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手動で接続して下さい Power over Ethernet
（PoE）によってネットワークに WAP571 か
WAP571E を 
目標
 
コンピュータと同じネットワークへのワイヤレスアクセスポイント（WAP）をつなぐことはそれ
らが従って通信するようにしま WAP を設定することを許可します。 これは一般的にまたは
WAP がか、ためにリセットされ後 WAP がはじめて設定されることの、再構成されなければなら
ないときされます。 この技術情報はネットワークに WAP571 か WAP571E を接続することでス
テップを説明することを向けます。
  
適当なデバイス
 

WAP500 シリーズ– WAP571、WAP571E
  

[Software Version]
 

1.0.0.15 – WAP571、WAP571E
  

PoE によってネットワークに WAP571 を接続して下さい
 
重要： こと、そしてネットワークが作動中であることを WAP をに接続しているネットワークに
PoE がある確かめて下さい（802.3af および 802.3at）。 
 
ステップ 1. PoE スイッチ、またはルータのイーサネット ポートにイーサネット ケーブルの一端
を接続して下さい。
 
ステップ 2. WAP571 の ETH0/PD ポートにイーサネット ケーブルのもう一方の端を接続して下
さい。 
 
注: WAP571 はリンク集計モードにあるために 2 つのイーサネット ポートを組み込みます。 2 つ
のイーサネット ポートが同時に接続される場合、リンク パートナーはサポート リンク集計また
なります。 
 
ステップ 3 WAP571 および PoE スイッチ、またはルータ両方の光をチェックして下さい。 
 
注:
 

WAP571 が接続される PoE スイッチのポートのオレンジ色のライトは PoE スイッチが
WAP571 に動力を与えていることを示します。
WAP571 が接続される PoE スイッチのイーサネット ポートの緑色航法燈はデバイス間のリ
ンクを示します。
WAP571 の前面パネルの点滅緑色航法燈はデバイスが起動していることを示します。
点灯状態 （緑）光は WAP571 が準備ができ、正常に動作していることを示します。
WAP571 のイーサネット ポートの点灯状態 （緑）光はスイッチと WAP571 間のリンクを示
します。



● WAP571 のイーサネット ポートの点滅緑色航法燈は示しまデバイスがであることをデータを
受け取り、送信します。
 

PoE によってネットワークに今 WAP571E を接続する必要があり、アクセス ポイントの設定に
今進むことができます。 手順に関しては、WAP571 または WAP571E ワイヤレスアクセスポイ
ントの設定基本的な電波 設定を参照して下さい。
 

PoE によってネットワークに WAP571E を接続して下さい

ケーブル接続を準備して下さい

ステップ 1.レッド ゴム製ガスケットを露出するために天候の影響を受けないエリアに適 した コ
ネクタを分解して下さい。 分解の後で、次があるはずです:

1 つの厚いゴム製ガスケット1.
天候の影響を受けないエリアに適 した コネクタのパート B2.
薄いゴム製ガスケット3.
天候の影響を受けないエリアに適 した コネクタのパート A4.

ステップ 2.天候の影響を受けないエリアに適 した コネクタのパート B を通してイーサネット ケ
ーブルを滑らせて下さい。

ステップ 3.切り取りを明らかにし、次に切り取りを通してイーサネット ケーブルを滑らせるため
に厚いゴム製ガスケットをつまんで下さい。



ステップ 4.天候の影響を受けないエリアに適 した コネクタのパート A を通してイーサネット ケ
ーブルを滑らせて下さい。

ステップ 5.天候の影響を受けないエリアに適 した コネクタのパート B の開始に薄いレッド ガス
ケットを挿入して下さい。

PoE によって WAP571E を接続して下さい



重要： こと、そしてネットワークが作動中であることを WAP をに接続しているネットワークに
PoE がある確かめて下さい（802.3af および 802.3at）。

ステップ 1. WAP571E の背部および底面に行って下さい。

ステップ 2.デバイスの下のラベルが右側であるように WAP571E を置いて下さい。

ステップ 3.イーサネット ポートを露出するために ETH0/PD と分類されるポートのカバーを取り
外して下さい。 これはキャップを左回り回すことによって実行することができます。

注: 薄いゴム製ガスケットを失わないお元気で。

ステップ 4. WAP571E の ETH0/PD スロットにイーサネット ケーブルを接続して下さい。

ステップ 5. WAP571E の通された部分へそれを右回りに回すことによって天候の影響を受けない
エリアに適 した コネクタを保護して下さい。



ステップ 6.天候の影響を受けないエリアに適 した コネクタのパート B に厚いゴム製ガスケット
を挿入して下さい。

ステップ 7.一部 B.の通された部分へそれを右回りに回すことによって天候の影響を受けないエリ
アに適 した コネクタのパート A 保護して下さい。



ステップ 8. PoE スイッチのイーサネット ポートにイーサネット ケーブルのもう一方の端を接続
して下さい。

ステップ 9： WAP571E および PoE スイッチ両方の光をチェックして下さい。

PoE 接続との WAP571/WAP571E を確認して下さい

ハードウェアのインストールを確認するために、これらの手順に従って下さい:

ケーブル接続をチェックして下さい。●

表示燈をチェックして下さい。●

ラベル Activity 説明

電源

オフ アクセス ポイントは消えています

実線（グリーン） アクセス ポイントは正常です; 無線クライアントは接
続されません

実線（ブルー） アクセス ポイントは正常です; 少なくとも 1 無線クラ
イアントは接続されます

点滅（ブルー） アクセス ポイントはファームウェアをアップグレー
ドしています。

実線（レッド） アクセス ポイントは両方のファームウェア イメージ
と起動しません。

LAN
（WAP571）

オフ イーサネット リンク無し; FE イーサネット リンクは
アクティブまたは 10 Mbps です。

緑に点灯 GE イーサネット リンクはアクティブです。



グリーンに点滅 アクセス ポイントはでデータを送信するか、または
受け取ります。

PoE によってネットワークに今 WAP571E を接続する必要があり、アクセス ポイントの設定に
今進むことができます。 手順に関しては、WAP571 または WAP571E ワイヤレスアクセスポイ
ントの設定基本的な電波 設定を参照して下さい。
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