
AirMac

特　長
ワイヤレスインターネットアクセス

• ケーブル不要で自宅や教室のどこからでもインター
ネットに接続可能

• 1つのインターネットアカウントを同時に複数のコン
ピュータで共有可能

• 簡単なインターネット接続のための56Kbps内蔵モ
デム

• DSLやケーブルモデムなど高速インターネット接続
のためのEthernetポート

• セキュリティを確保するためのパスワード保護と暗
号化

パフォーマンス
• 11Mbpsの高速なデータ通信速度
• Ethernetと同等の速度でワイヤレス・インターネット
アクセス

• 45メートルの有効範囲
• IEEE 802.11の業界標準に準拠した互換性

シンプルで洗練されたセットアップと使いやすさ
• ユーザ自身でインストールが可能
• 数分でセットアップ可能な、設定アシスタントソフト
ウェアを付属

•フロッピーやケーブル不要のファイル共有とファイ
ルコピー

• 完全に統合されたソフトウェアとハードウェアのソ
リューション

家の中のどこからでもインターネットができたらいいな、と思ったことはありませんか？
あるいは複数のコンピュータで同時にインターネットが利用できるとしたら、便利だと思いませんか？

今なら、家の中のどの部屋からでもインターネットの利用を可能にする、簡単で手頃な方法があります。し
かも、乱雑になりがちで配線に頭を悩ますケーブルを使わず、ワイヤレス方式で実現します。

最近まで、別の場所に置かれた複数のコンピュータからインターネットの豊富な情報にアクセスしようと
すると、2つの方法しかありませんでした。ひとつは電話回線を必要な台数分、追加するという方法。
もう1つは、コンピュータどうしをケーブルで繋いでネットワークを構成する、という方法です。しかし、コ
ンピュータどうしをケーブルで接続する場合には、大きな問題があります。ケーブルの配線をどうする
か、という問題です。壁に穴をあけたり、天井裏や廊下に、インターネットに繋げるためのケーブルを引
かなければなりません。さらに、後になってコンピュータの場所を動かす必要がある場合、そのケーブ
ルをまた別の場所に引き直さなければなりません。また、複数のコンピュータで1つのネットワークを構
成しインターネットに接続するためには複雑なネットワークのしくみを理解してセットアップしなければなり
ませんでした。

AirMacは従来のケーブルを使ったネットワークではなく、さらに簡単で手軽なネットワークの利用方法
を提供します。AirMacは転送速度11MbpsのワイヤレスLAN（ローカルエリアネットワーク）の技術で、
従来のネットワークのようにケーブルに制限されることなく、高速で信頼性の高いインターネット環境
を、しかも複数のコンピュータに提供します。つまり、今までにない、家の中を自由に移動しながらイ
ンターネットが利用できる環境を提供します。

さらに、AirMacは、家族が同時に異なるWebサイトやemailにアクセスしたりすることを可能にします。
もうインターネットにアクセスする順番を待つ必要も、新たにEthernetケーブルを配線する必要も、電
話回線を追加する必要もありません。さらに、複雑なセットアップも必要ないのです。

AirMacを使えば、たとえ間に壁があっても、最大45メートルの範囲内でワイヤレスによるインターネッ
ト接続ができます。また、複数のコンピュータ間で高速にファイルをコピーしたり、ファイルの共有がで
きます。フロッピーなどのメディアは不要になります。転送スピードは従来の家庭用ネットワーク製品の
およそ10倍です。AirMacがあれば、容量の大きなファイルの共有やネットワークを利用した対戦ゲー
ムなどをスマートに実行できます。



AirMacには数分でネットワークをセットアップするのに必要なすべてのものが揃っています。

• AirMacカード
クレジットカードとほぼ同じ大きさのカードで、AirMacに対応したMacintoshの内蔵スロットに簡単にと
りつけることができます。ネットワークのセットアップおよび管理に必要なソフトウェアも付属しています。

