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1 はじめに 

屋外へのネットワークの受信範囲の拡大に対応するため、AP-7562 は厳しい屋外環境でも動
作可能な、最新の 802.11ac 3x3:3 Multiple Input Multiple Output (MIMO) によるデュアル無線設計を
採用しています。AP-7562 は、2.4GHz 802.11n の無線規格と 5GHz 802.11ac の無線規格を 1 つずつ
備えた、3x3:3 802.11ac 規格のアクセスポイントです。AP-7562 は WiNG のテクノロジー、拡張
性のある QoS、セキュリティ、およびモバイルサービスにより最適化されており、容量の拡
大と性能の向上をサポートします。 

配置は WiNG アーキテクチャを使用して管理できます。WiNG アーキテクチャは自律型アーキ
テクチャと依存型アーキテクチャのうち適した方の側面を利用し、各ユーザーやアプリ ケ
ーションが求める接続性、品質、セキュリティの要件を満たすスマートネットワークを、有
線ネットワークを含むネットワークリソースの可用性に基づいて構築します。 

WiNG ファームウェアを実行している WLAN または統合サービスコントローラにより認識さ
れた後は、AP-7562 は WiNG ネットワーク管理プロトコルを実行するアダプティブ AP として
管理されます。WiNG によるネットワークは、アダプティブ AP が現在提供している優位性を
次のレベルに高め、ネットワーク内のあらゆる地点でサービスとセキュリティを提供しま
す。トラフィックの流れは最適化され、有線環境での混雑を防ぎます。ユーザーとアプリ
ケーションの状況に応じてトラフィックが動的に稼働し、ネットワークの混雑地点を回避
して別の経路を探し出します。WiNG 5 ネットワークは、混合メディアアプリケーションの
最適化において他の追随を許しません。 

 

1.1 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。 
 
 

 

 

 

 

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。 
 

! 
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。 
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1.2 AP-7562 ハードウェア 

現在、AP-7562 アクセスポイントには 3 つのモデルがあります。 
 

モデルの部品番号 説明 

AP-7562-67040-US AP-7562 アクセス ポイント アウトドア IP67 デュアル無線規格 3x3:3 

802.11 a/b/g/n/ac 無線規格 SKU: US 

AP-7562-67040-EU AP-7562 アクセス ポイント アウトドア IP67 デュアル無線規格 3x3:3 

802.11 a/b/g/n/ac 無線規格 SKU: EU 

AP-7562-67040-WR AP-7562 アクセス ポイント アウトドア IP67 デュアル無線規格 3x3:3 

802.11 a/b/g/n/ac 無線規格 SKU: WR 

 

注 すべての AP-7562 アクセス ポイントには、耐候性イーサネット アダプ
タが 1 つ同梱されています。AP-7562 アクセス ポイントには、マウン 
ティング キット / アンテナと POE インジェクタは同梱されていません。
これらの部品は個別に注文する必要があります。 

 

1.3 AP-7562 アンテナアクセサリ 
 

 

注 アンテナは個別に注文する必要があり、AP-7562 には同梱されていません。 
 

 

AP-7562 アンテナスイートには以下のオプションのアンテナアクセサリが同梱されています
。アンテナは AP-7562 アクセスポイントには同梱されていないため、個別に注文する必要が
あります。 
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1.3.1 AP-7562 デュアルバンド 2.4GHz/5GHz アンテナ - 米国およびカナダ 
 

部品番号 アンテナの種類 2.4GHz ピークゲイン 5.2GHz ピークゲイン 

ML-2452-HPAG4A6-01 ダイポールアンテナ 4.0 7.3 

ML-2452-HPA6X6-036 ダイポールアンテナ 4.0 7.3 

ML-2452-HPA6-01 ダイポールアンテナ 5.3 6.1 

ML-2452-PNA5-01R パネル アンテナ 5.5 6.0 

ML-2452-PNL3M3-1 偏波パネルアンテナ 9.7 9.2 

1.3.2 AP-7562 シングルバンド 2.4GHz アンテナ- 米国およびカナダ 
 

部品番号 アンテナの種類 2.4GHz ピークゲイン 

ML-2499-FHPA5-01R ダイポールアンテナ 5.3 

ML-2499-HPA4-01 ダイポールアンテナ 4.5 

ML-2499-5PNL-72-N パネル アンテナ 6.5 

1.3.3 AP-7562 シングルバンド 5GHz アンテナ- 米国およびカナダ 
 

部品番号 アンテナの種類 5.2GHz ピークゲイン 

ML-5299-HPA5-01 ダイポールアンテナ 5.6 

1.3.4 米国内の SKU に対応した屋外用上昇ゲインの設定 

FCC の要件に対応するため、UNII-1 のバンドでアクセスポイントを使用する場合は、設
定時にダイポールアンテナの上昇ゲインを入力する必要があります。この情報は、 
www.extremenetworks.com/support の Extreme Networks アンテナガイドに記載されています。 

以下に 5GHz のバンドで使用可能な屋外用アンテナを示します。 
 

インデックス アンテナの種類 部品番号 上昇ゲイン 

1 ダイポールアンテナ ML-5299-HPA5-01 -2.53 

2 ダイポールアンテナ ML-2452-HPAG4A6-01 5.7 

3 ダイポールアンテナ ML-2452-HPA6X6-036 3.9 

4 ダイポールアンテナ ML-2452-HPA6-01 4.09 

http://www.extremenetworks.com/support
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1.3.5 AP-7562 デュアルバンド 2.4GHz/5GHz アンテナ - EU 
 

部品番号 アンテナの種類 2.4GHz ピークゲイン 5.2GHz ピークゲイン 

ML-2452-HPAG5A8-01 ダイポールアンテナ 7.5 8.0 

ML-2452-PNA7-01R パネル アンテナ 8.0 12.0 

ML-2452-PNL3M3-1 偏波パネルアンテナ 9.7 9.2 

1.3.6 AP-7562 シングルバンド 2.4GHz アンテナ - EU 
 

部品番号 アンテナの種類 2.4GHz ピークゲイン 

ML-2499-FHPA9-01R ダイポールアンテナ 10.5 

ML-2499-HPA8-01 ダイポールアンテナ 8.0 

1.3.7 AP-7562 シングルバンド 5GHz アンテナ - EU 
 

部品番号 アンテナの種類 5.2GHz ピークゲイン 

ML-5299-HPA10-01 ダイポールアンテナ 10.5 

ML-5299-HPA5-01 ダイポールアンテナ 5.6 

 

