
IP アクセスリストの作成とインターフェイ
スへの適用

IPアクセスリストには、ネットワークを保護し、Quality of Service（QoS）係数の設定や debug
コマンド出力の制限などのセキュリティ以外の目標を達成する際に多数の利点があります。ここ

では、標準、拡張、名前付き、および番号付き IPアクセスリストの作成方法について説明しま
す。アクセスリストは、名前または番号で参照できます。標準アクセスリストは、IPパケット
の送信元アドレスのみに基づいてフィルタできます。拡張アクセスリストは、IPパケットの送
信元アドレス、宛先アドレス、および他のフィールドに基づいてフィルタできます。

アクセスリストの作成後に有効にするには、何かに適用する必要があります。ここでは、アク

セスリストをインターフェイスに適用する方法について説明します。ただし、アクセスリスト

にはその他にも多数の用途があり、このモジュールで言及していますが、他のモジュールでも説

明しています。多様なテクノロジーについては、他のコンフィギュレーションガイドを参照し

てください。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと

ソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載

されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合

は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）

表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ
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IP アクセスリストの作成とインターフェイスへの適用に
関する情報

IP アクセスリストを作成する際に役立つヒント
•アクセスリストを作成してから、インターフェイス（または別の対象）に適用します。その
理由は、存在しないアクセスリストをインターフェイスに適用してから、アクセスリスト

を設定すると、最初のステートメントが有効になり、それに続く暗黙の denyステートメン
トによって即時のアクセスに問題が発生するおそれがあるためです。

•アクセスリストを設定してから適用するもう 1つの理由は、空のアクセスリストが適用さ
れたインターフェイスはすべてのトラフィックを許可するためです。

•すべてのアクセスリストには、少なくとも 1つの permitステートメントが必要です。そう
でない場合、すべてのパケットは拒否され、トラフィックはまったく通過しません。

•ネットワークまたはサブネットのより具体的な参照が、より全般的な参照よりも前に出現す
るように、アクセスリストを構成します。

•パケットは、ACLの最初の ACEに一致します。したがって、permitipanyanyはすべてのパ
ケットに一致し、以降のすべての ACESは無視されます。

•すべてのアクセスリストは、暗黙の denyステートメントで終わりますが、明示的な denyス
テートメント（たとえば、denyipanyanyなど）を使用することを推奨します。ほとんどのプ
ラットフォームでは、showaccess-listコマンドを発行して拒否されるパケット数を表示し、
アクセスリストが許可していないパケットに関する詳細情報を調査できます。明示的なdeny
ステートメントで拒否されたパケットのみがカウントされます。これは、明示的な denyス
テートメントによって、より詳細なデータが生成されるためです。

•アクセスリストの作成中、または作成後に、エントリを削除する場合があります。名前付き
アクセスリストからはエントリを削除できます。nopermitまたは nodenyコマンドを使用し
て、該当するエントリを削除します。

•個々のステートメントの用途をひと目で確認および理解しやすくするために、remarkコマン
ドを使用して、ステートメントの前後に役立つ注記を書き込むことができます。

•特定のホストまたはネットワークに対するアクセスを拒否し、そのネットワークまたはホス
トの誰かがアクセスしようとしたかどうかを検出する場合、対応する logステートメントを
指定した denyキーワードを含めます。それによって、その送信元からの拒否されたパケッ
トがログに記録されます。

•このヒントは、アクセスリストの配置に適用されます。リソースを保存しようとすると、着
信アクセスリストでは常にフィルタ条件を適用した後に、ルーティングテーブルの検索を
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行います。発信アクセスリストではフィルタ条件を適用する前に、ルーティングテーブル

の検索を行います。

アクセスリストの注釈

任意の IPアクセスリストのエントリについて、コメントまたは注釈を含めることができます。ア
クセスリストの注釈は、アクセスリストエントリの前後にあるオプションの注釈です。エント

