトウェアのタイプとバージョン番号

Motorola Solutions では、サポート契約で定められた期間内に電子メール、
電話、またはファックスでお問い合わせに対応いたします。ご使用の製
品を Motorola Solutions ビジネス パートナーから購入された場合、サポート
については購入先のビジネス パートナーにお問い合わせください。

カスタマーサポート Web サイト

Motorola Solutions サポートセンターのウェブサイトは下記の通りです。

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support 

開発ツール、ソフトウェアのダウンロード、製品マニュアル、および
オンライン修理依頼などの情報およびオンライン サポートを提供し
ています。

マニュアル

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support/product/manuals.do

総合案内

その他の情報を得るには以下の連絡先から Motorola Solutions までお問
い合わせください。

電話 ( 北米 ): 1-800-722-6234

電話 ( 国際 ): +1-631-738-5200

ウェブサイト : http://www.motorolasolutions.com
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