
ESW2-350G スイッチの IPv6-Based ACL 及び
ACE 

目標
 

 ACL および ACE 割り当てはアクセス リストで設定される IP アドレスにまたはパケットの
エントリを否定します。 ACL のためのルールはアクセス制御エントリ（ACE）によって与
えられます。 この技術情報は ESW2-350G スイッチの IPv6-Based ACL 及び ACE を作成す
る方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

IPv6-Based ACL構成
 

ステップ 1： アクセスコントロール > IPv6-Based ACL を選択するのに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。 IPv6-Based ACL ページは開きます。 このページ
は現在定義される ACL のリストを表示する。
 

 
 
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 IPv6-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。
 



 
ステップ 5. （オプションの）は IPv6-Based ACE 表 ページを開くために IPv6-Based ACE
表をクリックします
  

IPv6-Based ACE 設定
 

アクセス制御エントリ （ACE）を ACL に追加するために、次のステップを実行して下さい
:
 
ステップ 1： アクセスコントロール > IPv6 によって基づく ACE を選択するのにコンフィ
ギュレーションユーティリティを使用して下さい。 IPv6-Based ACE ページは開きます:  
 

 
 
ステップ 2. ACL を ACL 名前等号からドロップダウン リストに選択し、『Add』 をクリッ
ク して下さい。 追加 IPv6-based ACE ウィンドウは開きます:
 

 



 
 
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。 1.である高優先順位
は最初に処理されます。 それに 1 - 2147483647 の範囲があります。
 

 
ステップ 4.パケットが Action フィールドのマッチであると発生する望ましい アクションに
相当して 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
。
 

注: 時間 範囲で設定するために ESW2-350G スイッチの技術情報時間 範囲 設定に続いて下
さい。
 

 
ステップ 5. （オプションの）は ACE のためのイネーブル タイム 範囲にチェックボックス
を『Enable』 をクリック します。
 

 
ステップ 6. （オプションの）は ACE を適用されるべき時間 範囲廃棄リストから時間 範囲



を選択します。
 

 
ステップ 7. （オプションの）は時間 範囲を編集するために『Edit』 をクリック します。確
認ダイアログ閉じるウィンドウは開きます:
 

 
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 のための望ましいプロトコルに相当して Radio ボタンをクリックして下さ
い、このパケット 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すべてのルーテ
ッド ネットワーク プロトコルのためにルータ設定される。
 
  • —それはの IPv6-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（TCP、UDP、ICMP）からのプロトコル選
択して下さい。
 
• match —それへのプロトコルID が ID のプロトコルを一致するのに使用されています。
TCP のような別のプロトコルのデフォルト値 6 時です、UDP 17 であり、ICMP のために
58 ですまたはユーザはそれの値を定義できます。
 



 
 
ステップ 10.プレフィクス長のソース IP アドレス値がソース IP アドレス フィールドで入ら
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であるか、またはユーザが定義し
たら場合クリックして下さい。
 
ステップ 11.プレフィクス長の宛先 IP アドレス値が宛先 IP アドレス フィールドで入らなけ
ればならない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。
 

 
 
ステップ 12：  送信元ポートはすべての送信元ポートが受諾可能またはある特定の範囲 0 -
65535 からの単一の値を選択するか、または送信元ポートの範囲がならステップ 5.からプ
ロトコル TCP 及び UDP をクリックする入らなければならないときだけ有効に なります。
 
ステップ 13： 宛先ポートはすべての送信元ポートが受諾可能またはある特定の範囲 0 -
65535 からの単一の値を選択するか、または宛先ポートの範囲がならステップ 5.からプロ
トコル TCP 及び UDP をクリックする入らなければならないときだけ有効に なります。
 



 
 
ステップ 14： TCP フラグはステップ 5.からプロトコル TCP をクリックするの同様に 1 設
定される異なるオプションのフラグまたは、0 として解除されて選択するまたは有効に な
りましたりまたは x.としてときだけ気遣いません。
 

• 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： サービスタイプフィールドの交通渋滞制御に対する望ましいサービス サービ
ス・タイプに相当して Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• —どのサービス タイプでも交通渋滞のために使用されます。
 
• match — DiffServ コード ポイント（DSCP）への DSCP は分類のためのメカニズム ネッ
トワークトラフィックを管理することであり。 6 bits(0-63) が各ノードでパケット エクス
ペリエンスを選択するのにホップ 動作ごとに使用されています。
 
• 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
選択値を用い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。
 

 
 
ステップ 16： ICMP はステップ 11.のプロトコル ICMP を選択するときだけ有効に なりま
す。 使用不可能なサービスかホストまたはルータが達することができなかったときにエラ
ーメッセージを送信 することを使用します。 それもリレー クエリ メッセージのために使
用されます。
 

• —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。
 
• list —それから次の通り持っています許可されたコントロールメッセージの廃棄リストを
選択して下さい
 

–到達不能 宛先—宛先が到達不能どういうわけかであることホストかゲートウェイによっ
てクライアントを知らせることを生成します（ネットワークまたはホスト 到達不可能 エ
ラー等）。
 
–大きいパケットは余りにある特定の MTU よりデータグラムのサイズ超過します。
 
–超過する時間—ゲートウェイによってゼロに達する存続可能時間 フィールドによる廃棄
されたデータグラムを出典に知らせることを生成します。
 
–パラメータ問題—それはとりわけ別の ICMP メッセージによってカバーされないあらゆ
るエラーのための応答として生成されます。
 
–エコー要求—データがエコーリプライで受け取られると期待されるのは PING です。
 
–エコーリプライ—それはエコー要求に応じて生成されます。
 
– MLD クエリ—どのマルチキャスト アドレスが接続されたリンクのリスナーがあるか学
習することを使用します。 小数点の型 130。
 
– MLD レポート—それは時メッセージ送信者が受信している IPv6 マルチキャスト アド
レス生成されます
 
– MLD V2 レポート—バージョン 2 との MLD レポートのは同じです。
 
–される MLD —ホストがグループを脱退する時、ネットワークのマルチキャスト ルータ
にマルチキャスト リスナーによってできているメッセージを送ります
 
–ルータ要請—それはルータディスカバリ メッセージです。 ホストはアドバタイズメン
トを聞き取ることによって近接ルータのアドレスを単に検出します。 デフォルト = マル
チキャスト、さもなければ 255.255.255.255 のための 224.0.0.2。



–ルータ アドバタイズメント—ルータは定期的に マルチキャスト インターフェイスのそ
れぞれからのルータ アドバタイズメントをマルチキャストしま、そのインターフェイス
の IP アドレスをアナウンスします。
 
– ND NS —メッセージはノードによって別のノードのリンク 層 アドレスを要求するため
におよびまた二重アドレス 検出およびネイバー unreachability 検出のような機能のため
に起きます
 
– ND NA —メッセージは NS メッセージに応じて送信 されます。 ノードがリンク層アド
レスを変更する場合、新しいアドレスをアドバタイズするために非要請 NA を送信でき
ます
 

• 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 11.からプロトコル ICMP を選択するときだけ有効
に なります。 それは値を与えますコントロールメッセージの特定の情報に使用されます。
 

• —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—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： 『Apply』 をクリック して下さい実行コンフィギュレーション ファイルに
IPv6-Based ACE を書く。
 

 


	ESW2-350G スイッチの IPv6-Based ACL 及び ACE
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	IPv6-Based ACL構成
	IPv6-Based ACE 設定


