
●

●

●

●

●

●

●

●

●

設定して下さいワイヤレスアクセスポイント
（WAP）のクラスマップを 

目標
 

クラスマップはトラフィックを識別しますポリシングが行われる必要がある。 それはポリ
シーマップのコンポーネントとしてはたらきます。 クラスマップは転送されるか、または
廃棄されるために一致する トラフィック必要条件が含まれています。 1 つのクラスマップ
が一致することができるまたはすべてのクラスマップは起こるためにポリシーマップで規定
される操作のために一致する必要がありますポリシーマップに多くのクラスマップがある場
合もあります。 クラスマップおよびポリシーマップはアクセス ポイントのサービス品質
（QoS） 設定を完了するために作成されるべきです。 QoS を設定する方法に関する説明に
関してはここをクリックして下さい。 ポリシーマップを作成する方法に関する説明に関し
てはここをクリックして下さい。
 
この技術情報はアクセス ポイントのためのクラスマップを設定するとき ICMPパケットを識
別するためにクラスマップを設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

WAP131
WAP150
WAP351
WAP361
WAP571
WAP571E
  

[Software Version]
 

1.0.1.3 — WAP131、WAP351
1.0.1.7 — WAP150、WAP361
1.0.0.17 — WAP571、WAP571E
  

クラスマップを設定して下さい
 
新しいクラスマップを作成して下さい
 

ステップ 1： WAP131、WAP150、WAP351、または WAP361 で、Webベース ユーティリ
ティへのログインはおよび > クラスマップ Quality of Service（QoS）選択します。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450


 
WAP571 か WAP571E を使用している場合、Webベース ユーティリティへのログインはお
よび QoS > クラスマップ 『Client』 を選択 します。
 

 
呼び出します。 クラスマップ 設定 エリアでは、クラスマップ Name フィールドで新しいク
ラスマップの名前を入力して下さい。
 
注: この例では、名前は Class_Map_1 です。
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ステップ 3 クラスマップ型ドロップダウン メニューで、クラスマップが検知 する トラフィ
ックの種類を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

IPv4 —このオプションはクラスマップが IPv4 トラフィックでだけ検知 するようにします。
IPv6 —このオプションはクラスマップが IPv6 トラフィックでだけ検知 するようにします。
mac — このオプションはクラスマップが MAC アドレスを分析するようにします。
 

注: この例では、IPv4 は選択されます。
 

 
ステップ 4.クラスマップを『Add』 をクリック して下さい。
 

 
今ワイヤレスアクセスポイントの新しいクラスマップを作成する必要があります。
  

既存のクラスマップを設定して下さい
 

既存のクラスマップを設定するオプションはクラスマップ型によって変わります。 IPv4 ク
ラスマップ型に関しては、手順のためにここをクリックして下さい。 クラスマップに IPv6
型がある場合、それが MAC 型クラス マップである場合ここをクリックするか、またはここ
をクリックして下さい。
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IPv4 クラスマップ型
 
ステップ 1.エリア一致条件のへのナビゲート 設定。 クラスマップ名前ドロップダウン リス
トで、クラスマップ型の名前を選択して下さい。
 
注: この例では、Class_Map_1 は選択されます。
 

 
各パケット チェックボックス 一致するチェックされることをステップ 2. （オプションの
）は確認します。 これは各 IPv4 パケットが基準への一致として扱われることを意味します
。 セクションの他のフィールドはこのオプションがチェックされる場合設定される必要が
ありません。 このオプションをチェックされて残す場合、ステップ 9.にスキップして下さ
い。 さもなければ、ステップ 3.に進んで下さい。
 
注: この例では、各パケットをチェックされません一致する。
 

 
ステップ 3 プロトコル エリアで、基準へのマッチとしてそれの側の Radio ボタンのクリッ
クによって扱われるプロトコルを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションはどのプロトコルでも一致であることを示します。 選択された場合、すべ
てのフィールドは利用できなく、各パケットを一致するためにチェックされます。
list —このオプションからドロップダウン・メニューからオプションを選択することを許可し
ます選択して下さい。 リストから IP、ICMP、IGMP、TCP および UDP を選択できます。
評価するべき一致—このオプションはインターネットアドレス管理機構 （IANA）によって定
義されるようにプロトコルID の入力によって名指しでリストされていないプロトコルを一致
することを可能にします。 プロトコルID のリストはここに見つけることができます。
 