1.4 ハードウェアおよび取り付け用アクセサリ 

AP-7562 は、Power over Ethernet (PoE) 対応デバイスです。配備する際、屋外に対応した PoE 用
電源と取り付け用ブラケットが必要になる場合があります。下表に推奨される PoE 用アクセ
サリの一覧を示します。 

 

部品番号 説明 

PD-9001GO-ENT 屋外 IP66 802.3AT ギガビットイーサネットパワーインジェクタ、 

AC100 ～ 240V、米国 

PD-9001GO-ENT 屋外 IP66 802.3AT ギガビットイーサネットパワーインジェクタ、 

AC100 ～ 240V、インターナショナル 

PD-MBKOUT 屋外用 PoE 取り付けキット 
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1.5 AP-7562 取り付け用アクセサリ 

AP-7562 には、フレキシブルな 3 ピース取り付けキット (KT-147407-01) と、オプションのポール
取り付け用スタンドオフ拡張アーム (KT-150173-01) が付属しています。 

 

部品番号 説明 

KT-147407-01 ハードウェア取り付けキット 

KT-150173-01 取り付けキット用 12 インチ (30cm) 拡張アーム 

 

1.6 AP-7562 耐候性イーサネットアクセサリ 

AP-7562 アクセスポイントには、それぞれ RJ45 耐候性コネクタプラグが 1 つ同梱されていま
す。追加のプラグが必要な場合は、下表の部品番号により注文することができます。 

 

部品番号 説明 

KT-153676-01 RJ45 耐候性コネクタプラグ 

 

注意 RJ45 ケーブルを接続する際は、すべてのケーブルを下からアクセスポイ
ントに接続し、ドリップループを 1 つ作って水分の浸入を防止してく
ださい。イーサネットケーブルは自己補修型防水テープで覆ってくだ
さい。 

 

 

ケーブルでドリップループを作る正しい手順については、RJ45 耐候性コネクタプラグに同
梱されている設置説明書を参照してください。 

! 
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1.7 パッケージの内容 

AP-7562 アクセスポイントを包んでいるすべての保護材を慎重に取り除き、梱包箱を保管し
てください。6 ページの「AP-7562 ハードウェア」を参照し、AP-7562 のすべてのハードウェ
アが入っていることを確認してください。保証の請求に備えて発送用段ボール箱と AP-7562 

のシリアル番号を記録し、ソフトウェアのダウンロード時に照合してください。 
 

注    保証の請求に備えて発送用段ボール箱と AP-7562 アクセスポイントの
シリアル番号を記録し、ソフトウェアのダウンロード時に照合してく
ださい。 

 

 

発送用段ボール箱を開く際、機器に損傷がないか点検してください。機器が損傷または不
足している場合は、直ちにサポートにお問い合わせください。 

AP-7562 アクセスポイント (6 ページの「AP-7562 ハードウェア」参照 ) にはそれぞれ以下の
部品が同梱されています。 

• AP-7562 アクセスポイント 

• 耐候性 RJ45 プラグキット 

• AP-7562 アクセスポイント設置ガイド ( 本書 ) 

 

1.8 ハードウェア設置ガイドライン 
 

注意 すべてのデバイスは、National Electric Code (NEC) または配備する国や
地域の規制機関が発行している法令あるいは手順に従って使用する必
要があります。現地の建物および構造物に関するすべての規制を遵守
してください。 

 

 

警告 AP-7562 アクセスポイントを設置する際は、安全上の注意と警告を厳守
してください。 

 

! 



11 設置ガイド 
 

 

1.8.1 安全上の注意 

AP-7562 アクセスポイントを設置する前に、以下の接地および落雷防止のガイドラインを確
認してください。 

• 設置担当者は、接地に関するすべての要件と現地の規制を熟知し、アクセスポイン
トと取り付け器具が正しく接地されていることを確認する必要があります。AP-7562 

の接地用ケーブルには、必ず #10 以上のゲージワイヤ断面を持つものを使用してく
ださい。以下のいずれかの方法により、ケーブルをユニットに取り付けることがで
きます。 

• 接地用ねじを緩め、接地用ケーブルをその下の穴に挿入し、ねじを締め付けます。 

• 接地用ねじを緩め、接地用ケーブルをその周りに巻き、ねじを締め付けます。 

• 接地用ケーブルにリングラグを取り付け、これを接地用ねじによりユニットに固
定します。 

• 接地用ケーブルをアクセスポイントに正しく取り付ける方法については、17 ページ
の「AP-7562 接地ポスト」を参照してください。 

• イーサネットの保護と落雷防止のため、市販の Lightning Protection Unit (LPU) をすべて
の CAT5E イーサネットシールド接続部に使用することを推奨します。LPU は屋外での
使用に対応しているものを使用してください。 

• 保護の効果を最大限に高めるには、LPU を各アクセスポイントに隣接させて設置
する必要があります。屋内のネットワークへの LAN 接続部がある場合は、その建
物へのケーブルの入口に別の LPU を設置してください。 

 

注意 標準の製品保証条件では、落雷による損傷は保証範囲に含まれていませ
ん。Lightning Protection Units (LPU) を正しく設置すれば、落雷による障
害から最大限の保護を得ることができます。落雷防止に関する現地
および国のすべての規制を遵守してください。 

 

 

• 配備先の環境温度の範囲が、デバイスの動作温度範囲と適合していることを確認し
てください。 

! 
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1.8.2 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、アクセスポイントを電源につないでください。 

• 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。 

• ユニットを電源につなぐ前に、ユニットが接地されていることを確認してください。 

• 本ユニットに接続するすべてのデバイスが、正しく配線および接地されていること
を確認してください。 

• 正しく配線および接地されている電気回路にすべての電源コードを接続してくださ
い。電気回路に適切な過負荷保護装置があることを確認してください。 

• 認可された電源コードのみをデバイスに接続してください。 

• 機器の操作中に常に手が届く位置に電源コネクタとソケットがあることを確認して
ください。 

• 送信中は、無線機器を含む部品を身体の露出部、特に顔や目に近づけたり接触させ
ないようにしてください。 

• 電気回路を薄暗い場所で取り扱わないでください。 

• 雷雨のように過電流が発生する可能性のある気象条件では、機器の設置や電気回路
の操作を行わないでください。 

• 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。 

• 頭上の電線に接触しないようにしてください。 

• 工具や機器の落下による怪我をしないように注意してください。設置作業場所の中
と周辺では、作業員はヘルメットを着用してください。 

• 設置作業場所の中と周辺では、車両の交通に注意してください。 

• シールドされていない雷管の近くや爆発物がある環境では、特別に認可されていな
い限り、携帯型のトランスミッタを使用しないでください。 

• 各配備作業の特有の要件については、サイトサーベイとネットワーク分析レポート
を参照してください。 

• 設置の役割を適切な担当者に割り当ててください。 

• すべての設置済み部品の場所を特定し、文書化してください。 

• イーサネットとコンソールポートの接続部を確認し、準備してください。 

• ケーブルの長さが、信号を的確に転送できる最大許容距離を超えないようにしてく
ださい。 

 