そして以下のどちらかを選びます。
• AirMacベースステーション
コードレス電話の親機に相当する小さい装置で電話回線のモジュラージャック、もしくはISDNダイア
ルアップルータやケーブルモデム、DSLモデムなどにEthernetで接続して使います。この装置はWeb
ページやemailを受信して、AirMacカードを搭載する各コンピュータにそれらのデータをワイヤレスで
転送します。

または、
• AirMacソフトウエアベースステーション

AirMacカードを装着したMacintoshに、上記のAirMacベースステーションと同じ役割をさせることがで
きます。インターネットの接続には、そのMacintosh内蔵のインタフェース（内蔵モデム、Ethernet、USB）を
使います。ベースステーションソフトウエアはバックグラウンドで動作します。

AirMacはアップルが提供するソフトウエアとハードウエアが完全に統合されたソリューションで、複
数のMacintoshがシームレスに動作するように設計されています。AirMacカードは、他の無線カード
やアンテナのようにコンピュータの外側に取り付けるのではなく、完全にコンピュータの内部に取り
付けるので、折れたり、失くしたりする心配がありません。また、AirMacは業界標準の技術をベー
スにしているので、クロスプラットフォーム環境でも利用することが可能です。

AirMacのインストールとセットアップはシンプルで簡単なので、数分でインターネットに接続することが
できます。

AirMac at home
ソファでくつろぎながらインターネットにアクセスしたり、キッチンでemailのチェックをしているところをを
想像してみてください。AirMacによるワイヤレスの有効範囲は約45メートルあります。AirMacを使えば、
電話のモジュラージャックがない場所でも自由にインターネットすることが可能になります。また、ケーブ
ルモデムやDSLモデムを使っている場合はさらにAirMacの恩恵を受けることができます。家族の全員
が1回線で提供される高速インターネット接続を共有できるようになります。

AirMacネットワークをセットアップするもっとも簡単で素早い方法は、AirMacカードをiBookなどのAirMac
対応Macintoshに取り付け、AirMacベースステーションを電話のモジュラージャックに繋ぐ、という方法
です。セットアップを始めてから数分で、部屋から部屋へ自由に動き回りながらインターネットにアクセ
スしたり、他のマシンとファイルの共有ができるようになります。1台のAirMacベースステーションは、
AirMacカードを装着したMacintoshを10台までサポートします。コンピュータどうしでお互いに通信し
たり、家の中のどこからでもインターネットにアクセスすることができます。
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AirMacは、AirMacベースステーションを通じて、

AirMacに対応したMacintoshシステムに対して、ワイ

ヤレスによるインターネットアクセスを提供します。コー

ドレス電話の親機に相当するAirMacベースステー

ションは、モデムとワイヤレスLANテクノロジーを組み

合わせた小型デバイスで、コンピュータからインター

ネットへの接続を可能にします。

AirMacカードを搭載したMacintoshは、ケーブルや
複雑なネットワークハードウェアを使わずに直接、ワ
イヤレスで通信することができます。つまり、フロッ
ピードライブやネットワークケーブル、赤外線装置を
使うことなく、簡単に他のコンピュータへ
ファイルを転送することが可能になります。どこにい
てもファイルの共有やネットワーク対戦型ゲームをプ
レイすることができます。
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AirMac at classroom
AirMacのワイヤレスネットワークは、教育関連施設において今後ますます増えていくコミュニケーショ
ンとコラボレーションにとって、かつてないソリューションを提供します。AirMacは、ネットワーク管理者
によって決められた特定の場所にコンピュータを設置しなければならないという制約を取り払うだけ
でなく、テクノロジーとカリキュラムの統合をも可能にします。これらの可能性をご紹介します。

• Ethernetの替わりとして
ネットワークの構築を考える時、教育施設が直面するもっとも大きな課題のひとつは、既存の設備で
す。多くの学校では、融通のきかないケーブル配線や、建物における工事の問題を解決しなけれ
ばなりません。これらのケースにおいて、AirMacは各教室に配線しなければならないEthernetケー
ブルを減らすことが可能です。AirMacベースステーションをラボや教室の近くの廊下におくだけで、
学校中のiBookにワイヤレスネットワークを用意することができるのです。

