
WAP371 の ACLルール 設定 
目標
 

ネットワーク Access Control List （ACL）はサブネットを出入りして制御トラフィックのた
めのファイアウォールとして機能するセキュリティのオプションの層です。 アクセス リス
トは割り当ての収集で、いくつかの原因でセキュリティを提供する条件、かルールを拒否し
ます。 たとえば、これらのルールは許可されていないユーザをブロックし、許可されたユ
ーザを特定のリソースにアクセスすることを許可しネットワーク リソースに達する保証が
ない試みをブロックできます。
 
この資料の目標は WAP 371 の ACL ルールを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• WAP371
  

[Software Version]
 

• v1.2.0.2
  

ACLルール 設定
 
ACL構成
 

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 QoS > ACL 『
Client』 を選択 し。 ACL ページは開きます: 
 

 
ステップ 2. ACL Name フィールドで望ましい ACL 名前を入力して下さい。 範囲は 1-31 文



字からあります。 
 

 
注: ACL 名前は特定の ACL のための識別です; それはデバイスのオペレーションに影響しま
せん。
 
ステップ 3. ACL 型ドロップダウン リストから ACL 型を選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通りです:
 

• IPv4 – 32ビット（4 バイト）アドレス。
 
• IPv6 – IPv4 へのサクセサは 128 ビット（8 バイト）アドレスで、構成されています。
 
• MAC – MAC アドレスはネットワーク インターフェースに割り当てられる固有のアドレ
スです。
 

注: レイヤ3 およびレイヤ4 基準に基づくネットワーク リソースへの IPv4 および IPv6 ACL
コントロール アクセス。 レイヤ2 基準に基づく MAC ACL コントロール アクセス。
 
ステップ 4.新しい ACL を追加するために『Add ACL』 をクリック して下さい。 
 



 
 
  

IPv4 および IPv6 のための ACLルール 設定
 

注: 次のスクリーン ショットは IPv4 ACL ルールのためですが、IPv6 ACL ルールと交換可
能です。
 
ステップ 1.処理 ドロップダウン リストからのルールに操作を選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 割り当て– WAP デバイスに出入りするためにルールの基準を満たすルールはすべてのト
ラフィックを割り当てます。 トラフィックは条件を満たさない廃棄されます。
 
• 拒否– WAP デバイスに出入りすることからのルールの基準を満たすルールはすべてのト
ラフィックをブロックします。 トラフィックは次のルールに条件を満たさない転送されま
す。 明示的に許可されないのは最終的なルールである場合、トラフィックは廃棄されます
。
 

呼び出します。 各パケット チェックボックス一致するチェックするか、またはチェックを
外して下さい。 場合、割り当てか拒否操作を持っているルールは選択された内容に関係な
くフレームとまたはパケットを一致します。 
 



 
注: このフィールドを選択する場合、追加一致条件を設定できません。 各パケット オプシ
ョン一致する新しいルールにデフォルトで選択されます。 他の対応フィールドを設定する
ためにオプションをクリアして下さい。 
 
ステップ 3 IP Protocol フィールドまたは IPv6 パケットで次のヘッダー フィールドの値に
基づいて IPv4 パケットで L3 か L4 プロトコル一致状態を使用するためにプロトコル チェ
ックボックスをチェックして下さい。 プロトコル チェックボックスがチェックされる場合
、次のいずれかの Radio ボタンを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 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プロトコルを選択し
て下さい。 オプションは次の通りです:
 

– IP –インターネット プロトコル（IP）はネットワークを渡るデータを中継で送るための
スイートの Internet Protocol（IP）プリンシパル通信プロトコルです。
 
– ICMP –インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）は Send エラーメッセージ
へのルータのようなデバイスによって使用するスイートの Internet Protocol（IP） プロト
コルです。
 
– IGMP –インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）は IPv4 ネットワークのマル
チキャスト グループ メンバーシップを確立するのにホストによって使用される通信プロ
トコルです。
 