 

 

! 注意 PoE 用ケーブルの最大許容長さは 100 メートルです。 
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注意 RJ45 ケーブルを接続する際は、すべてのケーブルを下からアクセスポイ
ントに接続し、ドリップループを 1 つ作って水分の浸入を防止してく
ださい。 

 

 

1.9 アクセスポイントの設置 

以下の推奨ガイドラインに従ってください。 

• 取り付け用ブラケット、取り付け用拡張アームのハードウェアと付属ハードウェア
を 1 個ずつ確認してください。 

• 黒の Gore ベントを下に向けて、デバイスを取り付けてください。 

 

• ネットワークデバイスの取り付け高さが 9 ～ 11m (30 ～ 35 フィート ) を超えないよう
にしてください。取り付け高さは、配備場所の地形、木の葉等の障害物に合わせて
変更する必要があります。 

• 推奨されている屋外配備手順によりデバイスを配備することができます。 

• デバイスを配備する際は、Line of Sight (LoS) のガイドラインについて特に考慮する必
要があります。 

! 
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1.10 AP-7562 ハードウェアの概要 

AP-7562 は、2.4GHz 802.11n の無線規格と 5GHz 802.11ac の無線規格を 1 つずつ備えた、3x3:3 802.11ac 

規格のアクセス ポイントです。 

AP-7562 の設置は、デバイスを配備する国の規制機関が指定する RF プランニングと制限を熟
知し、訓練を受けたプロの作業員が行う必要があります。配備および設置作業中は、接地
に関するすべての注意事項と Electrostatic Discharge (ESD) の保護要件を遵守する必要がありま
す。デバイスの動作による有害な干渉が発生しないように AP-7562 アクセスポイントを設置
してください。 

 

1.10.1 AP-7562 のポートおよび接続部 

AP-7562 アクセスポイントには以下のポートがあります。 

• アンテナポート R1-A、B および C、R2-A、B および C 

• コンソールポート 

• GE1/POE - LAN ポート 

• GE2 - WAN ポート 
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1.10.2 AP-7562 アンテナコネクタ 

AP-7562 アクセスポイント (AP-7562-67040-US、AP-7562-67040-EU および AP-7562-67040-WR) は、 
6 個の N タイプコネクタで構成されており、2 つのアクティブな WLAN データ通信をサポー
トしています。 

 

 

 
 

 
 

警告 アンテナが設置されないアンテナポートは、承認された IP67 ターミネー
タを使用して正しく終端する必要があります。 

 

 

 

警告 すべてのアンテナコネクタを耐候性テープで覆ってください。 
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1.10.3 アンテナの取り付けガイドライン 

許容されるダイポールアンテナの取り付け例を以下に示します。 
 

 
許容されるパネルアンテナの取り付け例を以下に示します。 
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1.10.4 AP-7562 接地ポスト 

接地ポストは、アクセスポイント底部の GND マークの上にあります。 

 

 

 
 

警告 AP-7562 の接地用ケーブルには、必ず #10 以上のゲージワイヤ断面を持つ
ものを使用してください。 

 

 

以下のいずれかの方法により、接地ケーブルをユニットに取り付けることができます。 

• 接地用ねじを使用して接地用ケーブルを接地ポストに確実に取り付けます。8mm ソケ
ットとドライバを使用して、接地用ねじを 30 インチポンド (lbf-in) で締め付けます。 

• リングラグを接地用ケーブルに取り付け、接地用ねじを使用してリングラグをアク
セスポイントに確実に取り付けます。8mm ソケットとドライバを使用して、接地用
ねじを 30 インチポンド (lbf-in) で締め付けます。 
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1.11 LED インジケータ 

AP-7562 アクセス ポイントには、筐体前面に LED 動作確認インジケータがあります。これらの 
LED は、エラー条件、伝送、およびネットワークの動作の状態を 2.4GHz ( 緑 ) と 5GHz ( オレンジ ) 

で示します。 
 

タスク 2.4GHz 動作確認 LED ( 緑 ) 5GHz 動作確認LED ( オレンジ ) 

未設定の
無線 

オン オン 

通常動作 • この無線帯域が有効な場合 : 

5 秒間隔で点滅 

• この無線帯域が無効な場合 : 

オフ 

• この帯域で動作している場合 : 

1 秒に 1 回の間隔で点滅 

• この無線帯域が有効な場合 : 

5 秒間隔で点滅 

• この無線帯域が無効な場合 : 

オフ 

• この帯域で動作している場合 : 

1 秒に 1 回の間隔で点滅 

ファーム
ウェアの
更新 

オフ オン 

AP モード
の特定 

LED は不規則な点滅間隔で、緑、
赤、オレンジと切り替わりながら
点滅します。この LED の状態は、
通常の稼働状況とは完全に異なる
ものです。 

LED は不規則な点滅間隔で、緑、
赤、オレンジと切り替わりながら
点滅します。この LED の状態は、
通常の稼働状況とは完全に異なる
ものです。 



19 設置ガイド 
 

 

2 AP-7562 のハードウェアの取り付けおよび設置 

ほぼすべての配備条件で、AP-7562 取り付けブラケットキット (KT-147407-01) を使用すること
を推奨します。柱や壁に取り付けて設置するために距離を離す必要があれば、拡張アーム
キット (KT-150173-01) を使用してください。 

 

2.1 取り付けブラケットキット 

AP-7562 取り付けブラケットキット (KT-147407-01) には、アクセスポイントブラケット ( 左 )、
アングルアダプタブラケット ( 中央 )、およびポールマウントブラケット ( 右 ) が同梱されて
います。 

 

 
アクセスポイントブラケットとアングルアダプタブラケットは回転 (+/- 15 度 ) およびチルト 
( 最大 45 度 ) させて最適な位置にユニットの方向を変えることができます。 

キットには、取り付けブラケットを組み立てるため以下の付属ハードウェアが同梱されて
います。 

 

説明 数量 

M6 鋸歯状フランジ付き六

角ボルト 

7 

1/2 インチ六角ナット 2 

1/2 インチ x 3/4 インチ六角

ボルト 

2 

 