• Ethernetの拡張として
また、AirMacは、教育用に用意されている数少ないEthernetのポートを、効果的に拡張することがで
きます。新たなEthernetケーブルを追加するかわりに、AirMacベースステーションを既存のEthernet
ケーブルに繋ぐだけで、Ethernetを簡単に拡張することができるのです。

• モバイルラボ
モバイルカートとiBookのようなノートブックコンピュータを用意すれば、日々 のカリキュラムの中にコ
ンピュータを簡単に取り込むことができます。モバイルカートとは、プリンタやノートブックコンピュー
タ用の充電ステーションなどを組み込んだキャスター付きワゴンです。ノートブックコンピュータを載
せるだけで授業の合間に充電を行い、教室から教室に簡単に運ぶことができるようになります。こ
のような環境では、生徒はいつもの自分の机でそのコンピュータを使うことができます。もちろん
AirMacワイヤレスネットワーキングを利用すれば、各生徒のコンピュータをケーブルにつなぐ必要が
ありませんので、教室での運用も手間がかかりません。

ワイヤレスネットワークをセットアップするもう１つの方法は、PowerMac G4やiMac DVなどのAirMac対
応のMacintoshをベースステーションとして使うことです。これらのMacintoshを電話回線や
Ethernetに接続し、AirMacカードに同梱されている設定アシスタントソフトウェアを用いて、AirMacソ
フトウエアベースステーションとしてセットアップします。AirMacベースステーションがなくても、簡単に
ワイヤレスネットワークを構築することができます。
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AirMac on campus
AirMacは、すべての学生あるいはすべての学部学科に、さらにその管理者に対して、キャンパスのあ
らゆる場所からインターネットアクセスを可能にします。学内ネットワークの一部として、キャンパスに
AirMacベースステーションを設置すれば、教室、図書館、あるいは中庭からでさえも、インターネットが
利用できるようになります。

• いつでも、どこでもコラボレーション
iBookとAirMacの組み合わせは、他のAirMac対応のコンピュータと共に、簡単にネットワークで連
携することができます。これにより、学内における学生のコミュニケーションやコラボレーションは場
所を選ばず、お互いがどこにいても可能になりました。アウトドアも、まさに教室のひとつになります。

•  モダンな教室
教室などにAirMacベースステーションを設置するだけで、従来の方法では決してできなかったワイヤ
レス方式でコラボレートすることが可能になります。AirMacベースステーションを既存のEthernetポー
トに接続するだけで、ファイルやemail、あるいは課題のレポートを交換したり、チャットもEthernetで
ネットワークを利用しているときと同じスピードで可能になります。また、管理者は教室内のEthernet
配線に頭を悩ませたり、貴重な時間を費やすことなく、カリキュラムの作成に集中することができます。

シンプルで洗練されたセットアップと使いやすさ
Appleはワイヤレスのインターネット接続を数分で提供します。AirMac設定アシスタントは、コンピュータ
に設定されているインターネット設定をそのまま使ってベースステーションをセットアップします。一度、
コンピュータの設定ができてしまえば、あとはインターネットブラウザを起ちあげるだけで、どこにいても
オンラインです。

セキュリティ
AirMacは従来のケーブルによるネットワークと同等のセキュリティを保つために、パスワード保護と暗
号化機能が備わっています。ユーザはワイヤレスネットワークにログインする際に、パスワードを入力す
る必要があります。さらに、そのネットワーク上の他のコンピュータにアクセスする際にも、必要に応じ
てパスワードを入力する必要があります。また、AirMacはデータの伝送時に、40ビットの暗号を用い
てデータにスクランブルをかけているので、安心して利用することができます。

Appleだけができること
ハードウェアとソフトウェアを統合し、ワイヤレスネットワークをパワフルに、しかもシンプルなものにする
ことができるのは、Appleだけです。AirMacはどこでも好きな場所で仕事をしたり、楽しんだりする自
由を提供するだけでなく、さらに生産的でクリエイティブになるために、コミニュケーションとコラボレー
ションを増大させる新しい方法を提供しています。

