
IPv4-Based ACL 及び ESW2-350G スイッチの
ACE 設定 

目標
 

Access Control List （ACL）はフィルターおよび操作の規則正しく並べられたリストです。
各分類ルールは、操作とともにアクセスコントロール 要素（ACE）として、知られていま
す。 各 ACE にさまざまなトラフィック グループおよび関連する操作があります。 ACL は
レイヤ3 の着信パケットと比較されるか、または一致する 1つ以上の ACE が含まれている
かもしれません。 割り当てまたは拒否操作はフィルタに一致します。 それは IP プロトコル
と、TCP または UDP トラフィックにおける送信元ポート および 宛先ポート 一致するため
に、TCP 帯のフラグ値、ICMP および IGMP 型およびコード、送信元および宛先 IP アドレ
ス（を含むワイルドカード）、または DSCP/IP 優先値定義することができます。
 
この技術情報は ESW2-350G スイッチの IPv4-Based ACL 及び ACE を作成する方法を説明
します。
 
注: ポートは ACL と両方保護されるか、または高度 QoS ポリシーで設定することができま
せん。 ポート毎に 1 ACL があるただ場合もあります但し例外としてシングル ポートと
IPv4-based ACL および IPv6-based 両方 ACL を関連付けることは可能性のあるです。 複数
の ACL をポートと関連付けるために、1つ以上のクラスマップとのポリシーは使用する必要
があります。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

IPv4-Based 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 > IPv4-Based ACL を選択し。 IPv4-Based ACL ページは開きます:
 

 
 
ステップ 2.新しいアクセス リストを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
 



 
 
ステップ 3. ACL Name フィールドでアクセス リストの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい IPv4-Based ACL を実行コンフィギュレーシ
ョン ファイルに書きます。
 

 
IPv4 にアクセスするステップ 5. （オプションの）は ACE 表をクリックします IPv4-Based
ACE 表を基づかせていました。
  

IPv4-Based ACE 設定
 

ACE を次のステップに従う必要がある ACL に追加するため:
 
ステップ 1： アクセスコントロール > IPv4- によって基づく ACE を選択するのに Web コン
フィギュレーションユーティリティを使用して下さい。 IPv4-Based ACE ページは開きます
: 
 

 
ステップ 2. ACL をドロップダウン リストから選択し、『Add』 をクリック して下さい。 
追加 IPv4-based ACE ウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 3.優先順位フィールドで ACE の優先順位を入力して下さい。 高優先順位値は最初
に処理されます。 高優先順位は 1.です。 それに 1 から 2147483647 の範囲があります。
 
ステップ 4.次のオプションからの望ましい アクション 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 条件を満たす廃棄し、からのパケットが受信されたポートを無効にし
ますパケットを。 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
。
 



 
ステップ 5. （オプションの）チェック 時間 範囲 フィールドの ACE のためのイネーブル
タイム 範囲への Enable チェックボックス。
 
注: 時間 範囲は ACE にそれを適用するために作成する必要があります。 時間 範囲を設定す
るために ESW2-350G スイッチの技術情報時間 範囲 設定を参照して下さい。
 



 
ステップ 6 ステップ 5 のイネーブルをチェックした場合、ACE に適用されるべき時間 範囲
ドロップダウン リストから時間 範囲を選択して下さい。
 



 
ステップ 7.時間 範囲 ページに時間 範囲を編集することを行くために『Edit』 をクリック
して下さい。確認ダイアログ閉じるウィンドウは現われます:
 
注: 時間 範囲を設定するために ESW2-350G スイッチの技術情報時間 範囲 設定を参照して
下さい。
 

 
ステップ 8. （オプションの）は時間 範囲 ページに進むために『OK』 をクリック します。
 



 
ステップ 9. ACE で使用されるプロトコルはすべてのルーテッド ネットワーク プロトコル
のためにパケット パススルーとしてパケットをフィルタリングするためにルータ設定され
ます。 次のオプションからの望ましい Protocol オプション・ ボタンをクリックして下さい:
 