取り付けブラケットの組み立てには、10mm のアダプタを持つトルクレンチまたはラチェッ
ト、または自在レンチを使用することができます。 
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2.1.1 拡張アームキット 

直径 7cm 以上の柱に AP-7562 を取り付ける場合は、拡張アームキット (KT-150173-01) を使用し
て 30cm 以上離し、アンテナとの干渉を防いでください。 

 

拡張アームキットは取り付けブラケットキットのすべてのブラケットと組み合わせて使用
することもできます。 
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拡張アームを取り付けブラケットキットに取り付けるための付属ハードウェアが拡張アー
ムキットに同梱されています。 

 

説明 数量 

1/2 インチ六角ナット 2 

1/2 インチ x 3/4 インチ六角ボ

ルト 

2 

 

2.2 柱への取り付けによる設置 

AP-7562 を柱に適切に取り付けるため、取り付けハードウェアキットと拡張アームを組み合
わせて使用できます。直径 7cm 以下の柱には、幅が 3/4 インチ以下のバンドクランプ、また
は幅が 1/2 インチ x 4 インチの U ボルトとナットを使用して、取り付けハードウェアキット
のポールマウントブラケットを柱の希望する位置に取り付けます。直径が 7cm を超える柱
には、バンドクランプを使用してポールマウントブラケットを取り付けます。 

 

 

 

 

注 取り付けブラケットキットには U ボルトとバンドクランプは同梱さ
れていません。 

 

 

注 直径が 7cm を超える柱に設置する場合は、拡張アームを使用することを
推奨します。 

 

! 注意 黒の Gore ベントを必ず下に向けて AP-7562 を取り付けてください。 



22 AP-7562 アクセスポイント 
 

 

2.2.1 垂直な柱への取り付け 

垂直な柱への設置では以下の手順に従ってください。直径 7cm を超える柱にアクセスポイ
ントを取り付ける場合は、拡張アームを使用することを推奨します。 

U ボルトを使用して直径 7cm 以下の柱に設置する場合 

1. U ボルトに 1/2 インチナット 2 個を取り付けます。 

2. 柱に U ボルトを位置決めし、U ボルトにポールマウントブラケットを配置します。
柱にポールマウントブラケットが当たり、希望する取り付け位置で U ボルトが柱に
確実に締め付けられるように内側の 1/2 インチナット 2 個を調整します。 

 

3. アングルアダプタブラケットの開口スロット接続部を下側にして U ボルトに配置
し、ポールマウントと揃えます。1/2 インチナット 2 個で取り付けます。すべての
ナットを 300 インチポンド (lbf-in) で締め付けます。 
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4. 真直側 ( べベル カットされていない方 ) の下部が Gore ベントがあるアクセス ポイントの
底部に向くように、アクセス ポイント ブラケットを位置決めします。トルク レンチまた
はラチェットと 10mm ソケット、または自在レンチを使用して、アクセス ポイントブラ
ケットを M6 フランジ ボルト 4 個で AP-7562 に締め付けずに取り付けます。 

 

 
5. M6 六角フランジボルト 2 個をアクセスポイントブラケットの側面の下側の穴に挿

入します。 
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6. Gore ベントを下に向けてアクセスポイントを位置決めした状態で、アクセスポイン
トブラケットの側面の下側の穴に挿入した M6 六角フランジボルト 2 個を、アング
ルアダプタブラケットの底部の開口スロット接続部に挿入します。 

 

7. アクセスポイントブラケットを上に回転させ、側面の上側の穴をアングル アダプタ
ブラケットの上部の穴と揃えます。M6 六角フランジボルト 2 個をアングルアダプタ
ブラケットの上側の穴に挿入します。 
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8. トルクレンチまたはラチェットと 10mm ソケット、または自在レンチを使用して、開
口スロット接続部とアングルアダプタブラケットの上側の穴の M6 六角フランジボル
トでアクセスポイントブラケットをアングルアダプタブラケットに取り付け ます。
回転とチルトの調整がすべて完了するまでボルトを締め付けないでください。 

9. アクセスポイントブラケットを回し (+/- 15 度 )、アングルアダプタブラケットを傾
けて ( 最大 45 度 )、アクセスポイントの位置を調整します。 

10. 60 インチポンド (lbf-in) で、すべての六角フランジボルトを締め付けます。 
 

バンドクランプを使用して取り付ける場合 

1. バンドクランプを使用して、希望する取り付け位置にポールマウントブラケットを
取り付けます。 

 

 

2. 開口コネクタ スロットが下になるようにアングルアダプタブラケットを位置決めし、 
1/2 インチのボルトとナット 2 個でアングル アダプタ ブラケットをポール マウントブ
ラケットに取り付けます。ナットを 300 インチ ポンド (lbf-in) で締め付けます。 

3. 真直側 ( べベル カットされていない方 ) の下部が Gore ベントがあるアクセス ポイント
の底部に向くように、アクセス ポイント ブラケットを位置決めします。トルク レンチ
またはラチェットと 10mm ソケット、または自在レンチを使用して、アクセスポイン
トブラケットを M6 六角フランジボルト 4 個で AP-7562 に締め付けずに取り付けます
。 

4. M6 六角フランジボルト 2 個をアクセスポイントブラケットの側面の下側の穴に挿
入します。 
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5. Gore ベントを下に向けてアクセスポイントを位置決めした状態で、アクセスポイン
トブラケットの側面の下側の穴に挿入した M6 六角フランジボルト 2 個を、アング
ルアダプタブラケットの底部の開口スロット接続部に挿入します。 

6. アクセスポイントブラケットを上に回転させ、側面の上側の穴をアングル アダプタ
ブラケットの上部の穴と揃えます。M6 六角フランジボルト 2 個をアングルアダプタ
ブラケットの上側の穴に挿入します。トルクレンチまたはラチェットと 10mm ソ 
ケット、または自在レンチを使用して、開口スロット接続部とアングルアダプタブ
ラケットの上側の穴の M6 六角フランジボルトでアクセスポイントブラケットをア
ングルアダプタブラケットに取り付けます。回転とチルトの調整がすべて完了する
までボルトを締め付けないでください。 

7. アクセスポイントブラケットを回し (+/- 15 度 )、アングルアダプタブラケットを傾
けて ( 最大 45 度 )、アクセスポイントの位置を調整します。 

8. 60 インチポンド (lbf-in) で、すべての六角フランジボルトを締め付けます。

取り付けハードウェアキットと拡張アームを使用する場合 

1. U ボルトまたはバンドクランプを使用して、希望する取り付け位置にポールマウン
トを取り付けます。 

 

 

