
MAC の作成および設定は WAP121 および
WAP321 アクセス ポイントに Access Control
List （ACL）を基づかせていました 

目標
 

Access Control List （ACL）はセキュリティを提供し、許可されていないユーザをブロック
し、許可されたユーザが特定のリソースにアクセスすることを可能にするルールと呼ばれる
割り当ておよび拒否状態の収集です。 ACL はネットワークリソースに達する保証がない試
みをブロックできます。 MAC ACL はレイヤ2 ACL です。 ネットワークデバイスはフレー
ムを点検し、送信元および宛先 MACアドレスのようなフレームのコンテンツに対して ACL
ルールをチェックします。 ルールのうちのどれかがコンテンツを一致する場合、割り当て
か拒否処置はフレームでとられます。
 
この技術情報は WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの MAC ACL を説明します
（WAP）作成し設定する方法を。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• v1.0.3.4
  

MAC の作成は ACL を基づかせていました
 

ステップ 1.アクセスポイント設定 ユーティリティへのログインは QoS > ACL 『Client』 を
選択 し。 ACL ページは開きます:
 



 
 
  

MAC の作成は ACL を基づかせていました
 

 
ステップ 1. ACL Name フィールドで ACL の名前を入力して下さい。
 
ステップ 2. ACL 型ドロップダウン リストから ACL 型のための MAC を選択して下さい。
 
ステップ 3.新しい MAC ACL を作成するために『Add ACL』 をクリック して下さい。 
 
  

MAC のためのルールの設定は ACL を基づかせていました
 



 
ステップ 1. ACL 名前から望ましい ACL を- ACL 型ドロップダウン リスト選択して下さい
。
 
呼び出します。 新しいルールが指定 ACL のために設定されなければならない場合ルール ド
ロップダウン リストからのルールを『New』 を選択 して下さい; さもなければ、ルール ド
ロップダウン リストからの現在のルールの 1 つを選択して下さい。
 
注: 最大 10 のルールは単一 ACL のために作成することができます。
 
ステップ 3.処理 ドロップダウン リストから ACLルールのための操作を選択して下さい。
 

• 拒否—すべてのトラフィックをブロックします WAP デバイスに出入りするためにルール
の基準を満たす。
 
• permit —すべてのトラフィックを割り当てます WAP デバイスに出入りするためにルー
ルの基準を満たす。
 

注: ステップ 4 に 11 はオプションです。 チェックされるフィルタは有効に なります。 そ
れにこの特定のルールに適用してほしくない場合フィルタのためのチェックボックスのチェ
ックを外して下さい。
 
ステップ 4 各パケット チェックボックス 一致する コンテンツに関係なく各フレームのため
のルールかパケットを一致するためにチェックして下さい。 各パケット チェックボックス 
一致するの追加一致条件設定するためにチェックを外して下さい。
 
タイムセーバ: 一致する場合各パケットはステップ 12 にスキップしますそれからチェック
されます。
 
ステップ 5 イーサネットフレームのヘッダの値に対して一致条件を比較するために 
EtherType チェックボックスをチェックして下さい。 EtherType チェックボックスがチェッ
クされる場合、これらの Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい。
 

• から list —選択しますドロップダウン リストからプロトコルを選択して下さい。 ドロッ
プダウン リストに AppleTalk が、arp、ipv4、IPv6、IPX、NetBIOS、pppoe あります。
 
• 評価するべき一致—カスタム プロトコル 識別子に関しては。 0600 から FFFF まで及ぶ
識別子を入力して下さい。
 

ステップ 6 802.1p ユーザ優先順位をイーサネットフレームに対して比較するために入力す



るように Class of Service チェックボックスをチェックして下さい。 0 から Class of
Service フィールドの 7 まで及ぶ優先順位を入力して下さい。
 
ステップ 7 送信元MACアドレスをイーサネットフレームに対して比較し、送信元MACアド
レス フィールドで送信元MACアドレスを入力するために送信元MACアドレス チェックボッ
クスをチェックして下さい。
 
ステップ 8.発信元MAC Mask フィールドで送信元MACアドレス マスクを入力して下さい規
定 する イーサネットフレームに対して比較するべき発信元MAC のビット。 MAC マスクが
0 ビットを使用する場合、アドレスは、1 ビットを使用すれば、アドレス無視されます受け
入れられ。
 
ステップ 9： 宛先MAC アドレスをイーサネットフレームに対して比較し、宛先MAC アド
レス フィールドで宛先MAC アドレスを入力するために宛先MAC アドレス チェックボック
スをチェックして下さい。
 
ステップ 10.送信先MAC Mask フィールドで宛先MAC アドレス マスクを入力して下さい規
定 する イーサネットフレームに対して比較するべき送信先MAC のビット。 MAC マスクが
0 ビットを使用する場合、アドレスは、1 ビットを使用すれば、アドレス無視されます受け
入れられ。
 
ステップ 11： イーサネットフレームに対して VLAN ID を比較するために VLAN ID チェッ
クボックスをチェックして下さい。 0 から VLAN ID フィールドの 4095 まで及ぶ VLAN ID
を入力して下さい。
 
注: 新しい VLAN を作成する方法の情報に関しては WAP121 および WAP321 の管理および
タグなしVLAN ID の技術情報設定を参照して下さい。
 
ステップ 12： [Save] をクリックして、設定を保存します。
 
ステップ 13： （オプションの）設定された ACL を削除するために、削除 ACL チェックボ
ックスをチェックし、次に『SAVE』 をクリック して下さい。
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