
200/300 シリーズによって管理されるスイッチ
の IPv4-Based アクセス リストを設定して下さ
い 

目標
 

アクセス リストは支配します適用できますより多くのセキュリティを追加し、ネットワー
クの全体的なパフォーマンスを向上するネットワークの特定のトラフィックフローを許可す
るか、または拒否するためにあります。 
 
この資料の目標は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの IPv4-based アクセス リ
ストを設定する方法を示すことです。
  

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]
 

• 1.3.0.62
  

IPv4-Based ACL および ACE の設定
 
IPv4-Based ACL
 

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 フィールドでは、新しいアクセス リストの名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 4.アクセス リストを保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
アクセス リストを削除するステップ 5. （オプションの）は削除したいアクセス リストのチ
ェックボックスをチェックし『Delete』 をクリック します。
  

IPv4-Based ACE
 

ACE を ACL に管理するために、次のステップに従う必要があります。
 
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 ACE を選択し。 IPv4-Based ACE ページは開きます。
 
 

 
呼び出します。 フィルタ: ACL はドロップダウン リストに等号を、選択しますアクセス規
則を割り当てたいアクセス リストを指名します。
 
ステップ 3. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 IPベース ACE ウィンドウは現われます
。
 



 
ステップ 4.優先順位フィールドで ACE の優先順位を入力して下さい。 高優先順位の ACE
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 5 Action フィールドで、このアクセス ルールに行ってほしいアクションの 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:
 

• permit — 電流 ACE によってフィルタリングされるパケットを転送します。
 
• 拒否—電流 ACE によってフィルタリングされるパケットを廃棄します。
 
• shutdown — 電流 ACE によってフィルタリングされる廃棄し、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。
 

ステップ 6 Protocol フィールドで、ACE で追加したいプロトコルの Radio ボタンをクリッ



クして下さい。 ACE 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。 利用可能 な オ
プションは次のとおりです:
 
  • —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 リストから望ましいプロトコルを選択して下さい
。
 
• match —このオプションへのプロトコルID は使用したいと思うプロトコルID を入力する
ことを可能にします。
 

ステップ 7 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 8 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 9： 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 10： 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 11： TCP フラグ フィールドはどんな状態にアクセス ルールを引き起こしてほし
いか選択するためにステップ 5.から TCP をクリックすれば各フラグのための Radio ボタン
の 1 つを選択する場合その時だけ有効に なります:
 

• Urg —このフラグは緊急ように着信 データを識別します。
 
• Ack —このフラグがパケットの受信を正常に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正しい優先順位を与えられ、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 —このフラグは接続が間違ったセグメントを受け取るとき使用されます。
 
• 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 12： サービスタイプフィールドで、IPパケットに対するサービス タイプを選択す
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:
 

• —このオプションはサービス タイプを選択します。
 
• 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。
 
• 現在のネットワークによって match —このサービス タイプへの IP 優先順位が正しい
QoS （Quality of Service）を提供するのに使用されています。 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 13： ICMP （Internet Control Message Protocol（ICMP））フィールドはサービ
スが利用できないまたは接続をテストするためにとき Send エラーメッセージにステップ 5.
ICMP の ICMP を使用される選択するときだけ有効に なります。 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 —このオプションへの ICMP タイプはタイプしますフィルタリングしたいと思い
ます ICMP の番号を入力することを可能にします。
 

ステップ 14： ICMP Code フィールドはステップ 5. ICMP コードから ICMP をコントロー



ルメッセージについての特定の情報を提供するのに使用されている選択するときだけ有効に
なります。 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と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。
 

 
ステップ 15： IGMP （Internet Group Management Protocol（IGMP））フィールドはステ
ップ 5. IGMP から IGMP を管理する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 メンバシップを選択するときだけ有効に なります。 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:
 

• —このオプションはすべての IGMP メッセージ タイプを受け入れます。
 
• から list —選択しますドロップダウン リストからフィルタリングする利用可能 な オプシ



ョンの 1 つを選択して下さい:
 

– 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 グループに加わり、脱退するために情報を提供し
ます。
 

• IGMP タイプの match —このオプションはタイプしますフィルタリングしたいと思いま
す IGMP の番号を入力することを可能にします。
 

ステップ 16： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 17： （オプションの）現在のアクセス規則を編集するために、編集したいアクセ
ス規則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 18： （オプションの）現在のアクセス規則を削除するために、削除したいアクセ
ス規則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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