
MAC は ESW2-350G スイッチに ACL および
ACE 設定を基づかせていました 

目標
 

Media Access Control（MAC） アクセス コントロール リスト（ACL）はフィルタ トラフィ
ックがレイヤ2 ヘッダの情報に基づかせていた送信元および宛先 ハードウェア アドレスの
ような ACL です。 これらの ACL は一致があるようにすべての帯を確認し、ACL で定義さ
れる操作を行います。
 
この技術情報はアクセス制御エントリ（ACE）によって与えられる ACL のための MAC ベ
ースの ACL およびまたルールの定義を助けます。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

MAC ベースの ACL構成
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはアクセスコントロ
ールを > MAC ベースの ACL 選択し。 MAC ベースの ACL ページは開きます: このページ表
示現在定義される ACL のリスト。
 

 
ステップ 2. （オプションの）は MAC ベースの ACL ページの MAC ベースの ACE 表をクリ
ックします。 MAC ベースの ACE ページは開きます:
 



 
ステップ 3. MAC ベースの表に新しい ACL を追加するために『Add』 をクリック して下さ
い。 追加 MAC ベースの ACL ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 4. ACL Name フィールドで新しい ACL の名前を入力して下さい。 ACL 名前は大
文字/小文字の区別があります。
 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
リスト チェックのエントリをエントリ削除し、『Delete』 をクリック するステップ 6.
（オプションの）。 ACL 名前は削除されます。
  

MAC ベースの ACE 設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはアクセスコントロ
ールを > MAC ベースの ACE 選択し。 MAC ベースの ACE ページは開きます:
 

 
ステップ 2. （オプションの）は MAC ベースの ACL ページの MAC ベースの ACE 表をクリ



ックします。
 
ステップ 3. ACL 名前を ACL 名前ドロップダウン リストから選択し、『Go』 をクリック
して下さい。 ACL の ACE は示されています。
 
ステップ 4. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 MAC ベースの ACE ウィンドウは現わ
れます:
 

 
ステップ 5.表示する パラメータで次を入力して下さい。
 

• ACL は name — ACE が追加されている ACL の名前を表示する。
 
• ACE の Priority priority。 高優先順位の ACE は最初に処理されます。 優先順位フィール
ドで希望値を入力して下さい。 高優先順位は 1.です。 範囲は 1 - 2147483647 です。
 
• 処理—フレームの後でとられる処置は ACE ルールと一致します。 望ましい Radio ボタ
ンをクリックして下さい:
 

– permit — ACE 条件を満たしたパケットを許可します。
 
–拒否— ACE 条件を満たすパケットを廃棄します。
 
– shutdown — ACE 条件を満たすからのパケットが受信されたポートを無効にし、ドロ
ップ パケットは。 そのようなポートはポート設定 ページから再稼働することができます
。
 

• 時間 範囲—限界が時間通りに 802.1X 特定の 802.1X 使用可能なポートでアクティブであ



ることを示すのにこれが主に使用されています。時間 範囲 オプションはこの設定で有効
に なりません。
 
• 時間 範囲が name — 時間 範囲 トラフィックを日のある特定の時にフィルタリングし、
ユーザをアプリケーションのようなリソースに、アクセスすることを許可するのに使用す
ることができます。 このフィールドは時間 範囲 オプションが有効に なるときだけ編集す
ることができます。
 
• 宛先MAC アドレス—宛先アドレスの宛先アドレスか範囲がそれぞれフィールドで入る必
要がある場合すべての宛先アドレスが受諾可能またはユーザが定義する場合クリックして
下さい。
 
• 宛先MAC アドレス値—宛先MAC アドレスがおよび適切なマスク一致する MAC アドレス
。
 
• 送信先MAC ワイルドカード マスク— MAC アドレスの範囲を定義するマスク。 このマス
クはサブネット マスクと異なっています。 1 へのこの設定で少し気遣いません示し、その
値を覆うために 0 は示します。
 
• 送信元MACアドレス—送信元アドレスの送信元アドレスか範囲が入らなければならない
場合すべての送信元アドレスが受諾可能またはユーザが定義する場合選択して下さい。
 
• 送信元MACアドレス値—送信元MACアドレスがおよび適切なマスク一致する MAC アド
レス。
 
• 発信元MAC ワイルドカード マスク— MAC アドレスの範囲を定義するマスク。
 
• VLAN id — 一致するべき VLAN タグの VLAN ID セクション。 望ましい VLAN ID を入力
して下さい。 範囲は 1 - 4094 です。
 
• 802.1p —チェックはタグ付けのために 802.1p 802.1p を使用するために使用されます含
んでいます。 802.1p は MAC レベルでサービス品質（QoS）を提供するために使用されま
す。 QoS が同じクラスのすべてのトラフィック使用されるとき同じように扱われます。
QoS の操作は着信 フレームで示される QoS 値に基づいています。 802.1p はこの QoS 操
作のためにレイヤ2 で VLAN プライオリティ タグ（VPT）を使用します。 値は 0 から 7
まで 0 が低優先順位のためであり、7 つが高優先順位のためであるところで、及びます。
 
• 802.1p 値— VPT タグとタグ付けされるべき 802.1p 値。 802.1p フィールドで望ましい
プライオリティ値を（と Class of Service（CoS）関連付けられる）入力して下さい。
 
• 802.1p マスク— VPT タグに適用されるべき 802.1p ワイルドカード マスク。 このワイ
ルドカード マスクが 802.1p 値の範囲を定義するのに使用されています。 802.1p Mask フ
ィールドで 802.1p 値のワイルドカード マスクを入力して下さい。 
 
• Ethertype —一致するべきフレーム Ethertype。 これはイーサネットフレームの 2 オクテ
ット フィールドです。 これがイーサネットフレームのペイロードに含まれているプロト
コルの種類を示すのに使用されています。 Ethertype フィールドで一致するパケットのイ
ーサネット タイプを入力して下さい。 
 

ステップ 6. MAC ベースの ACE を実行コンフィギュレーション ファイルに書きます『
Apply』 をクリック して下さい。
 



 
特定の ACE を修正し、編集されるべき適切なエントリをチェックし、MAC ベースの ACE
表で『Edit』 をクリック するか、またはエントリを削除するために『Delete』 をクリック
するステップ 7. （オプションの）。
  

関連記事
 

IPv4-Based ACL 及び ESW2-350G スイッチの ACE 設定
 
IPv6-Based ACL 及び ESW2-350G スイッチの ACE 設定
 
ESW2-350G の集約 グループ（ラグ）インターフェイスをリンクするバインド アクセス リ
スト （ACL）は切り替えます
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