
●

●

MAC は Access Control List （ACL）を基づかせ
、300 シリーズのアクセス制御エントリ
（ACE） 設定はスイッチを管理しました 

目標
 

Access Control List （ACL）は割り当てまたは拒否ネットワークトラフィック トラフィック
フローに使用するセキュリティ技術です。 MAC ベースの ACL は割り当てにレイヤ2 情報
を使用するか、またはトラフィックにアクセスを拒否します。 アクセス制御エントリ
（ACE）は実際のアクセス規則基準が含まれています。 ACE が作成されれば、ACL に適用
されます。 300 シリーズによって管理されるスイッチは最大 512 ACL および 512 ACE を
サポートします。
 
この記事は MAC によって基づく ACL を作成する方法をおよび 300 シリーズによって管理
されるスイッチの ACL に ACE を適用する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

SG/SF 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

1.3.0.62
  

MAC ベースの 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 > MAC によって基づく ACL を選択し。 MAC によって基づく ACL ページは開きます:
 

 
ステップ 2. 『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 3. ACL Name フィールドで ACL 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。 ACL は作成されます。
 

  
MAC ベースの ACE
 

フレームがポートで受信されるとき、スイッチは最初の ACL によってフレームを処理しま
す。 フレームが最初の ACL の ACE フィルタと一致する場合、ACE 処置はとられます。 フ
レームが ACE フィルターのどれも一致しない場合、次の ACL は処理されます。 一致がす
べての関連した ACL のあらゆる ACE にない場合、フレームはデフォルトで廃棄されます
。
 
注: このデフォルト アクションはその低い優先順位 ACE の作成によって割り当てすべての
トラフィック避けることができます。
 
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 > MAC によって基づく ACE を選択し。 MAC によって基づく ACE ページは開きます:
 

 
呼び出します。 ACL 名前ドロップダウン リストから、ルールをに適用するために ACL を
選択して下さい。
 
ステップ 3. 『Go』 をクリック して下さい。 ACL のために既に設定されている ACE は表
示する。
 
ステップ 4. ACL に新しいルールを追加するために『Add』 をクリック して下さい。 追加
MAC ベースの ACE ウィンドウは現われます。
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ACL Name フィールドは ACL の名前を表示する。
 
ステップ 5.優先順位フィールドで ACE のプライオリティ値を入力して下さい。 高優先順位
値の ACE は最初に処理されます。 値 1 は高優先順位です。
 
ステップ 6.フレームが ACE の必須条件を満たすとき奪取 される 望ましい アクションに対
応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

permit — スイッチは ACE の必須条件を満たすパケットを転送します。
拒否—スイッチは ACE の必須条件を満たさないパケットを廃棄します。
shutdown — スイッチは ACE の必須条件を満たさない廃棄し、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。
 

注: 無効ポートはポート設定 ページで再稼働することができます。
 
ステップ 7 時間 範囲が ACE に設定されるように時間 範囲 フィールドの Enable チェック
ボックスをチェックして下さい。 時間 範囲が ACE によってが有効になる時間数を制限す
るのに使用されています。
 
ステップ 8 時間 範囲名前ドロップダウン リストから、ACE に適用するために時間 範囲を
選択して下さい。
 
注: にナビゲート し、時間 範囲 ページの時間 範囲を作成するために『Edit』 をクリック し
て下さい。
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ステップ 9.宛先MAC アドレス フィールドの ACE の望ましい基準に対応する Radio ボタン
をクリックして下さい。
 
ステップ 10.送信元MACアドレス フィールドの ACE の望ましい基準に対応する Radio ボタ
ンをクリックして下さい。
 

—すべての宛先MAC アドレスは ACE に適用します。
ユーザが定義する— MAC アドレスをおよび宛先MAC アドレス 値および送信先MAC ワイル
ドカード マスク フィールドの ACE に適用される MAC 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 マスクが MAC アドレスの範囲を定義するのに使用されています。
—すべての送信元MACアドレスは ACE に適用します。
ユーザが定義する— MAC アドレスをおよび宛先MAC アドレス 値および送信先MAC ワイル
ドカード マスク フィールドの ACE に適用される MAC 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 マスクが MAC アドレスの範囲を定義するのに使用されています。
 

ステップ 11.フレームの VLAN タグと一致する VLAN ID を入力して下さい。
 
ステップ 12： （オプションの） ACE 基準に 802.1p 値を含めるために、チェックは
 802.1p フィールドに含んでいます。 802.1p はテクノロジー Class of Service（CoS）を含
みます。 CoS はトラフィックを分類するのに使用するイーサネットフレームの 3 ビットフ
ィールドです。
 
ステップ 13： 802.1p 値が含まれている場合、次のフィールドを入力して下さい。
 

802.1p 値—一致する 802.1p 値を入力して下さい。 レイヤ2スイッチにトラフィックに優先
順位をつけ、ダイナミック マルチキャストフィルタリングを行う機能を与える 802.1p は仕
様です。
802.1p マスク— 802.1p 値のワイルドカード マスクを入力して下さい。 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。
 

ステップ 14： 一致するフレームの Ethertype を入力して下さい。 Ethertype はどのプロト
コルがフレームのペイロードのために利用されるか示すのに使用するイーサネットフレーム
の 2 オクテット フィールドです。
 
ステップ 15： [Apply] をクリックします。 ACE は作成されます。 この例では、定義された
送信元MACアドレスからすべての宛先アドレスへの送信 される作成された ACE はトラフ
ィックを拒否します。 
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