リの内容がわかるので、エントリの目的を解釈する必要はありません。各注釈の長さは 100文字
に制限されます。

コメントは、permitまたはdenyステートメントの前後どちらにでも配置できます。注釈を追加す
る場所には一貫性があるようにしてください。注釈が関連する permitまたは denyステートメン
トの前にある場合と後にある場合とが混在すると、ユーザが混乱する可能性があります。

後続の denyステートメントの機能を説明する注釈の例を次に示します。

ip access-list extended telnetting
remark Do not allow host1 subnet to telnet out
deny tcp host 172.16.2.88 any eq telnet

その他の IP アクセスリスト機能
標準または拡張アクセスリストを作成する基本手順以外に、次のようにアクセスリストを強化で

きます。これらの各方法の詳細については、『Refining an IP Access List module』を参照してくだ
さい。

•拡張アクセスリスト内の permitまたは denyステートメントが有効になる日時を指定し、ア
クセスリストを細かくし、絶対的または定期的な期間に限定することができます。

•名前付きまたは番号付きアクセスリストの作成後は、エントリを追加したり、エントリの順
序を変更したりできます（これはアクセスリストのシーケンス番号再割り当てとも呼ばれま

す）。

•パケットの非初期フラグメントについてフィルタすることで、パケットをフィルタするとき
により細かい精度を達成できます。

IP アクセスリストの作成とインターフェイスへの適用方
法

ここでは、名前または番号を使用して、標準または拡張アクセスリストを作成する一般的な方法

について説明します。アクセスリストには高い柔軟性があります。この作業では、単純に 1つの
permitコマンドと 1つの denyコマンドを使用して、それぞれのコマンド構文を指定します。後
は、必要な permitおよび denyコマンドの数とその順番を決めるだけです。
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このモジュールの最初の 2つの作業として、1つのアクセスリストを作成します。適切に機能
するように、アクセスリストを適用する必要があります。インターフェイスにアクセスリス

トを適用する場合は、「インターフェイスへのアクセスリストの適用」タスクを実行します。

（注）

送信元アドレスに基づいてフィルタする標準アクセスリストの作成

送信元アドレスのみに基づいてフィルタする場合、簡易な標準アクセスリストで十分です。標準

アクセスリストには名前付きと番号付きという 2種類があります。名前付きアクセスリストを使
用すると、番号よりも直感的な名前を使用してアクセスリストを特定できます。また、番号付き

アクセスリストよりもサポートする機能が多数です。

送信元アドレスに基づいてフィルタする名前付きアクセスリストの作成

送信元アドレスのみに基づいてフィルタする必要がある場合、標準の名前付きアクセスリストを

使用します。この作業では、1つの permitステートメントと 1つの denyステートメントを使用し
ますが、使用する実際のステートメントとその順序は、フィルタまたは許可する内容によって変

わります。フィルタリングの目標を達成するように、permitおよびdenyステートメントを定義し
ます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

Device# configure
terminal

ステップ 2   

名前を使用して標準 IPアクセスリストを定義し、標準名
前付きアクセスリストのコンフィギュレーションモード

を開始します。

ip access-list standard name

例：

Device(config)# ip
access-list standard R&D

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）アクセスリストエントリに関してユーザにわか

りやすいコメントを追加します。

remark注記

例：

Device(config-std-nacl)#

ステップ 4   

•注釈はアクセスリストエントリの前または後に指
定できます。

remark deny Sales
network •この例の注釈では、後続のエントリがインターフェ

イスに対する Salesネットワークのアクセスを拒否
することをネットワーク管理者に示しています（こ

のアクセスリストは後でインターフェイスに適用さ

れる想定です）。

（任意）送信元アドレスおよびワイルドカードマスクに

基づいて、指定した送信元を拒否します。

deny {source
[source-wildcard] | any} [log]