– TCP –トランスミッション コントロール プロトコル（TCP）は接続および交換データ
のストリームを確立するために 2 つのホストをイネーブルに設定します。
 
– UDP –コネクションレス型 伝達 モデルを使用するスイートのプロトコルは Internet
Protocol（IP） User Datagram Protocol（UDP）です。
 

• 評価するべき一致— 0 からすべての記載されていないプロトコルのための 255 まで及ぶ
規格によって IANA 割り当てられるプロトコル ID を入力して下さい。 IANA 割り当てられ
たプロトコル ID に関する詳細については割り当てられた数を Internet Protocol（IP）参照
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ソース IP アドレス チェックボ



ックスをチェックして下さい。 それぞれフィールドで出典の IP アドレスおよびワイルドカ
ード マスクを入力して下さい。 ワイルドカード マスクは送信元アドレスのどのビットが使
用され、どれが無視されるか判別します。 それは逆にされたサブネットマスクとしてを捉
えることができます。 これはネットワークのサイズかいくつかのルーティング プロトコル
のためのまたは割り当てへのサブネットを示すために役立ちましたりまたは IP アドレスの
範囲を否定します。 
 

 
注: ソース IP アドレス チェックボックスがチェックされる場合ワイルドカード Mask フィ
ールドが必要となります。 
 
ステップ 5 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、次のいずれか
の Radio ボタンを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 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。 オプションは次の通りです:
 

– FTP –ファイル転送プロトコル（FTP）はインターネットのような TCP ベースのネッ
トワーク上の 1 ホストから別のものにファイルを転送するのに使用される標準ネットワ
ーク プロトコルです。
 
– FTP データ–ポート 20 によってクライアントに、一般的に接続されるサーバによって
始められる Dチャネル。
 
– HTTP –ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）はワールド・ワイド・ウェブのため
のデータコミュニケーションの基礎のアプリケ− ションプロトコルです。
 
– SMTP – Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）は電子メール（メール）伝達のための
インターネット標準です。
 
– SNMP –簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は IP ネットワークのデバイスをの
ためのインターネット標準プロトコル管理することです。
 
– Telnet –双方向 対話型テキスト指向の通信を提供するのにインターネットかローカルエ
リア・ネットワークで使用されるセッション層 プロトコル。
 
– TFTP –トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）は使用しやすいより FTP するた
めにしかしより少なく可能です転送ファイルのためのインターネット ソフトウェア ユー
ティリティ。
 
– WWW –ワールド・ワイド・ウェブは HTTP によってフォーマットされている文書をサ
ポートするインターネット サーバのシステムです。
 

• 0 から記載されていない送信元ポートのためのマッチ To Port フィールドの 65535 まで
及ぶポート番号を入力するマッチ port —。 範囲はポートの 3 つの異なる型が含まれてい



ます。 範囲は次の通り記述されています:
 

– 0 から 1023 —よく知られたポート。
 
– 1024 から 49151 —登録されていたポート。
 
– 49152 から 65535 —ダイナミックおよび/または私用ポート。
 

ステップ 6 マッチ状態に宛先の IP アドレスを含めるために宛先 IP address チェックボック
スをチェックして下さい。 それぞれフィールドで宛先の IP アドレスおよびワイルドカード
マスクを入力して下さい。 ワイルドカード マスクは送信元アドレスのどのビットが使用さ
れ、どれが無視されるか判別します。 それは逆にされたサブネットマスクとしてを捉える
ことができます。 これはネットワークのサイズかいくつかのルーティング プロトコルのた
めのまたは割り当てへのサブネットを示すために役立ちましたりまたは IP アドレスの範囲
を否定します。 
 