AirMac設定アシスタントに従って設定をするだけで、
数分後にはワイヤレスによるインターネットアクセスが
可能になります。

4



Technical Fact Sheet
AirMac

製品詳細

AirMacスペック
ワイヤレスデータ通信速度

•  最大11Mbps

通信可能範囲
•  約45メートル（ビルなど建築物の構造により変
化します）

周波数帯域
•  2.4GHz帯（2,400～2,483.5MHz）

ワイヤレス出力
•  15dBm

規格
• IEEE 802.11HR DSSS 11Mbps, 5.5Mbps

• IEEE 802.11b DSSS 1Mbps, 2Mbps

付属ソフトウエア
• AirMac設定アシスタント：

AirMacベースステーション、AirMacソフトウェア
ベースステーションおよびワイヤレスネットワーク
の設定をおこなう設定アシスタント

• AirMacアプリケーション：
ダイアルアップ接続、ワイヤレスネットワークの切り
替え、信号レベルの確認をおこなうためのアプリ
ケーション

• AirMacコントロールバーモジュール：
ワイヤレスネットワークの切り替え、信号レベルの
確認を素早くおこなうためのモジュール

• AirMac管理ユーティリティ：
ベースステーションとネットワークの管理用ソフト
ウェア

AirMacカード
M7600J/B

動作環境
• 動作時温度：0～35°C
• 保管時温度：-25～60°C
• 動作時湿度：最高95%（結露しないこと）
• 保管時湿度：最高95%（結露しないこと）
• 稼動時高度：0～3,048m

• 保管時高度；最大4,572m

AirMacベースステーション
M7601J/B

インタフェース
• RJ-11コネクタ（V.90 56K内蔵モデム）
• RJ-45コネクタ（10BASE-T Ethernet）
•ワイヤレス
• ACアダプタ

設置方法
• 机上（平置き）
• 壁掛け（壁掛け用ブラケット付属）

電力条件
• 電源電圧：100～120V AC

• 電源周波数：50/60Hz

動作環境
• 動作時温度：0～35°C
• 保管時温度：－25～60°C
• 動作時湿度：20～80%（結露しないこと）
• 保管時湿度：10～90%（結露しないこと）
• 稼動時高度：0～3,048m

• 保管時高度；最大4,572m

サイズ/重量
• 直径：175mm

• 高さ：80mm

• 重量：565g（壁かけ用ブラケット除く）

AirMacベースステーション1台につき、10ユーザまで
の使用を推奨しています。パッケージにはベースユ
ニット、電源アダプタ、電話コード、壁掛け用ブラケッ
ト、およびソフトウエアが含まれています。

システム条件

•  AirMac対応Macintoshコンピュータ
•メモリ32MB以上
•  Mac OS 8.6 以上

購入オプション

アップルのオンラインストア、Apple Storeでは、
AirMacカードをプリインストールしたMacintoshコン
ピュータを購入することができます。また、AirMac

カードだけをApple Store、もしくはお近くの販売
代理店で購入することもできます。最新の情報は、
www.apple.com/japanstoreへどうぞ。

お問い合わせ

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い
合わせは、カスタマーインフォメーションライン
（CIL）をご利用ください。
Tel. 0070-800-27753-1 (0070-800-APPLE-1)

（月～金 9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00）

アップルでは高品質の製品をお届けするだけで
なく、カスタマサービスおよびテクニカルサポート
にも万全の体制を整えております。
電話やインターネットによるサポートなど、お客様
のニーズにお応えできるようさまざまなサポートを
ご用意しております。
詳しくはwww.apple.co.jp/supportをご覧くださ
い。

Copyright 2000 © Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Appleロゴ、Mac、Macintoshは、米国とその他の国で登録されているApple Computer,Inc.の商標です。Apple

Store、iBook、Power Macは米国Apple Computer,Inc.の商標です。その他、記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。記載された製品番号、
仕様等は予告することなく変更することがあります。この資料の記載内容は2000年6月現在のものです。

5