  • —の IPv4-Based ACE プロトコル選択します。 
 

• から list —選択しますドロップダウン リストからのプロトコル選択して下さい。
 
• ID のプロトコルを一致するのに使用される match —へのプロトコルID。 6 である 17 で
ある TCP、UDP のような異なるプロトコルと等 58 であるまたはユーザそれの値を定義で
きます ICMP 向けのデフォルト値は。
 



 
 
ステップ 10： ソース IP アドレス フィールドで、ソース IP アドレスとして利用可能 な オ
プションの 1 つをクリックして下さい:
 

• —このオプションは特定のネットワークセグメントで利用可能 な IP アドレスの何れかに
アクセス規則を適用します。
 
• ユーザが定義する—このオプションは特定の IP アドレスを入力することを可能にします
。
 

-ソース IP アドレス 値—このフィールドでは、ソース IP アドレスを入力して下さい。
 
-出典 IP ワイルドカード マスク—このフィールドでは、ソース IP アドレスのワイルドカ
ード マスクを入力して下さい。 ワイルドカード マスクはソース IP アドレスのどのホス
トに規定 することをこのアクセス リストが適用するか可能にします。
 

ステップ 11： 宛先 IP アドレス フィールドで、宛先 IP アドレスとして利用可能 な オプシ
ョンの 1 つをクリックして下さい:
 

• —このオプションは特定のネットワークセグメントで利用可能 な IP アドレスの何れかに
アクセス規則を適用します。
 
• ユーザが定義する—このオプションはアクセス規則を適用するために特定の IP アドレス
を入力することを可能にします:
 

–宛先 IP アドレス 値—このフィールドでは、宛先 IP アドレスを入力して下さい。
 



–宛先IP ワイルドカード マスク—このフィールドでは、宛先 IP アドレスのワイルドカー
ド マスクを入力して下さい。 ワイルドカード マスクは宛先 IP アドレスのホストがこの
アクセス リスト加えられる規定 することを可能にします。
 

 
ステップ 12： 送信元ポート フィールドはステップ 5.から TCP か UDP をクリックする送
信元ポートを選択する利用可能 な オプションの 1 つの Radio ボタンを選択するときだけ有
効に なります:
 

• —このオプションは送信元ポートを受け入れます。
 
• 単一このオプションは単一のソース ポート値を入力することを可能にします。
 
• range —このオプションは利用可能 な 送信元ポートの範囲を入力することを可能にしま
す。
 

ステップ 13： 宛先ポート フィールドはステップ 5.から TCP か UDP をクリックする宛先
ポートを選択する利用可能 な オプションの 1 つの Radio ボタンを選択するときだけ有効に
なります:
 

• —このオプションは宛先ポートを受け入れます。
 
• 単一このオプションは単一の宛先 ポート値を入力することを可能にします。
 
• range —このオプションは利用可能 な 宛先ポートの範囲を入力することを可能にします
。
 



 
 
ステップ 14： TCP フラグ フィールドは判別するために TCP フラグ値をフィルタリングす
る方法をステップ 5.から TCP をクリックする各フラグのための Radio ボタンの 1 つを選択
するときだけ有効に なります。 1 としてまたは、0 として解除されてまたは設定 するか、
または x.として気遣わないで下さい。
 