例：

Device(config-std-nacl)#

ステップ 5   

• source-wildcardを省略すると、0.0.0.0というワイル
ドカードマスクが想定されます（つまり、すべての

送信元アドレスに一致します）。deny 172.16.0.0
0.0.255.255 log

•必要に応じて、source source-wildcardの代わりにキー
ワード anyを使用して、送信元および 0.0.0.0
255.255.255.255の送信元ワイルドカードを指定でき
ます。

•この例では、ネットワーク 172.16.0.0のすべてのホ
ストは、アクセスリストへの合格が拒否されます。

•この例では、送信元アドレスを明示的に拒否し、log
キーワードを指定しているため、その送信元からの

パケットが拒否されるとロギングされます。これ

は、ネットワークまたはホスト上の誰かがアクセス

しようとしたことを通知する方法の 1つです。

（任意）アクセスリストエントリに関してユーザにわか

りやすいコメントを追加します。

remark注記

例：

Device(config-std-nacl)#

ステップ 6   

•注釈はアクセスリストエントリの前または後に指
定できます。

remark Give access to
Tester’s host •この注釈は、後続のエントリがインターフェイスに

対する Testerのホストアクセスを許可することを
ネットワーク管理者に示します。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

送信元アドレスおよびワイルドカードマスクに基づい

て、指定した送信元を許可します。

permit {source
[source-wildcard] | any} [log]

例：

Device(config-std-nacl)#

ステップ 7   

•各アクセスリストには、少なくとも 1つの permit
ステートメントが必要です。ただし、最初のエント

リにする必要はありません。permit 172.18.5.22
0.0.0.0

• source-wildcardを省略すると、0.0.0.0というワイル
ドカードマスクが想定されます（つまり、すべての

送信元アドレスに一致します）。

•必要に応じて、source source-wildcardの代わりにキー
ワード anyを使用して、送信元および 0.0.0.0
255.255.255.255の送信元ワイルドカードを指定でき
ます。

•この例では、ホスト 172.18.5.22がアクセスリスト
に合格できます。

明示的に許可されていないすべての送信元は、アクセス

リストの末尾にある暗黙的なdenyステートメントで拒否
されます。

アクセスリストの基礎と

する送信元の指定が完了す

るまで、ステップ 4～ 7の
手順を繰り返します。

ステップ 8   

標準の名前付きアクセスリストコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

Device(config-std-nacl)#
end

ステップ 9   

（任意）現在の IPアクセスリストすべてのコンテンツが
表示されます。

showipaccess-list

例：

Device# show ip
access-list

ステッ

プ 10   

送信元アドレスに基づいてフィルタする番号付きアクセスリストの作成

送信元アドレスのみに基づいてフィルタする必要があり、名前付きアクセスリストを使用しない

場合、標準の番号付きアクセスリストを設定します。

IP標準アクセスリストには、1～ 99または 1300～ 1999の番号を付けます。この作業では、1つ
の permitステートメントと 1つの denyステートメントを使用しますが、使用する実際のステー
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トメントとその順序は、フィルタまたは許可する内容によって変わります。フィルタリングの目

標を達成するように、permitおよび denyステートメントを定義します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

送信元アドレスおよびワイルドカードマスクに基づい

て、指定した送信元を許可します。

access-list access-list-number
permit {source
[source-wildcard] | any} [log]

ステップ 3   

•各アクセスリストには、少なくとも 1つの permit
ステートメントが必要です。ただし、最初のエン

トリにする必要はありません。
例：

Device(config)# access-list
1 permit 172.16.5.22
0.0.0.0

•標準 IPアクセスリストには、1～ 99または 1300
～ 1999の番号を付けます。

• source-wildcardを省略すると、0.0.0.0というワイ
ルドカードマスクが想定されます（つまり、す

べての送信元アドレスに一致します）。

•必要に応じて、source source-wildcardの代わりに、
キーワード anyを使用して、送信元と 0.0.0.0
255.255.255.255の送信元ワイルドカードを指定で
きます。

