
MAC の設定は 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
 

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、フレームの内容に対して ACL ルールをチェックします。 ルールのうちのどれ
かが内容を一致する場合、割り当てか拒否処置はフレームでとられます。
 
この資料の目標は WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの MAC ACL を作成し設定
する方法をユーザに示すことです。
  

適当なデバイス
 

• WAP551 
• WAP561
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.2
  

MAC ACL の設定
 

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:
 

  
MAC ACL の作成
 

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 ACL のためのルールの設定
 

ステップ 1.から ACL をルールを追加することを望む ACL 名前 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。 
 



 
 
利用可能なオプションはと定義されます:
 

• 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 9 はオプションです。 ACLルールにフィルタを適用したいと思わない場合
対応した ボックスのチェックを外して下さい。
 
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各パケット チェックボッ
クス 一致するステップ 4. （オプションの）チェック。 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。 
 

 
各パケット ボックス 一致するチェックされる場合ステップ 11 にスキップして下さい。
 
ステップ 5. （オプションの）チェック 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 EtherType チェックボックス。 EtherType チェックボックスがチェックされ
る場合、Radio ボタンを評価するためにリストからの選択かマッチをクリックして下さい。 
 

 
 
利用可能なオプションは次の通り定義されます:
 

• から list — ドロップダウン リストからプロトコルを選択することを許可します選択して
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。 オプションを選択することは指定プロトコルのパケットにルールを適用しま
す。
 

– AppleTalk —これはマッキントッシュ コンピュータのための Apple Inc.によって設計さ
れているネットワーク プロトコルです。 AppleTalk は plug-n-play システムです; それは
自動的にアドレスを割り当て、ユーザインプットなしで他のどのネットワーク構成も処
理します。
 
– arp — ARP は（Address Resolution Protocol（ARP）） MAC アドレスに IP アドレス
を変換するのに使用される重要なプロトコルです。
 
– ipv4 — IPv4 （Internet Protocol（IP） インターネットのほとんどのトラフィックに責
任があるバージョンは 4）重要なプロトコルです。 それはデバイスの IP アドレスを処理
します。
 
– IPv6 — IPv6 はの IPv4 および最新バージョンへ Internet Protocol（IP）サクセサです。
それはほとんどの既存の IPv4 IP アドレスの枯渇に応じて開発されました。
 
– IPX — IPX （インターネットワーキング パケット交換）はネットワーク/転送 プロトコ
ルです。 プロトコルが大規模なネットワークで同様に機能しないが、長所 IPX は
TCP/IP にです使用する少しのメモリ持っています。
 
– NetBIOS — （Network Basic Input/Output System）その API （アプリケーション プロ
グラミング インターフェイス）は現代ネットワークの TCP/IP の横で一般的に動作しま
す NetBIOS（NetBIOS over IP）あります。
 
– pppoe — PPPoE は（Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE））イーサネット
パケットの中の PPP パケットをカプセル化するのに使用されるネットワーク プロトコル
です。
 

• 評価するべき一致— Value フィールドに一致でカスタム プロトコル識別を入力すること
を許可します。 このオプションはリスト ドロップダウン リストからの選択に含まれてい
ないプロトコルによってパケットをフィルタリングしたいと思う場合役立ちます。 有効な
カスタム プロトコル識別は 0600 から FFFF まで及びます。
 

ステップ 6. （オプションの）チェック イーサネット フレームに対して比較するために
802.1p ユーザ優先順位を入力する Class of Service チェックボックス。 0 から 7 まで及ぶ 
Class of Service フィールドで優先順位を入力して下さい。 
 

 
ステップ 7. （オプションの）チェック 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送信元
MACアドレス チェックボックス。 
 



 
 
規定 するステップ 8. （オプションの）は発信元MAC Mask フィールドで送信元MACアドレ
ス マスクを入力しますイーサネット フレームに対して比較するべき発信元MAC のビット。 
 

 
ステップ 9. （オプションの）チェック 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 Address フィールドで宛先 MAC アドレスを入力する宛先 MAC アド
レス チェックボックス。 
 

 
 
規定 するステップ 10. （オプションの）は宛先 MAC Mask フィールドで宛先 MAC アドレ
ス マスクを入力しますイーサネット フレームに対して比較するべき宛先 MAC のビット。 
 

 
ステップ 11. （オプションの）チェック イーサネット フレームに対して VLAN ID を比較す
る VLAN ID チェックボックス。 0 から 4095 まで及ぶ VLAN ID フィールドで望ましい
VLAN ID を入力して下さい。 
 



 
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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