• Urg —このフラグが緊急ように着信 データを識別するのに使用されています。
 
• Ack —このフラグがパケットの正常な受信を確認するのに使用されています。
 
• Psh —このフラグがデータが優先順位を（値しますその）与えられ、送信 するか、また
は受電端で処理されるようにするのに使用されています。
 
• Rst —このフラグはセグメントが着くとき使用されます現在の接続のために意図されてい
ない。
 
• 同期信号—このフラグは TCP 通信のために使用されます。
 
• ひれ—このフラグは通信かデータ転送が終了するとき使用されます。
 



 
ステップ 15： 輻輳の場合にはホスト バックオフ輻輳制御トラフィックであるサービス タ
イプをクリックして下さい。
 

• —それは交通渋滞に対するどのサービス タイプである場合もあります。
 
• サービス タイプとして DiffServ コード ポイント（DSCP）を設定するこのオプションを
選択する DSCP match —。 DSCP はネットワークトラフィックを分類し、管理するメカ
ニズムです。 アクセス規則に適用したい DSCP 値を入力して下さい。
 
• IPv6 パケットに対するプリファレンス タイプを設定 する match —への IP 優先順位。 IP
選択値と関連付けられるキーワードはルーチンのための 0、優先順位のための 1、即時の
ための 2、フラッシュするのための 3、フラッシュオーバーライドのための 4、重要のた
めの 5、インターネットのための 6、ネットワークのための 7 です。 アクセス規則に適用
したい値を入力して下さい。
 



 
 
ステップ 16： ICMP フィールドはステップ 5.からプロトコル ICMP を選択するときだけ有
効に なります。 それは Send エラーメッセージにサービスが利用できないか、またはホス
トかルータが達することができなかったとき使用されます。 それもリレー クエリ メッセー
ジのために使用されます。 ICMP メッセージ タイプをフィルタリングするために利用可能
な Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい:
 

• —それはエラーメッセージのいずれかですまたはメッセージを問い合わせることができ
ます。
 
• から list —選択しますドロップダウン リストからの許可されたコントロールメッセージ
選択して下さい。
 

                • match — ユーザへの ICMP タイプは ICMP コントロールメッセージを一致するために
0-255 間の範囲を入力しなければなりません。
 

ステップ 17： ICMP コードはステップ 5.からプロトコル ICMP を選択するときだけ有効に
なります。 値をコントロールメッセージの特定の情報に与えることを使用します。 利用可
能 な オプションの 1 つをクリックして下さい:
 

• —コントロールメッセージを一致するのはどの値である場合もあります。
 
• ユーザが定義する—フィルタリングしたい ICMP コードを入力して下さい。 値は 0-255
間の範囲から、コントロールメッセージを一致するために定義されます。
 

 
ステップ 18： IGMP フィールドはステップ 5.からプロトコル IGMP を選択するときだけ有
効に なります。 それはネットワークセグメントの IP マルチキャスト グループのホスト メ
ンバシップを管理します。 IGMP メッセージ タイプをフィルタリングするために利用可能



な Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい:
 

• —それはの IGMP 操作行うことができます。
 
• から list —選択しますドロップダウン リストからのプロトコル選択して下さい。
 

– DVMRP —それはパケットが着いたものを除く各インターフェイスを通して受け取り
パケットのコピーを送信 する リバースパス フラッディング手法を使用します。
 
–ホスト クエリ—それは定期的に 情報のための各付属のネットワークの一般のホスト ク
エリ メッセージを送信 します
 
–ホスト応答—それはクエリに応答します。
 
– PIM —ローカルおよびリモート マルチキャスト ルータの間でマルチキャスト サーバか
ら多くのマルチキャスト クライアントにマルチキャストトラフィックを送信することを
使用します。
 
– trace —それは IGMP マルチキャスト グループに加わることおよび脱退することについ
ての情報を提供します。
 

• IGMP タイプの match —それ送信元 および 宛先 IPアドレスおよびマスクに IGMP プロ
トコルを、および小数で番号があるまた IGMP タイプをマッチさせます。
 

ステップ 19： 『Apply』 をクリック して下さい IPv4-Based ACE を実行コンフィギュレー
ション ファイルに書きます。
 

 
ステップ 20： （オプションの） IPv4 によって基づく ACL ページに行くために IPv4-
Based ACL 表をクリックして下さい。
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