注: この例では、ICMP はリストから選択されます。
 

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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ステップ 4 出典 IParea では、ソース IP アドレスを判別するオプションを一致とみなされ
るために含まれているパケット必要選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションはソース IP アドレスが一致であるようにします。
ユーザが定義する—このオプションはソース IP アドレスの IP アドレスおよびサブネット マ
スクを規定 し、IP マスク フィールドをソースをたどることを可能にします。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 5 送信元ポート エリアで、送信元ポートを判別するオプションを一致とみなされ
ることを持つパケット必要選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは送信元ポートを一致と考慮します。
list —このオプションから同等のポート番号に変換されるようになる送信元ポートと対応づけ
られたキーワードを一致することを許可します選択して下さい。 これらのキーワードは ftp、
ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp および www です。
port —このオプションへのマッチはステップ 3.で評価するためにマッチを選択した場合規定
した IANA ポート番号にデータグラム ヘッダで一致する送信元ポート番号を規定 することを
可能にします。 0 時から 65535 からのどれである場合もあります。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 6 宛先IP エリアで、宛先 IP アドレスを判別するオプションを一致とみなされるパ
ケット必要選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは一致として宛先 IP アドレスを扱います。
ユーザが定義する—このオプションは宛先 IP アドレスおよび宛先IP マスク フィールドの IP
アドレスおよびサブネット マスクを規定 することを可能にします。
 

注: この例では、10.10.100.123 は宛先 IP アドレスおよび 255.0.0.0 が宛先IP マスクとして
規定 されると同時に規定 されます。
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ステップ 7 宛先ポート エリアで、パケットが一致とみなされる必要があるものを判別する
オプションを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは一致として宛先ポートを扱います。
list —このオプションからマッチさせます指定キーワードにデータグラム ヘッダの宛先ポー
トを選択して下さい: ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、ftp および www。 これらのキ
ーワードのそれぞれは同等のポート番号に変換します。
port —このオプションへのマッチはステップ 3.で評価するためにマッチを選択した場合規定
した IANA ポート番号にデータグラム ヘッダで一致する宛先ポート番号を規定 することを可
能にします。 0 時から 65535 からのどれである場合もあります。
 

注: この例では、選択されます。 IPv6 クラスマップを設定する場合、ステップ 9.にスキッ
プして下さい。
 

 
ステップ 8 サービス タイプ エリアで、パケットをクラスの基準に一致させた場合サービス
タイプを使用するために規定 する オプションを選択して下さい。 次のオプションがありま
す。
 

—このオプションは一致としてサービス タイプを扱います。
IP DSCP は list —このオプションからとして条件を満たすのに使用するように DSCP 値を選
択することを許可します選択します。
評価するべき IP DSCP 一致—このオプションは 0 から 63 までカスタム DSCP 値を入力する
ことを可能にします。
ip precedence —このフィールドで定義されるこのオプションはパケットの IP優先値を IP優
先値に一致させます。 IP 優先順位 範囲は 0 から 7.からです。
IP TOS ビット—このオプションは一致条件として IP ヘッダーでパケットのタイプ オブ サー
ビス（ToS） ビットを使用します。 その間 IP TOS ビット値範囲（FF への 00）。 高位 3 ビ
ットは IP優先値を表します。 高位 6 ビットは IP DSCP 値を表します。
IP TOS マスク—このオプションはパケットで IP TOS フィールドに対する比較のために使用
する IP TOS ビット値のビットポジションを識別するために TOS マスク値を入力することを
可能にします。 IP TOS マスク値は 00 からの逆にされたマスクを表す FF へ 2 ディジット
16進数です。 IP TOS マスクのゼロ評価されたビットはパケットの IP TOS フィールドに対
する比較のために使用する IP TOS ビット値のビットポジションを表示します。 たとえばビ
ット 7 が最も重要であるかところで、ビット 7 およびクリア 5 セットおよびビット 1 は持っ
ている IP TOS 値があるように確認するために 0 の IP TOS ビット値および 00 の IP TOS マ
スクを使用します。
 