 
注: 宛先 IP address チェックボックスがチェックされる場合ワイルドカード Mask フィール
ドが必要となります。 
 
注: 単一 IP アドレスだけ一致するたい場合 0.0.0.0 のワイルドカード マスクを使用して下さ
い。 
 
ステップ 7 マッチ状態に宛先ポートを含めるために宛先 Port チェックボックスをチェック
して下さい。 宛先 Port チェックボックスがチェックされる場合、次のいずれかの Radio ボ
タンを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 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。 ドロップダウン リスト オプションは次の通りです:
 

– FTP –ファイル転送プロトコル（FTP）はインターネットのような TCP ベースのネッ
トワーク上の 1 ホストから別のものにファイルを転送するのに使用される標準ネットワ
ーク プロトコルです。
 
– FTP データ–ポート 20 によってクライアントに、一般的に接続されるサーバによって
始められる Dチャネル。
 
– HTTP –ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）はワールド・ワイド・ウェブのため
のデータコミュニケーションの基礎のアプリケ− ションプロトコルです。
 
– SMTP – Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）は電子メール（メール）伝達のための
インターネット標準です。
 
– SNMP –簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は IP ネットワークのデバイスをの
ためのインターネット標準プロトコル管理することです。
 



– Telnet –双方向 対話型テキスト指向の通信を提供するのにインターネットかローカルエ
リア・ネットワークで使用されるセッション層 プロトコル。
 
– TFTP –トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）は使用しやすいより FTP するた
めにしかしより少なく可能です転送ファイルのためのインターネット ソフトウェア ユー
ティリティ。
 
– WWW –ワールド・ワイド・ウェブは HTTP によってフォーマットされている文書をサ
ポートするインターネット サーバのシステムです。
 

• 0 から記載されていない宛先ポートのためのマッチ To Port フィールドの 65535 まで及
ぶポート番号を入力するマッチ port —。 範囲はポートの 3 つの異なる型が含まれていま
す。 範囲は次の通り記述されています:
 

– 0 から 1023 —よく知られたポート。
 
– 1024 から 49151 —登録されていたポート。
 
– 49152 から 65535 —ダイナミックおよび/または私用ポート。
 

注: サービスの 1 つだけはサービス タイプ エリアから選択し、一致状態のために追加する
ことができます。 
 
  

IPv4 のための ACLルール サービス タイプ 設定
 

ステップ 1： IP DSCP 値に基づいてパケットを一致するために IP DSCP チェックボックス
をチェックして下さい。 DSCP がフレームの IP ヘッダ上のトラフィック 優先順位を規定
するのに使用されています。 これはリストから選択する IP DSCP 値の関連するトラフィッ
クストリームのためのすべてのパケットを分類します。 IP DSCP チェックボックスがチェ
ックされる場合、次のいずれかの Radio ボタンを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 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。 オプションは次の通りです:
 

– DSCP はトラフィックがいくつかを定期講読された比率超過しない限りフォワーディン
グ（AS）を-配信の保証を提供することを許可しますオペレータを保証しました。
 
– Class of Service（CoS） （CS） –まだ優位 フィールドを使用するネットワーク デバ
イスとの下位互換性を許可します。
 
– Expedited Forwarding （EF） - DS （DiffServ）ドメインを通して低損失、低いレイテ
ンシーを、低いジッタ、確実な帯域幅、エンドツーエンド サービス構築するのに使用し
ました。
 

• 評価するべき一致— DSCP 値をカスタマイズするために 0 までから一致の 63 Value フ
ィールドまで及ぶ DSCP 値を入力して下さい。
 



注: DSCP に関する更に詳しい情報については DSCP および優位 値を参照して下さい。 
 
呼び出します。 一致状態に IP 優先順位値を含めるために IP 優先順位チェックボックスを
チェックして下さい。 これは 0 が低優先順位の 7 つが最も高い各 IP パケットに優先順位を
割り当てるためのメカニズムであり。 IP 優先順位チェックボックスがチェックされる場合
、0 から 7.まで及ぶ IP 優先順位値を入力して下さい。 
 

