
IPv6 の作成および設定は WAP121 および
WAP321 アクセス ポイントにクラスマップを基
づかせていました 

目標
 

ネットワークトラフィックを分類し、管理することを可能にするクライアント サービス品
質（QoS） 機能は差別化サービス（DiffServ）サポートが含まれています。 DiffServ の設定
は IP プロトコルおよび他の基準に関してトラフィックを分類するクラスマップの設定から
始まります。 クラスマップの設定は重要なトラフィックが異なるクラスに分け、高優先順
位を与えることができるように必要です。 メールおよびファイル転送のような典型的なイ
ンターネットアプリケーションに関してはわずかな劣化稼働中は受諾可能ですが、音声コー
ルおよびビデオ ストリームのようなアプリケーションのためにサービスのどの劣化でも望
ましくない影響をもたらします。 
 
この技術情報は WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの IPv6 クラスマップを作成し
設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• v1.0.3.4
  

IPv6 クラスマップの作成
 

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 > クラスマップ 『
Client』 を選択 し。 クラスマップ ページは開きます:
 

 
ステップ 2.クラスマップ Name フィールドでクラスマップの名前を入力して下さい。
 



 
ステップ 3. WAP デバイスの IPv6 トラフィックにだけクラスマップを加えるために一致レ
イヤ3 プロトコル ドロップダウン リストから IPv6 プロトコルを選択して下さい。
 
注: IPv4 クラスマップの情報に関しては、WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
IPv4 によって基づくクラスマップの技術情報作成および設定を参照して下さい。
 
ステップ 4.新しいクラスマップを追加するためにクラスマップを『Add』 をクリック して
下さい。
  

IPv6 クラスマップの設定
 

エリア一致条件ののパラメータを設定設定するために下記に与えられるステップに従って下
さい。
 

 
 
ステップ 1.設定がする必要があるクラスマップ名前ドロップダウン リストからクラスマッ
プを選択して下さい。
 
注: 次のステップすべてはオプションです。 チェックされるチェックボックスは有効に な
ります。 特定のルールを適用したいと思わない場合ボックスのチェックを外して下さい。
 
呼び出します。 各パケット チェックボックス 一致する フレームまたはパケットのコンテ
ンツに関係なく各フレームのためのクラスマップかパケットを一致するためにすべての IP
パケットがあるように確認して下さい; さもなければ、各パケット チェックボックス 一致
する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チェックされましたり、ステップ 16 にスキップ
します。
 

 
ステップ 3 プロトコル一致状態があるようにプロトコル チェックボックスを確認して下さ
い。 プロトコル 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 —選択しますリスト ドロップダウン リストからの選択から望ましいプロトコル
を選択して下さい。 利用可能 な オプションは IP、ICMP、IPv6、ICMP、ICMPv6、
IGMP、TCP および UDP です。
 
• 評価するべき一致—リストで示されないプロトコルに関しては。 規格によって IANA 割
り当てられるプロトコルID を及びます 0 から 255 まで入力して下さい。
 

ステップ 4 マッチ状態に出典の IP アドレスを含めるために出典 IPv6 Address チェックボ
ックスをチェックして下さい。 出典 IPv6 Address チェックボックスがチェックされる場合
、出典 IPv6 プレフィクス長 フィールドの出典 IPv6 Address フィールドおよび出典 プレフ
ィクス長でソース IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5 マッチ状態に宛先の IP アドレスを含めるために宛先 IPv6 Address チェックボ
ックスをチェックして下さい。 宛先 IPv6 Address チェックボックスがチェックされる場合
、宛先 IPv6 Address フィールドで宛先 IP アドレスおよび宛先 IPv6 プレフィクス長 フィー
ルドで送信先プレフィックス 長さを入力して下さい。
 
ステップ 6 一致状態に IPv6 フロー ラベルを含めるために IPv6 フロー ラベル チェックボッ
クスをチェックして下さい。 00000 から IPv6 フロー ラベル フィールドの FFFFF まで及ぶ
数を入力して下さい。 IPv6 フロー ラベルは IPv6 ヘッダにあり、出典によって特別な処理
を必要とする IPv6 パケットを分類するのに使用されています。 
 
