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※ 記載された会社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。
※ 本カタログ記載の内容は予告なく変更することがあります。
※ カタログ記載内容 2017年4月現在

※：EAP705：Uplinkポートの同時使用はできません。
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4ipnet社製 無線LANシリーズは、安定したセキュアなネットワークが低コストに構築できる、先進のワ

イヤレスソリューションです。柔軟なユーザーグループ設定や詳細なアクセス権限により、高い利便性を備

えながらシンプルな運用管理を実現しており、ホテル・大規模商業施設・教育機関などにおけるさまざま

なニーズにお応えします。

ソリューション第二事業本部

お問い合わせ先

http://www.ntt-at.co.jp/product/4ipnet/

導入までの流れ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

ヒアリング 現地調査 お見積りの提示 設置工事

● アクセスポイント 仕様

外観

無線方式

2.4GHzと5GHzの
同時利用

ネットワーク
インタフェース

防塵・防水性能の
保護等級

設置場所

特徴

日本語GUI

アンテナタイプ

同時利用ユーザー数

寸法(WxDxH mm)
 / 重量

モデル

◯ ◯◯

デュアルバンドアンテナ 内蔵PIFAアンテナ
指向性アンテナ(2.4GHz用）

無指向性アンテナ(2.4GHz用、2.4GHz/5GHz共用)
（別売、詳細はお問い合わせください。）

屋内 屋外

IP68ー

Uplink: GbE(パンチ
ダウンホール/PoE) x 1※
Uplink: GbE(PoE) x 1※

LAN: GbE x 2
USB2.0（給電可）

Uplink:GbE (PoE+)
LAN:GbE (DL PoE)

802.11 a/b/g/n/ac
(2x2 MIMO)

Uplink:GbE (PoE+) Uplink:GbE (PoE)

802.11 a/b/g/n/ac
(3x3 MIMO)

802.11 a/b/g/n/ac
(3x3 MIMO)

Uplink:GbE (PoE+)
LAN1:GbE (DL PoE)
LAN2:GbE

802.11 a/b/g/n
(2x2 MIMO)

選択式

屋外型防塵・防水タイプ
2台の無線ユニットにより、
2.4GHzと5GHzの同時利用、
長距離通信と面的通信エリア
カバーの同時利用が可能

壁掛タイプ
情報コンセント埋込み型

小型AP

屋外型防塵・防水タイプ
1台の無線ユニットにより、
2.4GHz or 5GHzの選択利用、
長距離通信または面的通信
エリアカバーを選択利用

180x180x44 / 0.61kg 250x200x74 / 2.8kg183x183x36 / 0.52kg 182x111x45 / 0.9kg

EAP767 OWL630EAP760 OWL530

◯

◯

最大220ユーザー最大384ユーザー 最大384ユーザー 最大256ユーザー

121x107x21 / 0.12kg

EAP705

●RADIUSサーバー内蔵（既存の認証サーバーを利用可能） ●各種認証方式に対応（RADIUS、LDAP、
AD、NTドメイン、POP3など） ●サードベンダーのアクセスポイントを監視可能 ●ビジターアカウント
の提供 ●収容ユーザーの柔軟なネットワークポリシー制御を実現 ●収容アカウント／2,000～
30,000（モデルによって増減） ●管理AP数／10～1,200 （モデルによって増減）

壁や天井にフィットする
スマートデザイン
デュアルバンドでハイエ
ンドな機能を提供

デスクトップ設置
強力マグネットによる
ウォールマウント
専用アタッチメント*によ
る壁面・天井取付が可能
*オプション

● コントローラー 仕様

WHGシリーズ



これまでの集中制御が可能な無線LANアクセ
スポイントは、高価格な上に柔軟性に乏しく、ス
タンドアローンとして使うことは不可能でした。
4ipnet社製 無線LANは、アクセスポイント数
の少ない初期導入時はスタンドアローンとし
て、その後アクセスポイントを増設後はコント
ローラー制御型として切り替えが可能なため、
拡張性と柔軟性にすぐれています。
また、ゾーンごとや端末ごとにアクセス権限を
設定することが可能なため、セキュリティ性が
高くトラフィックのコントロールも容易です。

コストパフォーマンス比較

EAPシリーズ OWLシリーズ

802.11ac対応型

WHGシリーズ

価　格低 高

高

性
　
能

他社製アクセスポイント
（コントローラー制御型）

セキュアWLANコントローラー
学内NW

屋内用無線LANアクセスポイント 屋外用無線LANアクセスポイント

他社製アクセスポイント
（スタンドアローン型）

スタンドアローン型と
コントローラー制御型を
切り替えて利用可能

● ユーザーグループごとにネットワークを完全分離
無線を最新の暗号化にすることで第三者の傍受を防ぎます。またユー
ザーの通信トラヒックをユーザーグループごとに完全に分離したり、ユー
ザーグループごとにアクセスのポリシー（時間、帯域、アクセスを許可す
るネットワークリソース）を設定することが可能なため、通信の安全性と
安定性を高レベルで確保することができます。

