注釈付きの IP アクセス リスト エントリ
注釈付きの IP アクセス リスト エントリ機能により、deny または permit 条件に関するコメント
や備考をどの IP アクセスリストにも含めることができます。これらの注釈は、ネットワーク管
理者がアクセス リストを理解するのを容易にします。各注釈の長さは 100 文字に制限されます。
このモジュールは、注釈付きの IP アクセス リスト エントリ機能に関する情報を提供します。
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。
目次
• 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, 2 ページ
• 注釈付き IP アクセス リスト エントリに関する情報, 3 ページ
• 注釈付き IP アクセス リスト エントリの設定方法, 4 ページ
• 注釈付き IP アクセス リスト エントリの追加情報, 5 ページ
• 注釈付き IP アクセス リスト エントリに関する機能情報, 6 ページ

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 ガイド
（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
1

注釈付きの IP アクセス リスト エントリ
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 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
（注）

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。

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

Cisco CMTS プラットフォーム

プロセッサ エンジン

インターフェイス カード

Cisco cBR-8 コンバージド ブ
ロードバンド ルータ

Cisco IOS-XE リリース 16.5.1
以降のリリース

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：

Cisco cBR-8 CCAP ライン カー
ド：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

• 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
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注釈付き IP アクセス リスト エントリに関する情報
IP アクセス リストの利点
アクセス コントロール リスト（ACL）は、ネットワークを通過するパケットのフローを制御する
ためにパケットフィルタリングを実行します。パケットフィルタリングによってユーザおよびデ
バイスのネットワークに対するアクセスを制限し、セキュリティの手段として利用できます。ア
クセスリストによってトラフィック数を減らすことで、ネットワークリソースを節約できます。
アクセス リストを使用した場合の利点は次のとおりです。
• 着信 rsh および rcp 要求を認証する：アクセス リストは、デバイスへのアクセスを制御する
ように構成された認証データベース内のローカル ユーザ、リモート ホスト、およびリモー
ト ユーザの識別を簡素化できます。Cisco ソフトウェアは認証データベースを使用して、リ
モート シェル（rsh）およびリモート コピー（rcp）プロトコルの着信要求を受け取ることが
できます。
• 不要なトラフィックまたはユーザをブロックする：アクセス リストを使用すると、インター
フェイス上の着信パケットまたは発信パケットをフィルタできるため、送信元アドレス、宛
先アドレス、またはユーザ認証に基づいてネットワークへのアクセスを制御できます。ま
た、アクセス リストを使用して、デバイス インターフェイスで転送またはブロックするト
ラフィックの種類を決定することもできます。たとえば、電子メール トラフィックはネット
ワークでルーティングすることを許可し、すべての Telnet トラフィックはネットワークに入
ることをブロックするようにアクセス リストを使用できます。
• vty へのアクセスを制御する：インバウンド vty（Telnet）でのアクセス リストは、デバイス
への回線にアクセスできるユーザを制御できます。アウトバウンド vty でのアクセス リスト
は、デバイスからの回線が到達可能な宛先を制御できます。
• QoS 機能のトラフィックを特定または分類する：アクセス リストは、Weighted Random Early
Detection（WRED）および専用アクセス レート（CAR）の IP プレシデンスを設定すること
で、輻輳回避を提供します。また、クラスベース均等化キューイング（CBWFQ）、プライ
オリティ キューイング、カスタム キューイングのために輻輳管理を提供します。
• debug コマンド出力を制限する：アクセス リストは、IP アドレスやプロトコルに基づいて
debug 出力を制限できます。
• 帯域幅制御を提供する：低速リンクでのアクセスリストはネットワークでの過剰なトラフィッ
クを防止できます。
• NAT 制御を提供する：アクセス リストによって、ネットワーク アドレス変換（NAT）が変
換するアドレスを制御できます。
• DoS 攻撃の可能性を低減する：アクセス リストは、サービス妨害（DoS）攻撃の可能性を低
減させます。ホストからのトラフィック、ネットワーク、またはネットワークにアクセスす
るユーザを制御するように IP 発信元アドレスを指定します。TCP インターセプト機能を設定
することで、接続に関する要求でサーバにフラッディングが発生しないようにすることがで
きます。
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• ルーティング アップデートの内容を制限する：アクセス リストによって、ネットワーク内
で送信、受信、または再配布されるルーティング アップデートを制御できます。
• ダイヤルオンデマンド コールをトリガーする：アクセス リストによって、ダイヤルおよび
切断条件を適用できます。

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

注釈付き IP アクセス リスト エントリの設定方法
名前付きまたは番号付きアクセス リストへの注釈の書き込み
名前付きまたは番号付きアクセスリスト設定を使用できます。作業する設定用にアクセスリスト
を作成したら、アクセス リストをインターフェイスまたは端末回線に適用する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• 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。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

ip access-list {standard | extended} 名前または番号でアクセス リストを特定し、
{name | number}
拡張名前付きアクセス リスト コンフィギュ
レーション モードを開始します。
例：
Device(config)# ip access-list
extended telnetting

ステップ 4

remark remark

名前付き IP アクセス リストのエントリに注
釈を追加します。

例：
Device(config-ext-nacl)# remark
Do not allow host1 subnet to
telnet out

ステップ 5

• 注釈は、permit または deny ステートメ
ントの目的を示します。

deny protocolhost host-addressany eq パケットを拒否する名前付き IP アクセス リ
port
ストの条件を設定します。
例：
Device(config-ext-nacl)# deny tcp
host 172.16.2.88 any eq telnet

ステップ 6

拡張名前付きアクセス 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

注釈付き IP アクセス リスト エントリの追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

セキュリティ 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』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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。

注釈付き IP アクセス リスト エントリに関する機能情報
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。

（注）

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。

表 2：注釈付き IP アクセス リスト エントリに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

IP アクセス リスト

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1

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。
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