•この例では、ホスト 172.16.5.22がアクセスリス
トに合格できます。

送信元アドレスおよびワイルドカードマスクに基づい

て、指定した送信元を拒否します。

access-list
access-list-numberdeny {source
[source-wildcard] | any} [log]

ステップ 4   

• source-wildcardを省略すると、0.0.0.0というワイ
ルドカードマスクが想定されます（つまり、す

べての送信元アドレスに一致します）。
例：

Device(config)# access-list
1 deny 172.16.7.34 0.0.0.0 •必要に応じて、source source-wildcardの代わりに

省略形 anyを使用すると、送信元と 0.0.0.0
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目的コマンドまたはアクション

255.255.255.255の送信元ワイルドカードを指定で
きます。

•この例では、ホスト 172.16.7.34はアクセスリス
トへの合格が拒否されます。

明示的に許可されていないすべての送信元は、アクセ

スリストの末尾にある暗黙的な denyステートメント
で拒否されます。

アクセスリストの基礎とす

る送信元の指定が完了するま

で、ステップ 3～ 6の手順を
繰り返します。

ステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、

特権 EXECモードを開始します。
end

例：

Device(config)# end

ステップ 6   

（任意）現在の IPアクセスリストすべてのコンテン
ツが表示されます。

showipaccess-list

例：

Device# show ip access-list

ステップ 7   

拡張アクセスリストの作成

送信元アドレス以外の要素に基づいてフィルタする場合、拡張アクセスリストを作成する必要が

あります。拡張アクセスリストには名前付きと番号付きという 2種類があります。名前付きアク
セスリストを使用すると、番号よりも直感的な名前を使用してアクセスリストを特定できます。

また、サポートする機能が多数です。

送信元アドレスまたは宛先アドレス以外の要素をフィルタする方法の詳細については、コマンド

リファレンスマニュアルの構文の説明を参照してください。

名前付き拡張アクセスリストの作成

送信元アドレス、宛先アドレス、またはアドレスと他の IPフィールドの組み合わせをフィルタす
る場合、名前付き拡張アクセスリストを作成します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステッ

プ 1   •パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

名前を使用して拡張 IPアクセスリストを定義し、拡張
名前付きアクセスリストのコンフィギュレーション

モードを開始します。

ip access-list extended name

例：

Device(config)# ip
access-list extended acl1

ステッ

プ 3   

（任意）ステートメントに指定されたすべての条件に

一致するすべてのパケットを拒否します。

denyprotocol source
[source-wildcard] destination
[destination-wildcard] [option

ステッ

プ 4   

• source-wildcardまたは destination-wildcardを省略す
ると、0.0.0.0のワイルドカードマスクが想定され

option-name] [precedence
precedence] [tos tos]
[established] [log | log-input] ます。つまり、それぞれ送信元アドレスまたは宛

先アドレスの全ビットへの一致を意味します。[time-range time-range-name]
[fragments]

•必要に応じて、source source-wildcardまたは
destination destination-wildcardの代わりにキーワー例：

Device(config-ext-nacl)#
ド anyを使用して、アドレスおよび 0.0.0.0
255.255.255.255のワイルドカードを指定できます。deny ip 172.18.0.0

0.0.255.255 host
172.16.40.10 log •必要に応じて、キーワード host sourceを使用して

source 0.0.0.0の送信元および送信元ワイルドカー
ドを示すか、省略形 host destinationを使用して
destination 0.0.0.0の宛先および宛先ワイルドカード
を示します。

•この例では、すべての送信元のパケットは、宛先
ネットワーク172.18.0.0へのアクセスが拒否されま
す。アクセスリストによって許可または拒否され

るパケットに関するロギングメッセージは、

loggingfacilityコマンドで設定された機能に送信さ
れます（たとえば、コンソール、端末、syslog）。
つまり、パケットがアクセスリストに一致する場

合は常に、パケットに関する情報を提供するロギ
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目的コマンドまたはアクション