 
2. 7cm 以下または 7cm を超える柱に取り付けブラケットを組み付けて位置決めする手順

を完了します。22 ページの「垂直な柱への取り付け」を参照してください。 
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3. トルクレンチまたはラチェットと 10mm ソケット、または自在レンチを使用して、
拡張アームを M6 六角フランジボルト 4 個でアクセスポイントに取り付けます。楕
円形の 2 つの穴は、アクセスポイントの短い方に位置決めする必要があります。 
60 インチポンド (lbf-in) で、六角フランジボルトを締め付けます。 

 

4. アクセスポイントを Gore ベントを下に向けた状態にし、拡張アームを 1/2 インチの
ボルトとナット 2 個でアクセスポイントブラケットに取り付けます。ナットを 300 

インチポンド (lbf-in) で締め付けます。 
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2.2.2 壁面への取り付けによる設置 

壁面への取り付けによる設置では、アクセスポイントブラケットとアングル調整ブラケッ
トを必要な場合にのみ使用してください。 

 

 

 

 

注 取り付けブラケットキットには U ボルトとバンドクランプは同梱さ
れていません。 

 

 

 

注 取り付けブラケットキットにはラグボルトは同梱されていません。 
 
 

1. 開口スロット接続部を下に向けた状態で、アングル調整ブラケットを #10/32 ラグボ
ルト 4 個で希望する取り付け位置に取り付けます。 

2. トルクレンチまたはラチェットと 10mm ソケット、または自在レンチを使用して、ア
クセスポイントブラケットを M6 六角フランジボルト 4 個で AP-7562 に締め付けずに
取り付け、M6 六角フランジボルト 2 個をアクセスポイントブラケットの側面の下側
の穴に挿入します。 

 

! 注意 黒の Gore ベントを必ず下に向けて AP-7562 を取り付けてください。 
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3. Gore ベントを下に向けてアクセスポイントを位置決めした状態で、アクセスポイン
トブラケットの側面の下側の穴に挿入した M6 六角フランジボルト 2 個を、アングル
アダプタブラケットの底部の開口スロット接続部に挿入します。アクセスポイント
ブラケットを上に回転させ、側面の上側の穴をアングルアダプタブラケットの上部
の穴と揃えます。M6 六角フランジボルト 2 個をアングルアダプタブラケットの上側
の穴に挿入します。 

4. トルク レンチまたはラチェットと 10mm ソケット、または自在レンチを使用して、開
口スロット接続部とアングルアダプタブラケットの上側の穴のM6    六角フランジボルト 4 

個でアングル アダプタ ブラケットをアクセス ポイント ブラケットに取り付けます。回転
とチルトの調整がすべて完了するまでボルトを締め付けないでください。 

5. アクセスポイントブラケットを回し (+/- 15 度 )、アングルアダプタブラケットを傾
けて ( 最大 45 度 )、アクセスポイントの位置を調整します。 

6. すべての調整が完了したら、トルクレンチまたはラチェットと 10mm ソケット、
または自在レンチを使用してすべてのボルトを締め付けます。 

7. 60 インチポンド (lbf-in) で、すべての六角フランジボルトを締め付けます。

取り付けハードウェアキットと拡張アームを使用する場合 

1. 開口スロット接続部を下に向けた状態で、アングル調整ブラケットを #10/32 ラグボ
ルト 4 個で希望する取り付け位置に取り付けます。 

2. 上述のアングルアダプタブラケットとアクセスポイントブラケットの組み付けと位
置決めの手順を完了します。22 ページの「垂直な柱への取り付け」を参照してくだ
さい。 
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3. アクセスポイントを Gore ベントを下に向けた状態にし、拡張アームを ½ インチのボ
ルトとナット 2 個でアクセス ポイント ブラケットに取り付けます。ボルトを 300 インチ
ポンド (lbf-in) で締め付けます。 
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2.3 PoE を使用したAP-7562 の電源オプション 

Power over Ethernet (PoE) は AP-7562 アクセスポイントの電力源となります。最適な性能を得る
ため、AP-7562 を 802.AT PoE をサポートする以下のインジェクタおよび RFS コントローラによ
り給電することができます。 

屋外用 PoE インジェクタを要する設置の場合は、以下のオプションを使用することを推奨し
ます。 

• PD-9001GO-ENT 

PD-9001GO-ENTは 1 ポートの 802.3at PoE ギガビット イーサネット インジェクタです。このインジ
ェクタは、耐候性キットとともに使用することにより、屋外配備時に IP66 等級の性能が得られ
ます。 

2 種類の電源コードのオプションが用意されています。PD-9001GO-ENTには、標準のピン型電
源プラグを持つケーブルが装備されています。このプラグは、交流電源に接続する場合に
、設置者が取り外すこともできます。PD-9001GO-ENTには、オープンリード線を持つケーブ
ルが装備されています。取り付けキットは付属していません ( 取り付けキットの部品番号は 
8 ページの「ハードウェアおよび取り付け用アクセサリ」を参照 )。 

 

注 製品の設置および取り付け手順書は、屋外用電源インジェクタに同梱
されています。 

 

 

コントローラから 100 メートル以内に設置され、PoE ポートが使用できる場合は、AP-7562 ア
クセスポイントを WiNG 5.6 以降で動作する WLAN または統合サービスコントローラに直接
接続することもできます。 

標準の CAT5E ケーブルを使用して、AP-7562 に接続することができます。AP-7562 の GE1/POE 

ポートは、標準の CAT5E ケーブルでアクセスポイントに接続する場所であり、ユニットに同
梱されている耐候性 RJ45 プラグキットを使用することにより、イーサネットポートの屋外
設置用の耐候性シールを維持することができます。 

CAT5E ケーブルを使用して建物の出口を経由してアクセスポイントを RFS コントローラに接
続する場合は、適切な落雷保護システムの使用を検討する必要があります。適切なシステ
ムについては専門的知識を有する設置担当者にご相談ください。 
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3 アクセスポイントの基本設定 

アクセスポイントをインストールして電源をオンにしたら、次のWiNG Assist設定手順
を実行して、管理者の介入を最小限に抑えてアクセスポイントを稼働させます。 

スタートアップアシストは既存の設定を更新します。 既存のスタートアップアシス
ト設定を削除または変更するには、スタートアップアシストを再実行するか、ユー
ザーインターフェイスに表示されるパラメータの場所に移動して、それに応じて更
新します。 このガイドで説明されているWiNG Assist設定の範囲を超えて管理イン
ターフェイスをアップデートするには、Extreme Networksのサポートサイトでアク
セスポイントの高度な設定に関するドキュメントを参照してください。 詳細につい
ては、http://documentation.extremenetworks.com を参照してください。 

 

1. 適切な電源アダプタ、PoEインジェクタ、またはPoEスイッチを使用してアクセスポイン

トに電力を供給します. 

