
IPv4 の設定および IPv6 は WAP551 および
WAP561 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
 

アクセス リスト（ACL）は割り当ての収集で、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ようにセキュリティを提
供するルールと呼ばれる条件を拒否します。 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。 QoS 機能はトラフィックが定義されたホップごとの動作に
従ってストリームおよびある特定のある特定の QoS 相違に分類されるようにする差別化サ
ービス（DiffServ）サポートが含まれています。
 
この技術情報は WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの IPv4 および IPv6 によって
基づく 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
 

• WAP551 
• WAP561
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.2
  

ACL構成
 

IP ACL は IP スタックのレイヤ3 のためのトラフィックを分類します。 各 ACL は送信 され
る トラフィックに適用される無線クライアントから一組の 10 までのルールまたは無線クラ
イアントによって受け取られるためにです。 各ルールはある特定のフィールド ã® ã³ã³ãã³ã
がネットワークへの割り当てまたは拒否アクセスに使用する必要があるかどうか規定 しま
す。 ルールはさまざまな基準に基づいていることができ、出典のようなパケット内の 1つ
以上のフィールドに、適用されるかもしれませんまたは宛先 IP アドレス、送信元ポートま
たは宛先ポート、またはプロトコルはパケットを伝送しました。
 
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 ACL の名前を入力して下さい。
 
ステップ 3. ACL 型ドロップダウン リストから ACL の目的の型を選択して下さい。 IPv6 が
選択されたら IPv6 ACL構成 セクションを参照して下さい。 MAC によって基づく ACL が
ACL 型ドロップダウン リストから選択されたら WAP551 および WAP561 アクセス ポイン
トの MAC によって基づく Access Control List （ACL）の技術情報設定を参照して下さい。
 
ステップ 4.新しい ACL を作成するために『Add ACL』 をクリック して下さい。
  

IPv4 ACL構成
 

注: IPv4 が ACL 型ドロップダウン リストから選択される場合、IPv4 ACL ルールを設定す
るために下記のステップに従って下さい。
 

 
ステップ 1. ACL 名前 ACL 型ドロップダウン リストから作成された ACL を選択して下さい



。
 

 
呼び出します。 新しいルールが設定されなければならない場合、そして指定 ACL のための
10 以下のルールがあったら、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: 次のステップすべてはオプションです。 チェックされるボックスは有効に 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。
 
ステップ 4 各パケット チェックボックス 一致する内容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
る追加一致条件を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 10.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 IP Protocol 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、これらの Radio ボタンの 1 つをクリックして下
さい:
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するためにプロトコルから list —選択
して下さい。
 
• 評価するために一致する—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 6 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。 
 
ステップ 7 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:
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するために送信元ポートから list —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。 範囲 0 に 65535 が
およびポートの 3 つの異なる型が含まれているポート番号を入力して下さい。
 

– 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 8 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。 
 
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 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、これらの Radio ボタン
の 1 つをクリックして下さい。
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するために宛先ポートから list —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。
 
– 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。
 

 
 
ステップ 10： 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。 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望ましい IP DSCP
値を選択して下さい。
 



• 評価するために一致する— DSCP 値をカスタマイズするため。 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。 
 

ステップ 11： 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。 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。 次の通り IP 優先順位値および対応した値説明は説明
することができます:
 

• 0 —定期的か最もよい努力
 
• 1 —優先順位
 
• 2 —即時
 
• 3 —フラッシュする（主に音声シグナリングまたはビデオに使用する）
 
• 4 —フラッシュ オーバーライド
 
• 5 —重要（音声 RTP のために主に使用されて）
 
• 6 —インターネット
 
• 7 —ネットワーク
 

ステップ 12： 一致条件として IP ヘッダでビットをタイプ オブ サービス（ToS）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。 IP TOS ビット チェック
ボックスがチェックされる場合、00 から 00 からそれぞれフィールドの FF まで及ぶ IP
TOS マスクまでおよび FF 及ぶ IP TOS ビットを入力して下さい。
 
ステップ 13： 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。
  

IPv6 ACL構成
 

注: IPv6 が ACL 型ドロップダウン リストから選択される場合、IPv6 ACL ルールを設定す
るために下記のステップに従って下さい。
 



 
ステップ 1. ACL 名前 ACL 型ドロップダウン リストから作成された ACL を選択して下さい
。
 

 
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: 次のステップすべてはオプションです。 チェックされるボックスは有効に 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。
 
ステップ 4 各パケット チェックボックス 一致する内容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
る追加一致条件を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 IP Protocol フィールドの値に基づいて IPv6 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、これらの Radio ボタンの 1 つをクリックして下
さい。
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するためにプロトコルから list —選択
して下さい。
 
• 評価するために一致する—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 6 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。 
 
ステップ 7 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 ボタンをクリックして下さい:
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するために送信元ポートから list —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。 範囲 0 に 65535 が
およびポートの 3 つの異なる型が含まれているポート番号を入力して下さい。
 

– 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 8 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。 



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 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、これらの Radio ボタン
の 1 つをクリックして下さい:
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するために宛先ポートから list —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。
 
– 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 10： 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。 出典によって IPv6 ヘッダの 20 ビット フロー ラベル フ
ィールドが同じフローに属する一組のパケットを分類するのに使用することができます。
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。 
 
ステップ 11： 一致状態に IP DSCP 値を含めるために IPv6 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。
 

• リスト ドロップダウン リストからの選択から選択するために IP DSCP 値から list —選
択して下さい。
 
• 評価するために一致する— 0 から 63 まで及ぶ DSCP 値をカスタマイズするため。
 

ステップ 12： （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て下さい。
 
ステップ 13： [Save] をクリックします。
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