 
注: IP 優先順位に関する更に詳しい情報については DSCP および優位 値を参照して下さい
。 
 
ステップ 3 一致条件として IP ヘッダでパケットのタイプ オブ サービス（ToS） ビットを
使用するために IP TOS ビット チェックボックスをチェックして下さい。 ToS フィールド
がデータグラムの優先順位を規定し、それに応じてルーティングするのに使用されています
。 それぞれフィールドの 00-FF から及ぶ IP TOS マスクからおよび 00-FF 及ぶ IP TOS ビ
ット チェックボックスがチェックされる場合、IP TOS ビットを入力して下さい。 
 

 
設定された ACL をそれから削除したいと思う場合ステップ 4. （オプションの）は削除
ACL チェックボックスをチェックします。 
 

 
ステップ 5.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
 

  
IPv6 のための ACLルール 設定
 



ステップ 1： IPv6 パケットにユニークである 20 ビット数を設定 するために 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。 端ステーションによってルータ
（1048575）の QoS 処理をへの範囲 0 示すことを使用します。 
 

 
呼び出します。 IP DSCP 値に基づいてパケットを一致するために IPv6 DSCP チェックボ
ックスをチェックして下さい。 DSCP がフレームの IP ヘッダ上のトラフィック 優先順位
を規定するのに使用されています。 これはリストから選択する IP DSCP 値の関連するトラ
フィックストリームのためのすべてのパケットを分類します。 IPv6 DSCP チェックボック
スがチェックされる場合、次のいずれかの Radio ボタンを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 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。 オプションは次の通りです:
 

– DSCP はトラフィックがいくつかを定期講読された比率超過しない限りフォワーディン
グ（AS）を-配信の保証を提供することを許可しますオペレータを保証しました。
 
– Class of Service（CoS） （CS） –まだ優位 フィールドを使用するネットワーク デバ
イスとの割り当て下位互換性。
 
– Expedited Forwarding （EF） - DS （DiffServ）ドメインを通して低損失、低いレイテ
ンシーを、低いジッタ、確実な帯域幅、エンドツーエンド サービス構築するのに使用さ
れています。
 

• 評価するべき一致— DSCP 値をカスタマイズするために 0 までから一致の 63 Value フ
ィールドまで及ぶ DSCP 値を入力して下さい。
 

注: DSCP に関する更に詳しい情報については DSCP および優位 値を参照して下さい。 
 
設定された ACL をそれから削除したいと思う場合ステップ 3. （オプションの）は削除
ACL チェックボックスをチェックします。 
 

 
ステップ 4.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
 



  
 
MAC のための ACLルール 設定
 

ステップ 1.処理 ドロップダウン リストからのルールに操作を選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 割り当て– WAP デバイスに出入りするためにルールの基準を満たすルールはすべてのト
ラフィックを割り当てます。 トラフィックは条件を満たさない廃棄されます。
 
• 拒否– WAP デバイスに出入りすることからのルールの基準を満たすルールはすべてのト
ラフィックをブロックします。 トラフィックは次のルールに条件を満たさない転送されま
す。 明示的に許可されないのは最終的なルールである場合、トラフィックは廃棄されます
。
 

呼び出します。 各パケット チェックボックス一致するチェックするか、またはチェックを
外して下さい。 場合、割り当てか拒否操作を持っているルールは選択された内容に関係な
くフレームとまたはパケットを一致します。 
 



 
注: このフィールドを選択する場合、追加一致条件を設定できません。 各パケット オプシ
ョン一致する新しいルールにデフォルトで選択されます。 他の対応フィールドを設定する
ためにオプションをクリアして下さい。 
 
ステップ 3 イーサネット フレームのヘッダの値に対してマッチ基準を比較するためにエー
テル Type チェックボックスをチェックして下さい。 エーテル Type チェックボックスがチ
ェックされる場合、次のいずれかの Radio ボタンを選択して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 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プロトコルを選択し
て下さい。 オプションは次の通りです:
 