 
現在のクラスマップを削除する必要がある場合ステップ 9. （オプションの）は削除クラス
マップ チェックボックスをチェックします。 クラスマップはポリシーに接続される場合削
除することができません。
 

 
ステップ 10. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
設定はマッチとして IP アドレス 10.10.100.123 に行くあらゆるポートから来るその IPv4
ICMP トラフィックを扱われます意味します。
 
今うまく IPv4 クラスマップ型を設定する必要があります。
 
IPv6 クラスマップ型
 
ステップ 1.エリア一致条件のへのナビゲート 設定。 クラスマップ名前ドロップダウン リス
トで、クラスマップ型の名前を選択して下さい。
 
注: この例では、Class_Map_2 は選択されます。
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各パケット チェックボックス 一致するチェックされることをステップ 2. （オプションの
）は確認します。 これは各 IPv6 パケットが基準への一致として処理されることを意味しま
す。 セクションの他のフィールドはこのオプションがチェックされる場合設定される必要
がありません。 このオプションをチェックされて残す場合、ステップ 10.にスキップして下
さい。 さもなければ、ステップ 3.に進んで下さい。
 

 
ステップ 3 プロトコル エリアで、基準へのマッチとしてそれの側の Radio ボタンのクリッ
クによって扱われるプロトコルを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションはどのプロトコルでも一致であることを示します。 選択された場合、すべ
てのフィールドは利用できなく、各パケットを一致するためにチェックされます。
list —このオプションからドロップダウン・メニューからオプションを選択することを許可し
ます選択して下さい。 リストから IP、ICMP、IGMP、TCP および UDP を選択できます。
評価するべき一致—このオプションはインターネットアドレス管理機構 （IANA）によって定
義されるようにプロトコルID の入力によって名指しでリストされていないプロトコルを一致
することを可能にします。 プロトコルID のリストはここに見つけることができます。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 4 出典 IPv6 エリアで、ソース IP アドレスを判別するオプションを一致とみなさ
れるために含まれているパケット必要選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションはソース IP アドレスが一致であるようにします。
ユーザが定義する—このオプションは出典 IPv6 アドレスを規定 し、出典 IPv6 アドレスの

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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IPv6 プレフィクス長をソースをたどり、IPv6 プレフィクス長フィールドをソースをたどるこ
とを可能にします。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 5 宛先 IPv6 エリアで、宛先 IPv6 アドレスを確認するオプションを一致とみなさ
れるパケット必要選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは一致として宛先 IP アドレスを扱います。
ユーザが定義する—このオプションは宛先 IPv6 アドレスおよび宛先 IPv6Prefix 長フィールド
の IPv6 アドレスおよびサブネット マスクを規定 することを可能にします。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 6 IPv6 フロー ラベル エリアで、一致として処理されるためにある IPv6 パケット
はようにラベル必要があるオプションを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは IPv6 パケットを一致処理します。
ユーザが定義する—このオプションは IPv6 パケットにユニークである 20 ビット数を規定 す
ることを可能にします。 端末によってルータの QoS 処理を示すことを使用します。 範囲は
0 から 1048575 からです。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 7 IP DSCP エリアで、一致条件として Differentiated Services Code Point
（DSCP）値を選択して下さい。
 

—このオプションは DSCP 値を一致扱います。
list —このオプションからリストから DSCP タイプを選択することを許可します選択して下
さい。
評価するために一致する—このオプションは 0 から 63 にカスタム DSCP 値を規定 すること
を可能にします。
 