● ユーザーグループごとのサービスゾーンを自由に設定
セキュアWLANコントローラーを用いて、ひとつのネットワーク上にお
いて異なるレベルのネットワークサービスをご提供します。たとえば
ネットワーク利用者を複数のグループに分け、グループごとにアクセス
権限、認証方法等のサービスポリシーを設定することができます。

同一のネットワーク上でも
ユーザーグループごとに論理
的に完全分離できるため、そ
れぞれに無線LANを構築す
る必要がなく経済的です。

特長１： サービスゾーンによる柔軟なアクセスポリシー設定

● RADIUS、LDAP、ActiveDirectory、NTドメイン、POP3などの同時利用が可能
● ユーザーグループごとに個別の認証方法を設定可能
● すでに認証システムをご利用の場合でも、そのまま流用することが可能

● セキュリティ対策にWEP、WPA/WPA2、TKIP and AES Encriptionなどの各種方式に対応
● コントローラーに登録されていない不正な無線アクセスポイントの検知機能 （不正AP検知）
● 無線アクセスポイントのステータス（オン／オフ）変更を管理者へメールで通知する機能 （盗難対策）

特長2： 安心･安全のセキュリティ機能

● 4ipnet製品は、青山学院大学様や小学校を始めとする各種の学校、大手ビジネスホテル、自治体、全国規模の小売店、
　 データセンター、牧場、アミューズメント施設など、数多くの導入実績があります。

導入実績

情報コンセント対応型 防水・防塵型（IP68）

グループ2
（例：一般スタッフ）

グループ1
（例：マネージャー）

外部インターネット

通信の暗号化
（暗号化キーは自動更新）

管理者
検知

グループ3
（例：お客様）

■ セキュアWLANコントローラーのサービスポリシー設定例

グループ3
（お客様）

グループ2
（一般スタッフ）

グループ1
（マネージャー）

グループ1

グループ2

RADIUS認証利用

LDAP認証利用

グループ名

日～金（9～17時）日～土（24時間）日～土（24時間）ログイン許可日時

有有有認証

外部のみ許可すべて許可接続権限

10Mbps10Mbps無制限最大下り速度

500Kbps5Mbps無制限最大上り速度

セキュアWLANコントローラー

セキュアWLAN
コントローラー

無線LAN
アクセスポイント

ステータス変更
をメール通知

ステータスの
オン／オフ

社内
サーバーB

SNSサイトの
ID/パスワードを入力 外部インターネット

各SNSサイト

入力されたSNSアカウントを検証

RADIUS

LDAP

Active
Directory

社内
サーバーA

社内サーバーA
のみ許可

管理者

セキュアWLAN
コントローラー 不正なアクセス

ポイントを表示

・Facebook
・Google
・LINE*
・Yahoo!(OpenID)

*：2017.2Q対応予定

セキュアWLAN
コントローラー

無線LAN
アクセスポイント

無線LANアクセスポイント

不正な無線LANアクセスポイント

● ビジターの認証手段としてソーシャルネットワークサービスのアカウントが利用可能
１．利用者は無線LANに接続した際、自身が所有するSNSのアカウントを入力
２．コントローラーは入力されたアカウントの有効性をSNS提供サイトに問い合わせ、有効であればインターネットアクセスを許可

特長3： SNSログイン機能によるビジターへの認証手段を提供

セキュアWLAN
コントローラー

信頼とワールドワイドの実績を誇る4ipnet社製の無線LAN製品と
無線のプロフェショナルであるNTT-ATのコラボレーションが、
御社の課題に応えるワイヤレスソリューションをご提供します。

【4ipnet 無線LAN製品の特長】
・ 利用端末ごとにアクセス権限を設定できる柔軟なユーザー管理
・ 他社製APと比較においても抜群のコストパフォーマンスを実現
・ 最高水準の暗号化機能を備えた、安心・安全のセキュリティ機能
・ 日本語GUIの採用で、運用管理や設定変更が簡単・スピーディー

近年急伸している教育のICT利用。教職員や学生へのICT利活用支援の強化にWi-Fi環境は必須です。
安心・安全・快適な4ipnet製品を用いたタブレット端末での授業など、Wi-Fiを活用した利用の場がますます
広がります。

導入例：キャンパスWi-Fi化による教育現場でのICT利用

PC スマートフォンタブレットPCタブレットPC