ングメッセージが設定された設備に送信されます。

コンソールに記録されるメッセージのレベルは

loggingconsoleコマンドで制御されます。

ステートメントに指定されたすべての条件に一致する

すべてのパケットを許可します。

permit protocol source
[source-wildcard] destination
[destination-wildcard] [option

ステッ

プ 5   

•各アクセスリストには、少なくとも 1つの permit
ステートメントが必要です。

option-name] [precedence
precedence] [tos tos]
[established] [log | log-input]

• source-wildcardまたは destination-wildcardを省略す
ると、0.0.0.0のワイルドカードマスクが想定され

[time-range time-range-name]
[fragments]

ます。つまり、それぞれ送信元アドレスまたは宛

先アドレスの全ビットへの一致を意味します。例：

Device(config-ext-nacl)#
permit tcp any any

•必要に応じて、source source-wildcardまたは
destination destination-wildcardの代わりにキーワー
ド anyを使用して、アドレスおよび 0.0.0.0
255.255.255.255のワイルドカードを指定できます。

•この例では、任意の送信元から任意の宛先へのTCP
パケットが許可されています。

• log-inputキーワードを使用して、ロギング出力に
入力インターフェイス、送信元MACアドレス、ま
たは仮想回線を含めます。

明示的に許可されていないすべての送信元は、アクセ

スリストの末尾にある暗黙的なdenyステートメントで
拒否されます。

アクセスリストの基礎とする

フィールドと値の指定が完了

するまで、ステップ 4～ 7の
手順を繰り返します。

ステッ

プ 6   

標準の名前付きアクセスリストコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：

Device(config-ext-nacl)# end

ステッ

プ 7   

（任意）現在の IPアクセスリストすべてのコンテンツ
が表示されます。

showipaccess-list

例：

Device# show ip access-list

ステッ

プ 8   
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番号付き拡張アクセスリストの作成

送信元アドレス、宛先アドレス、またはアドレスと他の IPフィールドの組み合わせに基づいて
フィルタし、名前を使用しない場合、番号付き拡張アクセスリストを作成します。拡張 IPアクセ
スリストには、100～ 199または 2000～ 2699の番号を付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

Device> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

（任意）アクセスリストエントリに関し

てユーザにわかりやすいコメントを追加

します。

access-list access-list-number remarkremark

例：

Device(config)# access-list 107 remark

ステッ

プ 3   

•最大100文字の注釈をアクセスリス
トエントリの前または後に指定でき

ます。

allow Telnet packets from any source to
network 172.69.0.0 (headquarters)

ステートメントに指定されたすべての条

件に一致するすべてのパケットを許可し

ます。

access-listaccess-list-number permit
protocol{source [source-wildcard] | any}
{destination [destination-wildcard] | any}
[precedence precedence] [tos tos] [established]

ステッ

プ 4   

•各アクセスリストには、少なくとも
1つの permitステートメントが必要

[log | log-input] [time-range time-range-name]
[fragments]

例：

Device(config)# access-list 107 permit tcp
any 172.69.0.0 0.0.255.255 eq telnet

です。ただし、最初のエントリにす

る必要はありません。

•拡張 IPアクセスリストには、100～
199または 2000～ 2699の番号を付
けます。

• source-wildcardまたは
destination-wildcardを省略すると、
0.0.0.0のワイルドカードマスクが想
定されます。つまり、それぞれ送信
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目的コマンドまたはアクション

元アドレスまたは宛先アドレスの全

ビットへの一致を意味します。

•必要に応じて、source source-wildcard
または destination destination-wildcard
の代わりにキーワード anyを使用す
ると、アドレスおよび 0.0.0.0
255.255.255.255のワイルドカードを
指定できます。