– AppleTalk - AppleTalk はマッキントッシュ コンピュータのための Apple Inc.によって開
発されるネットワーク プロトコルの独自のスイートです。 AppleTalk はローカルエリア
・ネットワークかあらゆる並べ替えのサーバが中央集中型ルータのための前設定か必要
無しで接続されるようにしたいくつかの機能が含まれていました。
 
– ARP -アドレス解決プロトコル（ARP）は多重アクセス ネットワークでリンク層アドレ
スにネットワーク層アドレスの解決に、限界機能使用するテレコミュニケーション プロ
トコルです。
 
– IPv4 - Internet Protocol（IP）バージョン 4 （IPv4）はインターネット プロトコル
（IP）の開発の第 4 バージョンです。 インターネットの標準 インターネットワーキング
メソッドのコア プロトコルの 1 時です。
 
– IPv6 - Internet Protocol（IP）バージョン 6 （IPv6）はネットワークでコンピュータに
識別および場所システムを提供し、インターネットを渡るトラフィックをルーティング
するインターネット プロトコル（IP）のほとんどの最近のバージョン、通信プロトコル
です。
 
– IPX -インターネットワーキング パケット交換（IPX）は IPX/SPX プロトコル・スイー
トのネットワーク層プロトコルです。 IPX は Xerox Network System の IDP から得られ
ます。 それはトランスポートレイヤプロトコルとして同様に機能するかもしれません。
 
– NetBIOS（NetBIOS over IP） - Network Basic Input/Output System のための頭字語は
NetBIOS（NetBIOS over IP）あります。 それは別々のコンピューターで OSI モデルの
セッション層に関するサービスを提供しまローカルエリア・ネットワークに通信するよ
うにアプリケーションがします。 厳しく API として、ネットワーク プロトコルは
NetBIOS（NetBIOS over IP）ありません。
 
– PPPOE - Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）はイーサネット帯の中の



PPP 帯をカプセル化するためのネットワーク プロトコルです。
 

• 評価するべき一致—パケットが一致するカスタム プロトコル識別を入力して下さい。 値
は FFFF へ 0600 の範囲に四桁 16 進数です。
 

ステップ 4 802.1p 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。 IP 優先順位のように
、0 は低優先順位であり、7 つは最も高いです。 有効範囲は 0 から 7.からです。 
 

 
ステップ 5 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するために入力する
ように送信元MACアドレス チェックボックスをチェックして下さい。 送信元MACアドレス
チェックボックス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
ドレスを入力して下さい。 それから発信元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。 これは送信元MACアドレスから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か規定 します。 
 
注: 単一 MAC アドレスだけ一致するたい場合 00:00:00:00:00:00 のワイルドカード マスク
を使用して下さい。 
 

 
ステップ 6 宛先 MAC アドレスをイーサネット 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。 宛先 MAC アドレス
チェックボックスがチェックされる場合、宛先 MAC Address フィールドで宛先 MAC アド
レスを入力して下さい。 それから宛先 MAC Mask フィールドで MAC アドレス マスクを入
力して下さい。 これは宛先 MAC アドレスからのどのビットがイーサネット フレームに対
して比較されるか規定 します。 
 

 
 
注: 単一 MAC アドレスだけ一致するたい場合 00:00:00:00:00:00 のワイルドカード マスク
を使用して下さい。
 
ステップ 7 VLAN ID 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 
VLAN ID チェックボックスをチェックして下さい。 VLAN ID チェックボックスがチェック
される場合、VLAN ID フィールドで VLAN ID を入力して下さい。 VLAN ID 範囲は 0-4095
からあります。 
 

 
設定された ACL をそれから削除したいと思う場合ステップ 8. （オプションの）は削除
ACL チェックボックスをチェックします。 
 



 
ステップ 9.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
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