
レイヤ 2アクセスリストの実装

イーサネットサービスアクセスコントロールリスト（ACL）は、レイヤ 2ネットワークトラ
フィックプロファイルを集合的に定義する1つ以上のアクセスコントロールエントリ（ACE）
で構成されます。このプロファイルは、Cisco IOS XRソフトウェア機能で参照できます。各
イーサネットサービス ACLには、送信元および宛先アドレス、サービスクラス（CoS）、ま
たは VLAN IDなどの基準に基づいたアクション要素（許可または拒否）が含まれます。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータでのイーサ
ネットサービスアクセスリストの実装に必要なタスクについて説明します。

このモジュールに記載されているイーサネットサービスアクセスリストコマンドの詳細につ

いては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router IP Addresses and Services Command
Reference』の「Ethernet Services (Layer 2) Access List Commands on Cisco ASR 9000 Series Routers」
モジュールを参照してください。この章で使用される他のコマンドの説明については、コマン

ドリファレンスのマスター索引を参照するか、またはオンラインで検索してください。

（注）

Cisco ASR 9000シリーズルータでのイーサネットサービスアクセスリスト実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能は、Cisco ASR 9000シリーズルータ
に追加されました。

リリース 3.7.2

•レイヤ 2アクセスリスト実装の前提条件（1ページ）
•レイヤ 2アクセスリストの実装に関する情報（2ページ）
•レイヤ 2アクセスリストの実装方法（5ページ）
•レイヤ 2アクセスリストを実装するための設定例（10ページ）

レイヤ 2アクセスリスト実装の前提条件
この前提条件は、アクセスリストおよびプレフィックスリストの実装に適用されます。
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適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。

ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管理者
に連絡してください。

レイヤ 2アクセスリストの実装に関する情報

イーサネットサービスアクセスリスト機能のハイライト

イーサネットサービスアクセスリストには、次の機能のハイライトがあります。

•特定のシーケンス番号を使用してアクセスリストのカウンタをクリアする機能。

•別のアクセスリストに既存のアクセスリストの内容をコピーする機能。

•ユーザがシーケンス番号をpermitまたはdenyステートメントに追加し、そのようなステー
トメントのシーケンスの再設定、追加、または名前付きアクセスリストからの削除を行う

ことができるようにします。

•パケットを転送するためにインターフェイスでパケットフィルタリングを実行します。

•イーサネットサービス ACLは、インターフェイス、VLANサブインターフェイス、バン
ドルイーサネットインターフェイス、EFP、バンドルイーサネットインターフェイスを
介した EFPで適用できます。イーサネットサービスACLのアトミック置換は、これらの
物理インターフェイスでサポートされています。

イーサネットサービスアクセスリストの目的

イーサネットサービスアクセスリストは、ACLベースの転送（ABF）を使用して、ネット
ワークを介して移動するパケットおよび場所を制御するパケットフィルタリングを実行しま

す。そのような制御は、着信および発信ネットワークトラフィックを制限し、ポートレベル

でネットワークにユーザおよびデバイスのアクセスを制限するために役立ちます。

イーサネットサービスアクセスリストの仕組み

イーサネットサービスアクセスリストは、レイヤ 2設定に適用される、permitおよび denyス
テートメントで構成される順序付きリストです。アクセスリストには、参照に使用される名前

があります。

アクセスリストを設定して名前を付けることは可能ですが、アクセスリストを受け取るコマ

ンドによってアクセスリストが参照されるまで、有効にはなりません。複数のコマンドから同

じアクセスリストを参照できます。アクセスリストで、ルータに到達するレイヤ2トラフィッ
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ク、またはルータ経由で送信されるレイヤ2トラフィックは制御できますが、ルータが送信元
のトラフィックは制御できません。

イーサネットサービスアクセスリストのプロセスおよびルール

イーサネットサービスアクセスリストの設定時は、次のプロセスとルールを使用します。

•ソフトウェアは、アクセスリストの条件に対してフィルタされる各パケットの送信元アド
レスや宛先アドレスをテストします。一度に 1つの条件（permitまたは denyステートメ
ント）がテストされます。

•パケットがアクセスリストのステートメントに一致しないと、そのパケットはリスト内の
次のステートメントに対してテストされます。

•パケットとアクセスリストのステートメントが一致すると、リスト内の残りのステートメ
ントはスキップされ、パケットは一致したステートメントに指定されたとおりに許可また

は拒否されます。パケットが許可されるか拒否されるかは、パケットが一致する最初のエ

ントリによって決まります。つまり、一致すると、それ以降のエントリは考慮されませ

ん。

•アクセスリストがアドレスまたはプロトコルを拒否する場合は、ソフトウェアはパケット
を廃棄します。

•各アクセスリストの最後には暗黙の denyステートメントがあるため、一致する条件がな
い場合は、パケットはドロップされます。つまり、各ステートメントに対してテストする

