
PoE の WAP361 ワイヤレス AC N 二重無線ウォ
ール プレート アクセス ポイントを知ることを
得て下さい 

 
 

概要
 

WAP361 Wireless-AC/N デュアル無線ウォール プレート アクセス ポイント（PoE 対応）は
改善されたカバレッジおよびユーザ キャパシティのために同時デュアル バンド無線を使用
します。 ギガビット イーサネット（802.3z） Power over Ethernet （PoE）の LAN インタ
ーフェイスは適用範囲が広いインストールを促進し、ケーブル接続および配線コスト減りま
す。
 
非常にセキュア ゲストを提供するためにビジターにアクセスすれば権限、ロールおよび帯
域幅を設定する他のユーザは、WAP361 複数の認証オプションおよび機能の捕虜ポータル
をサポートします。 キャンパス内のシームレス ローミングのための WAPs のクラスタを設
定し、単一 IP アドレスによってそれらを管理して下さい。
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製品機能
 

1.2 Gbps までの同時デュアル バンド無線サポートはのキャパシティおよびカバレッジをでき
るだけ利用するために無線で送ります両方
一点設定は、コントローラ未塔載のテクノロジー、追加ハードウェアを必要としないで複数
のアクセス ポイントの配備および管理を簡素化します
5 つのギガビット イーサネット（802.3z）ローカルエリア・ネットワーク（LAN）インター
フェイスはまた有線ネットワークに高速アップリンクを有効に し、2 つのポート間の全面的
な帯域幅を増加するために集約サポートをリンクできます
捕虜門脈サポートは複数の権限の非常にセキュアの、カスタマイズされたゲスト アクセスお
よびロールを促進します
Setup ウィザードを通した簡単なインストールおよび直観的な Webベースの設定は分のファ
ースト、簡単な配置および設定を促進します
Power over Ethernet （POE）のためのサポートは高い追加配線なしで容易なインストールを
可能にします
複数の内部アンテナ
上の追加のセキュリティ ネジの垂直方向でウォールおよびジャンクション・ボックスでマウ
ントされるように設計しました。
インテリジェント な サービス品質（QoS）は重要なネットワークアプリケーションを上パフ
ォーマンスで動作させ続けるのを助けるようにネットワーク トラフィックに優先順位をつけ
ます
IPv6 のためのサポートは高価なアップグレードなしで未来のネットワーキング アプリケーシ
ョンおよびオペレーティング システムを配置することを可能にします。
  

パッケージ内容
 

a)             b) 
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c）     d） 
 
 
 

e） 
 
 
 

 
最小必要条件
 

PoE サポート、PoE 注入器、または交流 電力 アダプタを備えているルータかスイッチ
Webベースの設定用の Java使用可能 な Webブラウザ
  

デフォルト設定
 

 
技術詳細

a) WAP361 Wireless-AC/N デュアル無線ウォール プレート アクセス ポイント（PoE 対応）
b) イーサネット ケーブル
c) クイックスタートガイド
d) ウォールマウント 角カッコ
e) キットをマウントするウォール

パラメータ デフォルト値
Username cisco
Password cisco
LAN IP アドレス 192.168.1.1
フォールバック LAN IP 192.168.1.245
サブネットワーク マスク 255.255.255.0

 



製品ダイアグラム
 
先頭および右側側面パネル ビュー
 
前面パネルは Ciscoロゴを示し、右側側面パネル、ケンジントン ロック スロットおよび
48VDC アダプタ ポートの多機能 LED は見つけられ。
 

  
Back パネル意見
 

Back パネルで、デバイス記述を含む正確な型式番号のようなデバイスについての情報を、
電力仕様示している、ステッカー シリアル番号、MAC アドレスおよび他の必須の情報は見
られる場合があります。 5 つの Gigabit Ethernet （GE）ポートからの Reset ボタンおよび
1 つはまた背部にあります。
 



  
底面ビュー
 

底面は 5 つのポートから 4 つのイーサネット ポート、1 つの PoE ポート、および 4 つをギ
ガビット イーサネット（802.3z）示します。
 

 



多機能 LED
 

 
この LED はどんな状態によってにあるかデバイスのステータスを示します。
 

機能 LED 名前 LED 動作

多機能システムLED 電源

オフ

WAP361 は電源からあります

ブルー

実線–少なくとも 1 無線クライアントは WAP に接続されます。

点滅–ファームウェア アップグレードはプロセスにあります

緑

実線–無線クライアントは接続されません

点滅– WAP361 は起動しています

赤

実線– WAP361 は両方のファームウェア イメージと起動しません

LINK/ACT LED LINK/ACT
LED

ポートの左側に置かれる。 光は対応する ポートと他のデバイス間
のリンクが検出されるとき付き合います。 光はポートがトラフィ
ックを通過させていると点滅します。

PoE LED PoE LED （オレンジ）ポートの右側に置かれて。 光は電源が対応する ポー
トに接続されるデバイスに供給されているとき付き合います。

注: 詳細を WAP361 Wireless-AC/N デュアル無線ウォール プレート アクセス ポイント
（PoE 対応）の製品およびハードウェア仕様について知るために、ここをクリックして下
さい。

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5476
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5476
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5476


関連内容:

WAP361 屋内土台オプション●

ウォールマウント PoE の WAP361 ワイヤレスACN 二重無線ウォール プレート アクセス ポ
イント

●

WAP150 および WAP361 の設定 LED 表示●

WAP150 および WAP361 の設定基本的な電波 設定●

WAP361 の設定高度電波 設定●

ワイヤレスアクセスポイントの有効帯域雄牛●

WAP361 および WAP150 の設定概要 SNMP 設定●

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5329
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5290
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5290
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5274
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5281
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5321
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5325
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5280
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