2. アクセスポイントに接続します。 

 Express Access Pointを配備する場合は、「Express XXYY」SSIDに接続します 

 エンタープライズアクセスポイントを展開する場合、デフォルトのIPアドレスはア

クセスポイントの背面にあります。 

 

http://documentation.extremenetworks.com/
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3. [Username] フィールドに、既定のユーザー名である「admin」を入力します。 

4. [Password] フィールドに、既定のパスワードである「admin123」を入力します。 

5. [Login] ボタンをクリックして管理インタフェースを読み込みます。 
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6. 出荷時のデフォルト設定を使用してログインすると、Startup Assist が自動的に
表示されます。 

 Startup Assistが自動的に表示されない場合、Startup Assistはいつでも呼び出
すことができます。 

基本設定画面の左上に表示されます。 
 

 

注 Startup Assistは自動的に無線送信電力を設定し、Auto Channel 

選択。 アクセスポイントの名前は、アクセスポイントのタイプと、

デバイスのハードコードされたMACアドレスの最後の3オクテットに

基づいて自動的に割り当てられます。 WLAN 1とWLAN 2はどちらもデ

フォルトでVLAN ID 2200を使用します。 これらのパラメータを調整

するには、適切な設定画面を直接編集します。 このガイドに記載さ

れている最小限のWiNGアシスト設定の範囲を超えてアクセスポイン

トを設定するには、Extreme Networksのサポートで入手できるアク

セスポイントの参考資料を参照してください。 詳細については、

http：//documentation.extremenetworks.comを参照してください。  

 

7. 次のStartup Assistパラメータを設定します。 

•仮想コントローラ - このモデルを同じアクセスポイントに設定して、最大24個
のアクセスポイントを管理およびプロビジョニングできる仮想コントローラとし
て設定します。この仮想コントローラによって管理されるこれらのアクセスポイ
ントは、このアクセスポイントのAP名をそれ自身のものとしてリストします。 1
つの仮想コントローラしか指定できません。 

•国名 - このアクセスポイントの配備場所に固有の国を設定します。正しい国を
選択することは、法的な操作の中心です。各国は、電磁放射および伝送可能な最
大RF信号強度に関する独自の規制があります。 

•タイムゾーン - ドロップダウンメニューを使用して、アクセスポイントが配置
されている地理的なタイムゾーンを指定します。地理的タイムゾーンが異なると
夏時間の調整が行われるため、タイムゾーンを正しく指定することは地理的時間
の変化を考慮する上で重要です。 

•Date＆Time：アクセスポイントの現在のシステム時刻の日付、時間、分を設定
します。現在の時刻がAMかPMかを指定します。 

•WLAN 1 Name - このWLANのネットワーク識別子として一意の名前を指定します
。これは必須の設定です。名前はSSIDに使用され、アクセスポイントの両方の無
線に割り当てられます。 

  



35 設置ガイド 
 

 

•認証 - 最大64文字のパスフレーズを適用するにはPSKを選択します。 ASCIIま
たはHex形式のパスフレーズを入力します。認証デバイスは認証時に同じPSKアル
ゴリズムを使用する必要があります。 [表示]を選択すると、公開されたプレー
ンテキストのキーが表示されます（お勧めしません）。 

 

Openを選択することは、アクセスポイントのWLANに秘密鍵交換によるセキュリテ
ィを提供せず、機密データが送受信されていないネットワークでのみ意味がある
ため、推奨される認証方式ではありません。 

 

8.  [Apply]を選択して、[Startup Assist]の変更を保存してアクセスポイントの設
定にコミットします。最後に保存した設定に戻すには、Discardを選択します。 

 

[基本設定]画面の[仮想コントローラ]、[国名]、[タイムゾーン]、[日付と時刻]
の各部分が更新され、設定が適用され、[起動アシスト]画面に保存されます。ス
タートアップアシストで行われたWLANアップデートは、[基本設定]画面ではなく
[ワイヤレス]画面に表示されます。 
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4 仕様 

4.1 物理特性 
 

寸法 9.0 インチ (L) x 10.0 インチ (W) x 2.6 インチ (H) 

22.8 cm (L) × 25.4 cm (W) × 6.6 cm (H) 

重量 ( ユニット ) 5.6lbs/2.54 Kg 

筐体 屋外対応 IP67、ダイカストアルミニウム、耐腐食性筐体、 

ASTM B117 に準拠した塩分、霧、錆への耐性有り 

LED 動作確認表示 上部取り付け型 LED 2 個 

アップリンク 2 ポート (GE1/GE2) 自動認識 10/100/1000BaseT イーサネット、GE1 LAN ポートは 
802.3at 

アンテナコネクタ 6 N タイプコンソールポート 

コンソールポート 屋外対応 RJ 45 コンソールポート 

マルチバンド セキュ

リティセンサー 

屋外対応 24x7 ワイヤレス侵入防御システム (WIPS) 

 
4.2 環境特性 

 

動作温度 -22°F ～ 140°F/-30°C ～ 60°C 

保管温度 -40°F ～ 140°F/-40°C ～ 60°C 

動作湿度 5 ～ 95% RH ( 結露なきこと ) 

IP シーリング加工 IP 67 

動作高度 8,000 フィート (12°C) 

保管高度 30,000 フィート (28°C) 

強風対応 150mph 

静電気放電 15kV ( 大気放電 )、8kV ( 接触放電 ) 

動作時の衝撃 IEC60721-3-4、Class 4M3、MIL STD 810F 

動作時の振動 IEC60721-3-4、Class 4M3 
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4.3 電源特性 
 

動作電圧 DC36 ～ 57V 

動作電流 802.3at モード時、48V で 375mA 

統合 PoE 802.3af、802.3at 
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5 規制に関する情報 
エクストリームネットワークスのすべてのデバイスは、販売されている場所の規則や規

制に準拠するように設計されており、必要に応じてラベルが付けられます。 

各言語の翻訳は、次のWebサイトで利用できます。 

www.extremenetworks.com/support/  

エクストリームネットワークスが明示的に承認していないExtreme Networks機器の変更

または改造は、機器の操作権限を失う可能性があります。 Extreme Networksの機器は専

門的に設置されていますが、無線周波数出力はその国の最大許容限度を超えません。 

 

