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GW1500 取扱説明書の訂正について 

 

1. 訂正履歴 

 

項 ページ 概略 
マニュアル 

版数 

基本ソフトウェア 

版数 
本資料版数 

1 51 

4.3.1 機器管理ライセンスの適用 

1.項の instrument license key の

入力例を修正 

第 5 版 ～V02L08C02 01 版 

2 113 

5.5.14 M2M サービス情報参照 

■show m2m-info filter-rule 

[実行例]内のフィルタルールのタ

イトル行を修正 

第 5 版 ～V02L08C02 01 版 

3 273 

9.2.2 設定項目とその内容 

ポートフィルタの設定項目に「プロ

トコル」を追加 

第 5 版 ～V02L08C02 01 版 

4 273 

9.2.3 フィルタルールのCSVファイ

ルの設定例 

・CSV ファイルの仕様 

タイトル行の説明を修正  

第 5 版 ～V02L08C02 01 版 

5 274 

9.2.3 フィルタルールのCSVファイ

ルの設定例 

・CSV ファイルの指定例 

記載内容を修正 

第 5 版 ～V02L08C02 01 版 

 



 

2. 訂正内容 

 

項 1   instrument license key の入力例の修正 

 

[誤] 

ライセンスキーの入力例を以下に示します。正しいライセンスキーを下線部に入力してください。 

 (config)# instrument license key xxxxxxxxxxxxxxxx                                 

 

[正] 

ライセンスキーの入力例を以下に示します。正しいライセンスキーを下線部に入力してください。 

 # instrument license key xxxxxxxxxxxxxxxx                                       

 

 

 

 

項 2  フィルタルールのタイトル行の修正 

 

[誤] 

# IPv4Address filter 

# WAN/LAN,IPv4Address,mask(Range for),Action,Comment 

 

# Port Number filter 

# WAN/LAN,PortNo,PortNo(Range for),protocol,Action,Comment 

 

[正] 

# IPv4Address filter 

# WAN/LAN,IPv4Address,mask(Renge for),Action,Comment 

 

# Port Number filter 

# WAN/LAN,PortNo,PortNo(Renge for),protocol,Action,Comment 

 



 

項 3  ポートフィルタの設定項目追加 

 

[誤] 

● ポートフィルタ 

項目名 説明 設定値 必須 備考 

アクセス NW 

(WAN/LAN) 

フィルタ対象のネッ

トワークを指定しま

す。 

WAN または LAN ○ 「WAN」を指定した場合、WAN

側からのパケット受信時にフィル

タ処理が行われます。 

ポート番号(始点) 

(PortNo) 

サーバ/機器のアクセ

スポート（あて先ポー

ト）を指定します。 

0～65535 ○ － 

ポート番号(終点) 

(PortNo) 

サーバ/機器のアクセ

スポート（あて先ポー

ト）を指定します。 

1～65535 △ 範囲指定しない場合は省略可能で

す。 

アクション 

(Action) 

パケットに対するア

クションを指定しま

す。 

ACCEPT または DROP ○ － 

コメント 

(Comment) 

コメント欄です。 改行、”,”を含まない任意

の文字列を 30 文字以内

で指定します。 

－ － 

 

 

[正] 

● ポートフィルタ 

項目名 説明 設定値 必須 備考 

アクセス NW 

(WAN/LAN) 

フィルタ対象のネッ

トワークを指定しま

す。 

WAN または LAN ○ 「WAN」を指定した場合、WAN

側からのパケット受信時にフィル

タ処理が行われます。 

ポート番号(始点) 

(PortNo) 

サーバ/機器のアクセ

スポート（あて先ポー

ト）を指定します。 

0～65535 ○ － 

ポート番号(終点) 

(PortNo) 

サーバ/機器のアクセ

スポート（あて先ポー

ト）を指定します。 

1～65535 △ 範囲指定しない場合は省略可能で

す。 

プロトコル 

(protocol) 

フィルタ対象のプロ

トコルを指定します。 

TCP または UDP ○ － 

アクション 

(Action) 

パケットに対するア

クションを指定しま

す。 

ACCEPT または DROP ○ － 

コメント 

(Comment) 

コメント欄です。 改行、”,”を含まない任意

の文字列を 30 文字以内

で指定します。 

－ － 

 



 

項 4  フィルタルールのタイトル行の説明修正 

 

[誤] 

項目 説明 

CSV ファイル名 「0xB0_filter_」で始まる任意のファイル名を 256 文字以内で指定します。 

タイトル行 ・以下で始まる行をタイトル行とし、タイトル行の配下をそれぞれ、MAC フィルタブ

ロック、IPv4 アドレスフィルタブロック、ポートフィルタブロックとします。 

 - 「# WAN/LAN,MACAddress,Action,Comment」 

- 「# WAN/LAN,IPv4Address,mask(Range for),Action,Comment」 

- 「# WAN/LAN,PortNo,PortNo(Range for),Action,Comment」 

・ブロック内／ブロック間には、コメント行または空行が挿入可能です。 

・同一ファイル内に同じタイトル行を複数記載することも出来ます。 

 

[正] 