• TCPと他のプロトコルでは、その他
の構文も使用できます。複雑な構文

の場合、コマンドリファレンスの

access-listコマンドを参照してくだ
さい。

（任意）アクセスリストエントリに関し

てユーザにわかりやすいコメントを追加

します。

access-listaccess-list-number remarkremark

例：

Device(config)# access-list 107 remark deny
all other TCP packets

ステッ

プ 5   

•最大100文字の注釈をアクセスリス
トエントリの前または後に指定でき

ます。

ステートメントに指定されたすべての条

件に一致するすべてのパケットを拒否し

ます。

access-listaccess-list-numberdenyprotocol{source
[source-wildcard] | any} {destination
[destination-wildcard] | any} [precedence
precedence] [tos tos] [established] [log | log-input]
[time-range time-range-name] [fragments]

ステッ

プ 6   

• source-wildcardまたは
destination-wildcardを省略すると、

例：

Device(config)# access-list 107 deny tcp
any any

0.0.0.0のワイルドカードマスクが想
定されます。つまり、それぞれ送信

元アドレスまたは宛先アドレスの全

ビットへの一致を意味します。

•必要に応じて、source source-wildcard
または destination destination-wildcard
の代わりにキーワード anyを使用す
ると、アドレスおよび 0.0.0.0
255.255.255.255のワイルドカードを
指定できます。

明示的に許可されていないすべての送信

元は、アクセスリストの末尾にある暗黙

アクセスリストの基礎とするフィールドと値

の指定が完了するまで、ステップ 3～ 6の手
順を繰り返します。

ステッ

プ 7   
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目的コマンドまたはアクション

的な denyステートメントで拒否されま
す。

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードを開始し
ます。

end

例：

Device(config)# end

ステッ

プ 8   

（任意）現在の IPアクセスリストすべて
のコンテンツが表示されます。

showipaccess-list

例：

Device# show ip access-list

ステッ

プ 9   

インターフェイスへのアクセスリストの適用

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを指定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：
Device(config)# interface
TenGigabitEthernet4/1/0

ステップ 3   

指定したアクセスリストをインバウンドイン

ターフェイスに適用します。

ipaccess-group {access-list-number
| access-list-name} {in | out}

例：
Device(config-if)# ip
access-group acl1 in

ステップ 4   

•送信元アドレスをフィルタリングするに
は、インバウンドインターフェイスにア

クセスリストを適用します。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 5   

IP アクセスリストの作成とインターフェイスへの適用に
関する設定例

例：ホスト送信元アドレスでのフィルタリング

次の例では、user1に属するワークステーションが 10ギガビットイーサネットインターフェイス
4/1/0へのアクセスを許可され、user2に属するワークステーションはアクセスを許可されていま
せん。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group workstations in
!
ip access-list standard workstations
remark Permit only user1 workstation through
permit 172.16.2.88
remark Do not allow user2 workstation through
deny 172.16.3.13

例：サブネット送信元アドレスでのフィルタリング

次の例では、user1サブネットは 10ギガビットイーサネットインターフェイス 4/1/0へのアクセ
スが許可されていませんが、Mainサブネットはアクセスが許可されています。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group prevention in
!
ip access-list standard prevention
remark Do not allow user1 subnet through
deny 172.22.0.0 0.0.255.255
remark Allow Main subnet
permit 172.25.0.0 0.0.255.255

例：送信元と宛先のアドレスおよび IP プロトコルでのフィルタリング
次の設定例は、2つのアクセスリストを持つインターフェイスを示します。一方のリストは発信
パケット、もう一方のリストは着信パケットに適用されます。Internet-filterという標準アクセス
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リストは、送信元アドレスに基づいて発信パケットをフィルタします。インターフェイスから発

