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WAP571 Wireless-AC/N プレミアム デュアル無
線 PoE 対応アクセス ポイントを知ることを得て
下さい 

目標
 

WAP571 Wireless-AC/N プレミアム デュアル無線 PoE 対応アクセス ポイントは改善された
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。 3
つの空間的なストリームとの 3x3 複数の入力複数の出力（MIMO）テクノロジーはアクセス
ポイントが 5.0 GHz および 2.4 GHz 周波数両方のパフォーマンスを最高で実行するように
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。 インテリジェントな Quality of Service （QoS） 機能は Voice over IP （VoIP）および
ビデオアプリケ− ションのための帯域幅にセンシティブ な トラフィックに優先順位をつけ
ることを可能にします。
 
非常にセキュア ゲスト アクセスをビジターおよび他のユーザに提供するために、WAP571
はマルチ認証 オプションおよび機能の捕虜ポータルを権限、ロールおよび帯域幅を設定す
るサポートします。 カスタマイズされたゲスト ログイン ページは歓迎メッセージを示し、
詳細にアクセスすることを可能にし会社ロゴとブランドを補強します。
 
この技術情報は WAP571 Wireless-AC/N プレミアム デュアル無線 PoE 対応アクセス ポイ
ントの機能および機能を説明します。
  

適当なデバイス
 

WAP571
 

 



  
製品の機能
 

 
5.0 GHz 無線の 1.3 Mbps およびキャパシティおよびカバレッジをできるだけ利用する 2.4
GHz 無線の 600 Mbps までの同時デュアル バンド無線サポート
 
 
最大のパフォーマンスを 5.0 GHz および 2.4 GHz 両方可能にの 3 つの空間的なストリー
ムとの 3x3 MIMO
 
 
一点セットアップは、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
ないで多重アクセスポイントの配備および管理を簡素化します
 
 
2 ギガビット イーサネット 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 つのポート間の帯域幅全体を増加するために集約サポートをリンク
できます
 
 
堅固なセキュリティは、WPA2 を含んで、Remote Authentication Dial-In User Server
（RADIUS）セキュア認証および不正なアクセス ポイント 検出を用いる 802.1X、敏感な
ビジネス 情報の保護を助けます
 
 
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、簡単な配置およびセットアップを促進します
 
 
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レーションを可能にします
 
 
切り上げ値、ウォール、またはデスクトップのインストールを複数の内部アンテナおよび
多用途のマウント キット可能にのなめらかな設計
 
 
インテリジェント な 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



電源保存スリープ モードおよびポート制御機能はエネルギー効率を高めるのを助けます。
 
 
ワークグループブリッジ モードは第 2 イーサネットネットワークに無線で接続によってネ
ットワークを拡張することを可能にします
 
 
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ク 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
 
 
限られたライフタイム ハードウェア保証は心の安らぎを提供します
 
  

製品仕様
 

仕様 説明

規格

IEEE 802.11ac、802.11a、802.11n、802.11g、802.11b、
802.3af、802.3u、802.1X （セキュリティ 認証）、802.1Q
（VLAN）、802.1D （スパニングツリー）、802.11i （WPA2
セキュリティ）、802.11e （ワイヤレス QoS）、IPv4 （RFC
791）、IPv6 （RFC 2460）

ポート 2 LAN ギガビット イーサネット（802.3z） 自動感知
配線のタイプ カテゴリ 5e またはよりよく
アンテナ ウォールまたは切り上げ値のインストールのために最適化され

る内部アンテナ
LED インディケー
タ 1 つの LED
オペレーティング
システム Linux

物理インターフェイス

ポート
PoE サポートの 802.3at のためのサポートの 2 - 10/100/1000
イーサネットは、1 つのポートおよび 2 つのポートのためだけ
ではないです

ボタン Reset ボタン
スロットをロック
して下さい ケンジントン ロックのためのスロット
LED 1 つの多機能 LED

物理仕様
実寸 9.05 x 9.05 x 1.57 in に。 （230 x 230 x 40 の mm）
重量 1.71 lb （g） 778

ネットワーク機能
VLANサポート Yes
VLAN の数 SSID のための 32 VLAN と 1 マネージメントVLAN
802.1X サプリカン
ト Yes

SSID に VLAN マッ
ピング Yes

自動チャネル選択 Yes
スパニング ツリー Yes
ロード バランシン
グ Yes

IPv6

Yes
IPv6 ホスト サポート●

IPv6 RADIUS、Syslog、ネットワーク タイム プロトコル
（NTP）

●



レイヤ 2 802.1Q ベースの VLAN、1 マネージメントVLAN と 32 アクテ
ィブVLAN

セキュリティ
WPA、WPA2 はい、エンタープライズ 認証を含んで
アクセス制御 はい、MAC ACL と管理 Access Control List （ACL）       
セキュア マネージ
メント HTTPS
SSID ブロードキャ
スト Yes

不正なアクセス ポ
イント 検出 Yes

土台および物理的セキュリティ
複数の土台オプシ
ョン

容易な切り上げ値またはウォール土台のために含まれている取
付金具

物理的セキュリテ
ィ ロック ケンジントン ロック スロット

Quality of Service
QoS Wi-Fi マルチメディアおよびトラフィック 仕様（WMM

TSPEC）、クライアント QoS
パフォーマンス

ワイヤレス スルー
プット 1.9 Gbps データまで（実世界スループットは変わります）
推奨されるユーザ
サポート 200 人までの結合ユーザ、無線毎に 50 人のアクティブユーザ

多重アクセスポイント 管理
一点セットアップ Yes
クラスタごとのア
クセスポイントの
数

16

クラスタごとのア
クティブなクライ
アント

960

設定
Web ユーザ ユーザ
ー・インターフェ
ース

容易なブラウザ ベースの設定（HTTP/HTTPS）のための組み込
み Webベース ユーティリティ

Management
管理プロトコル Webブラウザ、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

v3、Bonjour
リモート管理 Yes
イベント ロギング ローカル、リモート syslog、eメール通知
ネットワーク 診断 ロギングおよびパケットキャプチャ
Web ファームウェ
アアップグレード

ファームウェア アップグレード可能な直通 Webブラウザかの
、インポートされるか、またはエクスポートされたコンフィギ
ュレーション ファイル

ダイナミックホス
ト Configration プ
ロトコル
（DHCP）

DHCP Client

IPv6 ホスト Yes
HTTP リダイレク
ト Yes
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