
200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
のプロファイル ルール設定にアクセスして下さ
い 

目的
 

アクセス プロファイルはスイッチのためのセキュリティの別の層として機能します。 アク
セス プロファイルはセキュリティを強化する 128 までのルールが含まれている場合があり
ます。 各ルールは操作が基準含まれ。 アクセス方式がマネージメントメソッドを一致する
場合、ユーザはブロックされ、スイッチにアクセスできません。
 
この記事は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチのプロファイル ルールを設定す
る方法を説明します。 
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• v1.2.7.76
  

アクセス プロファイル設定
 

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 > Mgmt アクセス
方式 > プロファイル ルール『Security』 を選択 し。 Rules ページ プロファイルは開きます
:
 

 
 
呼び出します。 Profile ページ アクセスで作成されたアクセス Profile Name を表示するため
にフィルタ チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3.アクセス Profile Name 等号からドロップダウン リストに望ましいアクセス プロ
ファイルを選択して下さい。
 
ステップ 4.望ましいアクセス プロファイルを表示するために『Go』 をクリック して下さ
い。
 
新しい検索を開始するステップ 5. （オプションの）はフィルタを『CLEAR』 をクリック



します。
  

プロファイル ルールを追加して下さい
 

ステップ 1： ルールを追加するために望むアクセス プロファイルに対応するチェックボッ
クスをチェックして下さい。
 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 追加プロファイル ルール ウィンドウは現わ
れます。
 

 
別の Profile Name にプロファイル ルールを追加するステップ 3. （オプションの）はアクセ
ス Profile Name ドロップダウン リストから別の Profile Name を選択します。
 
ステップ 4.ルール優先順位フィールドでルールの優先順位を入力して下さい。 ルール優先
順位はルールにパケットをマッチさせます。 低い 優先順位のルールはまずチェックされま
す。 パケットがルールと一致すれば望ましい アクションは実行された。
 
ステップ 5.マネージメントメソッド フィールドの望ましいマネージメントメソッドに対応
する Radio ボタンをクリックして下さい。 ユーザが使用するアクセス方式は実行された操
作におけるマネージメントメソッドを一致する必要があります。
 

• 全すべてのマネージメントメソッドはアクセス プロファイルに割り当てられます。
 
• telnet — Telnet マネージメントメソッドはルールに割り当てられます。 アクセス プロフ
ァイル 方式に会うデバイスに Telnet のユーザだけアクセスできます。
 



• Secure Telnet（STELNET） （SSH） — SSH マネージメントメソッドはプロファイル
に割り当てられます。 Secure Telnet（STELNET）会うアクセス プロファイルのユーザだ
けデバイスにアクセスできます。
 
• HTTP — HTTP マネージメントメソッドはプロファイルに割り当てられます。 HTTP 会
議アクセス プロファイル 方式のだけユーザはデバイスにアクセスできます。
 
• セキュア HTTP（S-HTTP） （SSL） — HTTPS マネージメントメソッドはプロファイル
に割り当てられます。 HTTPS 会議アクセス プロファイル 方式のだけユーザはデバイスに
アクセスできます。
 
• snmp — SNMP マネージメントメソッドはプロファイルに割り当てられます。 SNMP 会
議アクセス プロファイル 方式のだけユーザはデバイスにアクセスできます。
 

ステップ 6. Actionオプション・ボタンからのルールに接続するべきアクションを選択して
下さい。 可能なアクション値は次のとおりです:
 

• permit — スイッチへのアクセスは許可されます。
 
• 拒否—スイッチへのアクセスは拒否されます。
 

ステップ 7.アクセス プロファイルのためのインターフェイスを定義するために望ましいイ
ンターフェイスに打ち込む適用対象 インターフェイス フィールドを対応する望ましい
Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 全ポートのようなすべてのインターフェイスが、VLAN およびラグ含まれています。
 
注: ラグは論理リンクこと結合複数の物理リンクより多くの帯域幅を提供するためにです
。
 
• ユーザが定義する—ユーザ向けの望ましいインターフェイスにだけ適用して下さい。
 

– port — アクセス プロファイルが定義されるポート ドロップダウン リストからポート
を選択して下さい。
 
–ラグ—アクセス プロファイルがラグ ドロップダウン リストから定義されるラグ ドロッ
プダウン リストからラグを選択して下さい。
 
– vlan — アクセス プロファイルが VLAN ドロップダウン リストから定義される VLAN
ドロップダウン リストから VLAN を選択して下さい。
 

ステップ 8.インターフェイス ソース IP アドレスを有効に するためにソース IP アドレス 
Radio ボタンをクリックして下さい。 2 つの有効値があります:
 

• 全すべての IP アドレスが含まれています。
 
• ユーザが定義する—ユーザ向けの所望のIPアドレスにだけ適用して下さい。
 

–バージョン 6 — IP バージョン 6 アドレスに関しては。
 
–バージョン 4 — IPバージョン 4 アドレスに関しては。
 

ステップ 9： ステップ 7 でユーザが定義する選択した場合、IP address フィールドでデバ
イスの IP アドレスを入力して下さい。 
 
ステップ 10.ネットワークマスクを定義するオプションの 1 つの Mask フィールドの Radio



ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な オプションは次のとおりです:
 

• ネットワークマスク—ドット付き 10進 フォーマットの IP アドレスに対応するサブネッ
ト マスクを入力して下さい。
 
• プレフィクス長— IP アドレスに対応するサブネット マスク プレフィクス長を入力して
下さい。
 

ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 12： （オプションの）現在のアクセス プロファイルを編集するために、編集した
いアクセス Profile Name のチェックボックスをチェックし『Edit』 をクリック して下さい
。
 
ステップ 13： （オプションの）アクセス プロファイルを削除するために、削除したいアク
セス プロファイルのチェックボックスをチェックし『Delete』 をクリック して下さい。
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