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概要

この資料にある特定の IP を NetFlow によって記録されないためにフィルタリングする方法を記
述されています。 

Vishal Kothari によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

Cisco は Flexible NetFlow のナレッジがあることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

3650 スイッチ●

統合サービス ルータ（ISR） 4351 ルータ●

注: これを実現させることは NetFlow の下でフィルタリングを、AppxK9 ライセンスをイン
ストールする必要があります必要としました。 テストの場合、権限に使用（RTU）
AppxK9 ライセンスを利用できます。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



設定

このセクションでは、ルータは ACL の定義された IP の送信元および宛先についての詳細を送信
するべきではないこと、それ以上意味する NetFlow によって記録される必要はない IP のリスト
をフィルタリングするために必要となります。 Flexible NetFlow によってこれをどのように実現
できるかここに調べます。 

ネットワーク図

設定

フィルタ・アウトしたいと思うすべてのそれらのネットワークのリストを準備して下さいそれを
NetFlow 収集装置に送信 して いる間。 この例では、拒否/フィルタ Telnetトラフィックは収集装
置および割り当てに他のすべてのトラフィック 送信 されます。

ISR4351 設定:

IP access-list extended acl-filter

deny   tcp host 10.10.10.1 host 10.10.10.2 eq telnet

deny   tcp host 10.10.10.2 eq telnet host 10.10.10.1

permit ip any any

flow record type performance-monitor NET-FLOW

match ipv4 tos

match ipv4 protocol

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match transport source-port

match transport destination-port

match interface output

match flow direction

match flow sampler



match application name

collect routing source as

collect routing destination as

collect routing next-hop address ipv4

collect ipv4 source mask

collect ipv4 destination mask

collect transport tcp flags

collect interface input

collect counter bytes

collect counter packets

collect timestamp sys-uptime first

collect timestamp sys-uptime last

!

!

flow exporter NET-FLOW

description NET-FLOW

destination 20.20.20.2

source Loopback28

transport udp 2055

!

!

flow monitor type performance-monitor NET-FLOW

record NET-FLOW

exporter NET-FLOW

class-map match-any class-filter

match access-group name acl-filter

!

policy-map type performance-monitor policy-filter

class class-filter

  flow monitor NET-FLOW



interface Loopback28

ip address 10.11.11.28 255.255.255.255

interface GigabitEthernet0/0/1

 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

negotiation auto

service-policy type performance-monitor input policy-filter

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

NetFlow 収集装置にそれらを送信 する時ネットワークがフィルタ・アウトされたかどうか確認す
る方法か。

ISR4351 Gi0/0/0 （NetFlow 収集装置の方に指すインターフェイス）の組み込みパケット キャプ
チャ（EPC）を奪取できると証明するため。 設定はここにあります:

ip access-list extended CAP-FILTER

permit ip host 10.11.11.28 host 20.20.20.2

permit ip host 20.20.20.2 host 10.11.11.28

monitor capture CAP access-list CAP-FILTER buffer size 10 interface GigabitEthernet 0/0/0 both

monitor capture CAP start

++  TEST I

3650: -

telnet 10.10.10.2

Trying 10.10.10.2 ... Open

パケットは EPC の下で Telnetトラフィックのためにキャプチャされませんでした、Access
Control List （ACL） （ACL フィルタの下で）拒否されるトラフィックことである原因および他
がすべて割り当てられました。 



show monitor capture CAP buffer brief

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

この場合テスト 02 で、生成する PING トラフィック EPC の下で一致するかどうか見るため:

++ TEST II

3650: -

ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

ISR4351: 

++ TEST II

3650: -

ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

  

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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