アンテナ：付属の、または承認済みの交換用アンテナのみを使用してください。 無許可 

アンテナ、改造、または付属品が損傷する可能性があり、規制に違反する可能性があり

ます。 

 

このデバイスは、Extreme Networksワイヤレススイッチでのみ使用できます。 

Extreme Networks認定およびUL Listedモバイルコンピュータ、Extreme Networks認定、

およびUL Listed / Recognizedバッテリパックでのみ使用できます。 

 

5.1 無線に関する各国の承認 

規制に関するマークは、使用する無線が、米国、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパで
承認されている機器に付けられています。 

その他の国のマークについては、「適合宣言」文書 (DoC) を参照してください。この文書は、 
www.extremenetworks.com から入手できます。 

注 : ヨーロッパには、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、キプロス、デ
ンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイ 
スランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルク 
センブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ス 
ロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイスおよび英国が含まれます。 

規制の承認を受けていない機器を操作することは違法です。

国の選択 

機器を使用する国のみを選択してください。他の国を選択すると、この機器の操作自体が
違法になります。 

http://www.extremenetworks.com/support/
http://www.extremenetworks.com/
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5.2 動作周波数- FCC および IC 

2.4GHz のみ 

米国での 802.11 b/g 稼動時に使用できるチャンネルは 1 ～ 11 です。チャンネルの範囲は
ファームウェアにより制限されています。 

 

注   5.15 ～ 5.25GHz の周波数帯で使用するすべての屋外用アンテ
ナの EIRP は、30 度以上の仰角で 125mW ERIP (21dBm) を超えな
いようにする必要があります。設定の詳細は、「WiNG CLI
リファレンス」を参照してください。 

上 昇 利 得 。  ガ イ ド は 
www.extremenetworks.com/support/. 

 

 

5.3 Industry Canada 宣言 
注意 : 5150 ～ 5250MHz の周波数帯では、同一チャネルのモバイル サテライト システムへの有害な電波干渉が
発生する可能性を減らすために、この機器を屋内でのみ使用するようにしてください。高出力レーダーは、5250 

～ 5350MHz 周波数帯および 5650 ～ 5850MHz 周波数帯の一次ユーザー ( 優先順位が高い) として指定されて
おり、LE-LAN 機器に干渉や損傷を起こす危険性があります。 

Avertissement: Le dispositive fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une 

utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles 

utilisant les mêmes canaux. 

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) 

pour les bands 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des 

dommages aux dispositifs LAN-EL 

 

5.4 健康および安全に関する推奨事項 

5.4.1 無線機器の使用に関する警告 

無線機器の使用に関わるすべての警告文をよくお読みください。 
 

5.4.2 危険性のある環境 

無線機器は、無線周波エネルギーを送信するため、医療用電子機器に影響を与える可能性
があります。他の機器の近くに設置するときは、その機器に悪影響が及ばないことを確認
することをお勧めします。 

ペースメーカー 

ペースメーカーの製造業者は、ペースメーカーへの干渉を防ぐため、ハンドヘルドの無線
機器とペースメーカーを 15cm 以上離すように提言しています。この推奨内容は、Wireless 

Technology Research が独自に行った研究や推奨事項と一致しています。 

http://www.extremenetworks.com/support/
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ペースメーカーの使用者 : 

1. 無線機器の電源が入っている場合は、常に、ペースメーカーから 15cm 以上離してください。 

2. 無線機器を胸ポケットに入れないでください。 

3. ペースメーカーの誤作動の可能性を最小限にするため、ペースメーカーの植え込み部位
と反対側の耳で通話してください。 

4. 干渉が発生していると思われる場合は、機器をオフにしてください。

その他の医療機器 

かかりつけの医師または医療機器の製造業者にお問い合わせのうえ、ワイヤレス製品が医
療機器に干渉しないかどうか確認してください。 

 

5.5 無線周波放射に関するガイドライン 

無線周波放射の抑制- 適切な使用 

機器の操作は、必ず指示に従って行ってください。 

無線機器から放射される電磁波エネルギーの安全性の詳細については
www.extremenetworks.com/support を参照してください。 

「Wireless Communications and Health」の下の項目です。

ヨーロッパ 

遠隔設置および単体設置アンテナについて 

EU の無線周波放射制限値に準拠するため、遠隔地に設置されている外部アンテナ、または
人体の近くの卓上に単体で設置されている外部アンテナは人体から 35cm 以上離して使用し
てください。 

http://www.extremenetworks.com/support
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米国およびカナダ 

Co-located statement 

To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be 

co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already approved in this 

filling. 

To satisfy US and Canadian RF exposure requirements, a transmitting device must operate with a minimum 

separation distance of 35 cm or more from a person's body. 

Pour satisfaire aux exigences Américaines et Canadiennes d'exposition aux radiofréquences, un dispositif de 

transmission doit fonctionner avec une distance de séparation minimale de 35 cm ou plus de corps d'une 

personne. 

 
5.6 電源 

本機は、適切な機関が認定した 802.3af または 802.3at 準拠の電源、あるいは認定された電源 
( タイプ番号 : PWR-BGA48V45W0WWまたはPD-9001GR-ENT、Class 2 または LPS (IEC60950-1、SELV) 

と マークされた直接プラグイン電源アダプタ ) により動作します。その他の電源を使用した
場合、本機器に対する承認事項はすべて無効になります。また、安全に使用できません。 

 

5.7 無線電波干渉についての要件- FCC 

この機器は、FCC 規制第 15 部に定められた Class B デジタル機器に関する制限に
従ってテストされ、これに準拠するものと認定されています。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
を引き起こす可能性があります。ただし、これは特定の設置状況で電波干渉が発生しない
ことを保証す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 

• 本機器と受信機の距離を離す 

• 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 
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5.7.1 無線送信機( 第 15 部 ) 

この機器は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を前提と
しています。(1) この機器は有害な干渉を発生させません。(2) この機器は、不適切な動作の
原因となり得る干渉も含め、受信したあらゆる干渉の影響を受けます。 

 

5.8 無線電波干渉についての要件- カナダ 

For RLAN Devices: 

The use of 5 GHz RLAN's, for use in Canada, have the following restrictions: 

• Restricted Band 5.60 - 5.65 GHz 

This device complies with RSS 210 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. 

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de 

licence.Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de 

brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible 

de provoquer un fonctionnement indésirable. 

Label Marking: The Term "IC:" before the radio certification only signifies that Industry Canada technical 

specifications were met 

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. 

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to trans-mit, or 

operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the 

use of repetitive codes where required by the technology. 

In compliance with respective local regulatory law, Access Point software provides professional installers the 

option to configure the antenna type and antenna gain for approved antennas. 