信が許可されるパケットは、送信元が 172.16.3.4である必要があります。

marketing-groupという拡張アクセスリストは、着信パケットをフィルタします。このアクセスリ
ストは、任意の送信元からネットワーク 172.26.0.0への Telnetパケットを許可し、その他すべて
の TCPパケットを拒否します。また、ICMPパケットはすべて許可します。1024未満のポート番
号を使用する、任意の送信元からネットワーク 172.26.0 0への UDPパケットは拒否します。最後
に、このアクセスリストはその他すべての IPパケットを拒否し、そのエントリによって許可また
は拒否されるパケットのロギングを実行します。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip address 172.20.5.1 255.255.255.0
ip access-group Internet-filter out
ip access-group marketing-group in
!
ip access-list standard Internet-filter
permit 172.16.3.4
ip access-list extended marketing-group
permit tcp any 172.26.0.0 0.0.255.255 eq telnet
deny tcp any any
permit icmp any any
deny udp any 172.26.0.0 0.0.255.255 lt 1024
deny ip any any

例：番号付きアクセスリストを使用した送信元アドレスでのフィルタ

リング

次の例では、ネットワーク 10.0.0.0は Class Aネットワークで、2番目のオクテットでサブネット
を指定します。つまり、サブネットマスクは 255.255.0.0です。ネットワーク 10.0.0.0アドレスの
3番目および 4番目のオクテットで特定のホストを指定します。Cisco IOS-XEソフトウェアは、
アクセスリスト 2を使用して、サブネット 48上の 1つのアドレスを受け入れ、そのサブネット
上のその他のアドレスはすべて拒否します。最後の行は、その他すべてのネットワーク 10.0.0.0
サブネット上のアドレスを受け入れることを示します。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group 2 in
!
access-list 2 permit 10.48.0.3
access-list 2 deny 10.48.0.0 0.0.255.255
access-list 2 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

例：サブネットへの Telnet アクセスの防止
次の例では、user1サブネットは、10ギガビットイーサネットインターフェイス 4/1/0から Telnet
にアクセスできません。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group telnetting out
!
ip access-list extended telnetting
remark Do not allow user1 subnet to telnet out
deny tcp 172.20.0.0 0.0.255.255 any eq telnet
remark Allow Top subnet to telnet out
permit tcp 172.33.0.0 0.0.255.255 any eq telnet
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例：ポート番号を使用した TCP および ICMP に基づくフィルタリング
次の例では、acl1という名前の拡張アクセスリストの最初の行で、1023よりも大きい宛先ポート
を持つ着信TCP接続を許可しています。2行目で、ホスト 172.28.1.2のSimpleMail Transfer Protocol
（SMTP;シンプルメール転送プロトコル）ポートへの着信 TCP接続を許可しています。最後の
行では、エラーフィードバックのための着信 ICMPメッセージを許可しています。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group acl1 in
!
ip access-list extended acl1
permit tcp any 172.28.0.0 0.0.255.255 gt 1023
permit tcp any host 172.28.1.2 eq 25
permit icmp any 172.28.0.0 255.255.255.255

例：SMTP 電子メールと確立済み TCP 接続の許可
インターネットに接続されているネットワークがあり、イーサネット上のホストでインターネッ

ト上の任意のホストに対してTCP接続を構成するとします。ただし、専用のメールホストのメー
ル（SMTP）ポートを除き、IPホストから 10ギガビットイーサネット上のホストに対する TCP
接続を構成できないようにします。

SMTPは、接続の一端では TCPポート 25、もう一端ではランダムなポート番号を使用します。接
続の存続中は、この同じ 2つのポート番号が使用されます。インターネットから着信するメール
パケットは、25という宛先ポートを持ちます。アウトバウンドパケットは、ポート番号が予約さ
れています。ルータの背後にあるセキュアシステムは、ポート 25でメール接続を常に受け入れ
るため、着信および発信サービスを個別に制御できます。アウトバウンドインターフェイスまた

はインバウンドインターフェイスで、アクセスリストを設定できます。

次の例で、10ギガビットイーサネットネットワークはアドレスが172.18.0.0のClassBネットワー
クで、メールホストのアドレスは 172.18.1.2です。establishedキーワードを使用するのは、TCP
プロトコルで確立済み接続を指定する場合のみです。TCPデータグラムに ACKまたは RSTビッ
トが設定されている場合に一致が発生します。これは、パケットが既存の接続に属することを示