項目 説明 

CSV ファイル名 「0xB0_filter_」で始まる任意のファイル名を 256 文字以内で指定します。 

タイトル行 ・以下で始まる行をタイトル行とし、タイトル行の配下をそれぞれ、MAC フィルタブ

ロック、IPv4 アドレスフィルタブロック、ポートフィルタブロックとします。 

 - 「# WAN/LAN,MACAddress,Action,Comment」 

- 「# WAN/LAN,IPv4Address,mask(Renge for),Action,Comment」 

- 「# WAN/LAN,PortNo,PortNo(Renge for),protocol,Action,Comment」 

・ブロック内／ブロック間には、コメント行または空行が挿入可能です。 

・同一ファイル内に同じタイトル行を複数記載することも出来ます。 

 

 



項 5   CSV ファイルの指定例の修正 

 

[誤] 

 

 
# MACAddress filter 

# WAN/LAN,MACAddress,Action,Comment 

WAN,00:E0:00:02:58:01,DROP, 不正ホスト1 

WAN,00:E0:00:02:58:02,DROP, 不正ホスト2 

WAN,00:E0:00:02:58:,DROP, 不正ホスト3 

WAN,ALL,ACCEPT, 

LAN,00:00:85:01:01:01,ACCEPT, 機器1(LBP9650Ci) 

LAN,,, 機器1(LBP9650Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:02,ACCEPT, 機器2(LBP9510Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:03,ACCEPT, 機器3(LBP9200Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:04,ACCEPT, 機器4(LBP9100Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:05,ACCEPT, 機器5(LBP5910F) 

LAN,00:00:85:01:01:03,ACCEPT, 機器3(LBP9200Ci) 

LAN,ALL,DROP, 

WAN,00:E0:00:02:58:02,DROP, 

# IPv4Address filter 

# WAN/LAN,IPv4Address,mask(Range for),Action,Comment 

WAN,163.10.10.10,,DROP, 不正ホスト11 

WAN,163.10.10.11,,DROP, 不正ホスト12 

WAN,163.10.10.13,,DROP, 不正ホスト13 

WAN,ALL,,ACCEPT 

LAN,10.114.229.153,,ACCEPT, 機器11(LBP9650Ci) 

LAN,10.114.229.175,,ACCEPT, 機器12(LBP9510Ci) 

LAN,10.114.229.162,,ACCEPT, 機器13(LBP9200Ci) 

LAN,10.114.229.119,,ACCEPT, 機器14(LBP9100Ci) 

LAN,10.114.230.2,32,ACCEPT, 機器15-300(LBP5910F) 

LAN,10.114.230.2,32,ACCEPT, 機器15-300(LBP5910F) 

LAN,ALL,,DROP, 

# Port Number filter 

# WAN/LAN,PortNo,PortNo(Range for),Action,Comment 

WAN,23,,DROP,telnet 

WAN,25,,DROP,SMTP 

WAN,22,,ACCEPT,SSH 

LAN,25,,DROP,telnet 

LAN,25,,DROP,SMTP 

LAN,22,,ACCEPT,SSH 

LAN,10000,65535,ACCEPT, 機器用 



[正] 

 

 

 

 

 

- 以上 - 

# MACAddress filter 

# WAN/LAN,MACAddress,Action,Comment 

WAN,00:E0:00:02:58:01,DROP, 不正ホスト1 

WAN,00:E0:00:02:58:02,DROP, 不正ホスト2 

WAN,00:E0:00:02:58:03,DROP, 不正ホスト3 

WAN,ALL,ACCEPT, 

LAN,00:00:85:01:01:01,ACCEPT, 機器1(LBP9650Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:10,ACCEPT, 機器10(LBP9650Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:02,ACCEPT, 機器2(LBP9510Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:03,ACCEPT, 機器3(LBP9200Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:04,ACCEPT, 機器4(LBP9100Ci) 

LAN,00:00:85:01:01:05,ACCEPT, 機器5(LBP5910F) 

LAN,00:00:85:01:01:03,ACCEPT, 機器3(LBP9200Ci) 

LAN,ALL,DROP, 

WAN,00:E0:00:02:58:02,DROP, 

# IPv4Address filter 

# WAN/LAN,IPv4Address,mask(Renge for),Action,Comment 

WAN,163.10.10.10,,DROP, 不正ホスト11 

WAN,163.10.10.11,,DROP, 不正ホスト12 

WAN,163.10.10.13,,DROP, 不正ホスト13 

WAN,ALL,,ACCEPT, 

LAN,10.114.229.153,,ACCEPT, 機器11(LBP9650Ci) 

LAN,10.114.229.175,,ACCEPT, 機器12(LBP9510Ci) 

LAN,10.114.229.162,,ACCEPT, 機器13(LBP9200Ci) 

LAN,10.114.229.119,,ACCEPT, 機器14(LBP9100Ci) 

LAN,10.114.230.2,32,ACCEPT, 機器15-300(LBP5910F) 

LAN,10.114.230.2,32,ACCEPT, 機器15-300(LBP5910F) 

LAN,ALL,,DROP, 

# Port Number filter 

# WAN/LAN,PortNo,PortNo(Renge for),protocol,Action,Comment 

WAN,23,,TCP,DROP,telnet 

WAN,25,,TCP,DROP,SMTP 

WAN,22,,TCP,ACCEPT,SSH 

LAN,25,,TCP,DROP,telnet 

LAN,25,,TCP,DROP,SMTP 

LAN,22,,TCP,ACCEPT,SSH 

LAN,10000,65535,TCP,ACCEPT, 機器用 