注: この例では、選択されます。
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ステップ 8 送信元ポート エリアで、送信元ポートを判別するオプションを一致とみなされ
ることを持つパケット必要選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは送信元ポートを一致と考慮します。
list —このオプションから同等のポート番号に変換されるようになる送信元ポートと対応づけ
られたキーワードを一致することを許可します選択して下さい。 これらのキーワードは ftp、
ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp および www です。
port —このオプションへのマッチはステップ 3.で評価するためにマッチを選択した場合規定
した IANA ポート番号にデータグラム ヘッダで一致する送信元ポート番号を規定 することを
可能にします。 0 時から 65535 からのどれである場合もあります。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 9： 宛先ポート エリアで、パケットが一致とみなされる必要があるものを判別す
るオプションを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは一致として宛先ポートを扱います。
list —このオプションからマッチさせます指定キーワードにデータグラム ヘッダの宛先ポー
トを選択して下さい: ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、ftp および www。 これらのキ
ーワードのそれぞれは同等のポート番号に変換します。
port —このオプションへのマッチはステップ 3.で評価するためにマッチを選択した場合規定
した IANA ポート番号にデータグラム ヘッダで一致する宛先ポート番号を規定 することを可
能にします。 0 時から 65535 からのどれである場合もあります。
 

 
ステップ 10： クラスマップを削除する必要がある場合削除クラスマップ チェックボックス
をチェックして下さい。
 

 
ステップ 11. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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今うまく IPv6 クラスマップ型を設定する必要があります。
 
MAC クラスマップ型
 
ステップ 1.エリア一致条件のへのナビゲート 設定。 クラスマップ名前ドロップダウン リス
トで、クラスマップ型の名前を選択して下さい。
 

 
ステップ 2. （オプションの）チェックはまたは各パケット チェックボックス 一致するチェ
ックを外します。 チェックされたとき、各レイヤ2 パケットは基準への一致として処理さ
れます。 削除クラスマップを除くエリア一致条件のの他のフィールドは設定このオプショ
ンがチェックされる場合設定される必要がありません。 このオプションはデフォルトでチ
ェックされます。 もしこれをチェックされて残したいと思えばステップ 7.にスキップして
下さい。 さもなければ、ステップ 3.に進んで下さい。
 

 
ステップ 3 EtherType エリアで、一致とみなされるべきイーサネットフレームのヘッダの値
を判別する Ethertype を選択して下さい。
 

—このオプションは値を一致扱います。
list —このからオプションよくあるイーサネット プロトコルからヘッダを選択することを許
可し、次にフィルタ値に変換しますそれを選択して下さい。
評価するために一致する—このオプションは 0600 から FFFF まで及ぶ四桁 16 進法 Protocol
Identifier を入力することを可能にします。 プロトコルのリストはここに見つけることができ
ます。
 

 

http://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml
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ステップ 4 Class of Service（CoS） エリアで、802.1p ユーザ優先順位値を一致を考慮する
ために規定 する オプションを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは値を一致扱います。
ユーザが定義する—このオプションは 0 から 7.まで一致の値を入力することを可能にします
。
 

 
ステップ 5 発信元MAC エリアで、パケットが一致とみなされなければならない必要がある
送信元MACアドレスを確認するオプションを選択して下さい。 次のオプションがあります
。
 

—このオプションは送信元MACアドレスを一致取扱います。
ユーザが定義する—このオプションは送信元MACアドレスおよび発信元MAC マスク フィー
ルドの MAC アドレスおよび MAC マスクを規定 することを可能にします。
 

 
ステップ 6 送信先MAC エリアで、パケットが一致とみなされなければならない必要がある
宛先MAC アドレスを確認するオプションを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは宛先MAC アドレスを一致取扱います。
ユーザが定義する—このオプションは宛先MAC アドレスおよび送信先MAC マスク フィール
ドの MAC アドレスおよび MAC マスクを規定 することを可能にします。
 

 
ステップ 7 VLAN ID エリアで、パケットが一致とみなされることを持つ必要があること
VLAN ID を判別するオプションを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

—このオプションは VLAN ID を一致扱います。
ユーザが定義する—このオプションは 0 から一致のための 4095 まで値を入力することを可
能にします。
 



 
現在のクラスマップを削除する必要がある場合ステップ 8. （オプションの）は削除クラス
マップ チェックボックスをチェックします。 クラスマップはポリシーに接続される場合削
除することができません。
 

 
ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
今 WAP のクラスマップを設定する必要があります。
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