します。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group 102 in
!
access-list 102 permit tcp any 172.18.0.0 0.0.255.255 established
access-list 102 permit tcp any host 172.18.1.2 eq 25

例：ポート名に基づくフィルタによる Web へのアクセス回避
次の例では、w1および w2ワークステーションはWebアクセスが許可されていません。ネット
ワーク 172.20.0.0上のその他のホストはWebアクセスが許可されています。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip access-group no-web out
!
ip access-list extended no-web
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remark Do not allow w1 to browse the web
deny host 172.20.3.85 any eq http
remark Do not allow w2 to browse the web
deny host 172.20.3.13 any eq http
remark Allow others on our network to browse the web
permit 172.20.0.0 0.0.255.255 any eq http

例：送信元アドレスでのフィルタリングとパケットのロギング

次の例では、アクセスリスト 1および 2を定義します。いずれのリストもロギングが有効です。

interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip address 172.16.1.1 255.0.0.0
ip access-group 1 in
ip access-group 2 out
!
access-list 1 permit 172.25.0.0 0.0.255.255 log
access-list 1 deny 172.30.0.0 0.0.255.255 log
!
access-list 2 permit 172.27.3.4 log
access-list 2 deny 172.17.0.0 0.0.255.255 log

インターフェイスが 172.25.7.7から 10パケットを受信し、172.17.23.21から 14パケットを受信す
る場合、最初のログは次のようになります。

list 1 permit 172.25.7.7 1 packet
list 2 deny 172.17.23.21 1 packet

5分後、コンソールは次のログを受信します。

list 1 permit 172.25.7.7 9 packets
list 2 deny 172.17.23.21 13 packets

例：デバッグ出力の制限

次の例では、アクセスリストを使用して、debugコマンド出力を制限します。debug出力を制限
すると、対象へのデータ量が制限され、時間とリソースの節約につながります。

Device(config)# ip access-list acl1
Device(config-std-nacl)# remark Displays only advertisements for LDP peer in acl1
Device(config-std-nacl)# permit host 10.0.0.44

Device# debug mpls ldp advertisements peer-acl acl1

tagcon: peer 10.0.0.44:0 (pp 0x60E105BC): advertise 172.17.0.33
tagcon: peer 10.0.0.44:0 (pp 0x60E105BC): advertise 172.16.0.31
tagcon: peer 10.0.0.44:0 (pp 0x60E105BC): advertise 172.22.0.33
tagcon: peer 10.0.0.44:0 (pp 0x60E105BC): advertise 192.168.0.1
tagcon: peer 10.0.0.44:0 (pp 0x60E105BC): advertise 192.168.0.3
tagcon: peer 10.0.0.44:0 (pp 0x60E105BC): advertise 192.168.1.33

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
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IP アクセスリストの作成とインターフェイスへの適用に
関する追加参照資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

Refining an IP Access List
•アクセスリストエントリの順序

•日または週の時刻に基づくアクセスリス
トエントリ

•非初期フラグメントを使用するパケット

『Creating an IP Access List for Filtering』IPオプション、TCPフラグ、または非隣接ポー
トに基づくフィルタリング

『Understanding Access Control List Loggingl』ロギング関連のパラメータの制御

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—この機能によりサポートされる新規または変更

された標準や RFCはありません。またこの機
能による既存の標準や RFCのサポートに変更
はありません。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_data_acl/configuration/xe-3s/sec-refine-ip-al.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_data_acl/configuration/xe-3s/sec-create-ip-al-filter.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/acl-logging.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

IP アクセスリストの作成とインターフェイスへの適用に
関する機能情報

Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。

次の表は、特定のソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソ

フトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一

連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

（注）

表 2：IP アクセスリストの作成とインターフェイスへの適用に関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能が Cisco cBRシリーズ
コンバージドブロードバンド

ルータ上の Cisco IOS XE Fuji
16.7.1に統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1IPアクセスリスト

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
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