This radio transmitter MODEL: AP-7562 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types 

listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type 

indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that 

type, are strictly prohibited for use with this device. 
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Le présent émetteur radio MODEL: AP-7562 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types 

d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type 

d'antenne.Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, 

sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur. 

Refer AP-7562 Antenna Accessories on page 6 of this guide for a listing of the 2.4 and 5 GHz antennas initially 

approved for use with the AP-7562. 

 

5.9 CE マークと欧州経済地域(EEA) 

 

EEA 地域で 2.4GHz 帯の無線 LAN を使用する場合、以下の制限があります。 

• 最大無線送信電力 100mW EIRP、周波数範囲 2.400 ～ 2.4835GHz 

• イタリア : 屋外での使用は免許が必要 

 

5.10 準拠の宣言 
Extreme Networksは、この無線機器が指令2011/65 / EUおよび1999/5 / ECまたは2014/53 / EU（2017年6

月13日から1999/5 / ECに代わる2014/53 / EU）に準拠していることを宣言します。 

 

5.11 その他の国 

オーストラリア 

オーストラリアで、5.50 ～ 5.65GHz での 5GHz 帯の無線 LAN の使用は制限されています。

ブラジル( 不要な放射- 全製品 ) 

AP-7562 に関する規制の宣言 - ブラジル 

詳細については、次の Web サイトを参照してください。http://www.anatel.gov.br 

Declarações Regulamentares para AP-7562 - Brasil 

Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo AP-7562.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.Para maiores informações sobre 

ANATEL consulte o site: http://www.anatel.gov.br. 

チリ 

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a 

radiaciones electromagnéticas. 

http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/
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中国 
 

www.extremenetworks.com/support 

 

http://www.tenaa.com.cn/ 

香港 

HKTA1039 に従い、5.15GHz ～ 5.35GHz の周波数帯は屋内操作専用です。

メキシコ 

周波数範囲 : 2.450 ～ 2.4835GHz に制限 

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. 

韓国 

2400 ～ 2483.5MHz、または 5725 ～ 5825MHz を使用する無線機器について、次の 2 つの
文言が表示されます。 

 

http://www.extremenetworks.com/support
http://www.tenaa.com.cn/
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台湾 
 

「電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm2，本產品使用時建議應距離人體：35 cm」。 
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ウクライナ 

 

タイ 
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5.12 電気電子機器の廃棄処理規制(WEEE) 

 
欧州電気電子機器廃棄物（WEEE）の議定書2012/19 / EU指令： 

 

1上の記号は、電気および電子機器の別のコレクションが必要であることを示しています

。 

2本製品の耐用期間が終了した場合、未処理の地方自治体の廃棄物として処理することは

できません。 それは収集し、別々に扱わなければならない。 

3電気および電子機器に有害物質が存在するため、環境および人の健康に悪影響を及ぼす

可能性があると欧州議会が判断した。 

4 WEEEが適切に取り扱われるように、利用可能な回収システムを利用することは、ユーザ

ーの責任です。 

 

利用可能な収集システムについては、Extremeにお問い合わせください 

環境コンプライアンス Green@extremenetworks.com。 

 

5.13 トルコ - 準拠に関するWEEE 声明 

mailto:Green@extremenetworks.com
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本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在    GB/T    26572    规定的限量    要求以下。X:表示
该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定 的限量要求。(企业可在此处，根据实际
情况对上表中打“×”的技术原因进 行进一步说明。） 

この表は、中国 RoHS の要件に準拠するために作成されました。 


	1 はじめに
	1.1 本書での表記について
	1.2 AP-7562 ハードウェア
	1.3 AP-7562 アンテナアクセサリ
	1.3.1 AP-7562 デュアルバンド 2.4GHz/5GHz アンテナ- 米国およびカナダ
	1.3.2 AP-7562 シングルバンド 2.4GHz アンテナ- 米国およびカナダ
	1.3.3 AP-7562 シングルバンド 5GHz アンテナ- 米国およびカナダ
	1.3.4 米国内の SKU に対応した屋外用上昇ゲインの設定
	1.3.5 AP-7562 デュアルバンド 2.4GHz/5GHz アンテナ- EU
	1.3.6 AP-7562 シングルバンド 2.4GHz アンテナ- EU
	1.3.7 AP-7562 シングルバンド 5GHz アンテナ- EU

	1.4 ハードウェアおよび取り付け用アクセサリ
	1.5 AP-7562 取り付け用アクセサリ
	1.6 AP-7562 耐候性イーサネットアクセサリ
	1.7 パッケージの内容
	1.8 ハードウェア設置ガイドライン
	1.8.1 安全上の注意
	1.8.2 警告

	1.9 アクセスポイントの設置
	1.10 AP-7562 ハードウェアの概要
	1.10.1 AP-7562 のポートおよび接続部
	1.10.2 AP-7562 アンテナコネクタ
	1.10.3 アンテナの取り付けガイドライン
	1.10.4 AP-7562 接地ポスト

	1.11 LED インジケータ

	2 AP-7562 のハードウェアの取り付けおよび設置
	2.1 取り付けブラケットキット
	2.1.1 拡張アームキット

	2.2 柱への取り付けによる設置
	2.2.1 垂直な柱への取り付け
	2.2.2 壁面への取り付けによる設置

	2.3 PoE を使用したAP-7562 の電源オプション

	3 アクセスポイントの基本設定
	4 仕様
	4.1 物理特性
	4.2 環境特性
	4.3 電源特性
	5.1 無線に関する各国の承認
	5.2 動作周波数- FCC および IC
	2.4GHz のみ

	5.3 Industry Canada 宣言
	5.4 健康および安全に関する推奨事項
	5.4.1 無線機器の使用に関する警告
	5.4.2 危険性のある環境
	ペースメーカー
	ペースメーカーの使用者 :


	5.5 無線周波放射に関するガイドライン
	無線周波放射の抑制- 適切な使用
	米国およびカナダ

	5.6 電源
	5.7 無線電波干渉についての要件- FCC
	5.7.1 無線送信機( 第 15 部 )

	5.8 無線電波干渉についての要件- カナダ
	5.9 CE マークと欧州経済地域(EEA)
	5.10 準拠の宣言
	5.11 その他の国
	オーストラリア
	Declarações Regulamentares para AP-7562 - Brasil
	チリ
	中国
	香港
	韓国
	ウクライナ

	5.12 電気電子機器の廃棄処理規制(WEEE)
	5.13 トルコ- 準拠に関するWEEE 声明

	6 AP-7562 シリーズのROHS 準拠