ステップ 7 一致状態に IP DSCP 値を含めるために IP DSCP チェックボックスをチェック
して下さい。 IP DSCP 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 —選択しますリスト ドロップダウン リストからの選択から IP DSCP 値を選択
して下さい。
 



• 評価するために一致する— Value フィールドに 0 から 63 まで及ぶ一致で DSCP 値を入
力して下さい。
 

ステップ 8 マッチ状態に送信元ポートを含めるために送信元ポート チェックボックスをチ
ェックして下さい。 送信元ポート 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 —選択しますリスト ドロップダウン リストからの選択から送信元ポートを選択
して下さい。
 
• リストで示されなかった送信元ポートのために port —に一致する。 0 から 65535 及ぶポ
ート番号を入力して下さい。 範囲はポートの 3 つの異なる型が含まれています。
 

– 0 から 1023 —よく知られたポート。 これらのポートは多くのネットワークの種類 サ
ービスで広く使用されます。
 
– 1024 から 49151 —登録済みのポート。 これらのポートは特定のサービスのために使
用され、インターネットアドレス管理機構 （IANA）への要求によってだけ得ることがで
きます。
 
– 49152 から 65535 —ダイナミックおよび/または私用 ポート。 これらのポートは一時
目的だけで使用されます。
 

ステップ 9： マッチ状態に宛先ポートを含めるために宛先ポート チェックボックスをチェ
ックして下さい。 宛先ポート 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 —選択しますリスト ドロップダウン リストからの選択から宛先ポートを選択し
て下さい。
 
• リストで示されなかった宛先ポートのために port —に一致する。 0 からマッチ To Port
フィールドの 65535 まで及ぶポート番号を入力して下さい。 範囲はポートの 3 つの異な
る型が含まれています。
 

– 0 から 1023 —よく知られたポート。 これらのポートは多くのネットワークの種類 サ
ービスで広く使用されます。
 
– 1024 から 49151 —登録済みのポート。 これらのポートは特定のサービスのために使
用され、インターネットアドレス管理機構 （IANA）への要求によってだけ得ることがで
きます。
 
– 49152 から 65535 —ダイナミックおよび/または私用 ポート。 これらのポートは一時
目的だけで使用されます。
 

ステップ 10： イーサネットフレームのヘッダのイーサネット タイプ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。 利用可
能 な オプションは AppleTalk、arp、IPv4、IPv6、IPX、NetBIOS および pppoe です。
 
• 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 11： イーサネットフレームに対して 802.1p ユーザ優先順位を比較するために 
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。
 

• 0 —最もよい努力。
 
• 1 —背景説明。
 
• 2 —スペア。
 
• 3 —優秀な努力。
 
• 4 —制御されたロード。
 
• 5 —ビデオ。
 
• 6 —音声。
 
• 7 —ネットワーク制御。
 

ステップ 12： イーサネットフレームに対して送信元MACアドレスを比較するために送信元
MACアドレス チェックボックスをチェックして下さい。 それがチェックされる場合、送信
元MACアドレス フィールドで送信元MACアドレスおよび発信元MAC Mask フィールドで発
信元MAC マスクを入力して下さい。
 
注: 発信元MAC マスクは送信元MACアドレスのどのビットがイーサネットフレームに対し
て比較されるべきであるか規定 します。
 
ステップ 13： イーサネットフレームに対して宛先MAC アドレスを比較するために宛先
MAC アドレス チェックボックスをチェックして下さい。 それがチェックされる場合、宛先
MAC アドレス フィールドで宛先MAC アドレスおよび送信先MAC Mask フィールドで送信
先MAC マスクを入力して下さい。
 
注: 送信先MAC マスクは宛先MAC アドレスのどのビットがイーサネットフレームに対して
比較されるべきであるか規定 します。
 
ステップ 14： IP パケットと一致するべき VLAN ID があるように VLAN ID チェックボック
スを確認して下さい。 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。
 
ステップ 15： クラスマップを削除するために、削除クラスマップ チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 
ステップ 16： [Save] をクリックします。
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