ときまでにパケットを許可または拒否しないと、パケットは拒否されます。

•アクセスリストには permitステートメントを 1つ以上含める必要があります。そうしな
いと、パケットはすべて拒否されます。

•最初に一致が見つかった後は条件のテストが終了するため、条件の順序は重要です。同じ
permitステートメントまたは denyステートメントでも、順序が異なる場合、ある状況で
は通過し、別の状況では拒否されるパケットが生じる可能性があります。

•インバウンドアクセスリストは、ルータに到達するパケットを処理します。着信パケッ
トの処理後に、アウトバウンドインターフェイスへのルーティングが行われます。インバ

ウンドアクセスリストが効率的なのは、フィルタリングテストで拒否されたことでパケッ

トが廃棄される場合、ルーティング検索のオーバーヘッドが抑えられるためです。パケッ

トがテストで許可されると、そのパケットに対してルーティングの処理が実施されます。

インバウンドリストの場合、permitとは、インバウンドインターフェイスで受信したパ
ケットを引き続き処理することを意味します。denyとは、パケットを破棄することです。

•アウトバウンドアクセスリストの場合、パケットの処理後にルータから送信されます。
着信パケットはアウトバウンドインターフェイスにルーティングされてから、アウトバウ

ンドアクセスリストで処理されます。アウトバウンドリストの場合、許可とは、出力バッ

ファに対して送信されることを示し、拒否とは、パケットが廃棄されることを示します。

•アクセスリストは、使用中のアクセスグループによって適用されている場合には削除で
きません。アクセスリストを削除するには、まずアクセスリストを参照しているアクセ

スグループを削除してから、アクセスリストを削除します。
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• ethernet-services access-groupコマンドを使用するには、アクセスリストが必要です。

イーサネットサービスアクセスリストを作成する際に役立つヒント

イーサネットサービスアクセスリストの作成時は、次の点に注意してください。

•アクセスリストは、インターフェイスに適用する前に作成します。

•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。

送信元アドレスと宛先アドレス

送信元MACアドレスと宛先MACアドレスの 2つのフィールドは、アクセスリストの基礎と
して最も一般的なフィールドです。送信元MACアドレスを指定して、特定のネットワーキン
グデバイスまたはホストからのパケットを制御します。宛先MACアドレスを指定して、特定
のネットワーキングデバイスまたはホストに送信されるパケットを制御します。

イーサネットサービスアクセスリストエントリのシーケンス番号

イーサネットサービスアクセスリストエントリにシーケンス番号を適用する機能によって、

アクセスリストの変更が簡単になります。アクセスリストエントリのシーケンス番号機能を

使用すると、アクセスリストエントリにシーケンス番号を追加して、シーケンス番号を再設

定できます。新しいエントリを追加する場合、アクセスリストの目的の位置に挿入されるよう

にシーケンス番号を選択します。必要に応じて、アクセスリストの現在のエントリを並べ替え

て、新しいエントリを挿入できる場所を作成できます。

シーケンス番号の動作

次に、シーケンス番号の動作について詳細に説明します。

•シーケンス番号のないエントリを複数適用すると、最初のエントリにシーケンス番号 10
が割り当てられ、それ以降のエントリには 10ずつ増分したシーケンス番号が割り当てら
れます。最大シーケンス番号は 2147483646です。生成したシーケンス番号がこの最大値
を超えると、次のメッセージが表示されます。

Exceeded maximum sequence number.

•シーケンス番号のないエントリを1つ指定すると、アクセスリストの最後のシーケンス番
号に 10を加えたシーケンス番号が割り当てられ、リストの末尾に配置されます。

• ACLエントリは、トラフィックフローにもハードウェアのパフォーマンスにも影響を及
ぼすことなく追加できます。

•ルートスイッチプロセッサ（RSP）とインターフェイスカードにあるエントリのシーケ
ンス番号が常に同期されるよう、分散サポートが提供されます。
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レイヤ 2アクセスリストの実装方法

レイヤ 2アクセスリスト実装の制約事項
次の制限事項が、イーサネットサービスアクセスリストの実装に適用されます。

•イーサネットサービスアクセスリストは、管理インターフェイスではサポートされてい
ません。

• NetIO（ソフトウェア低速パス）は、イーサネットサービスアクセスリストではサポート
されません。

•内部 VLAN 0と外部 VLAN 0での一致は、Cisco ASR 9000高密度 100GEイーサネットラ
インカードおよびASR9000拡張イーサネットラインカードではサポートされていません。

イーサネットサービスアクセスリストの設定

このタスクでは、イーサネットサービスアクセスリストを設定します。

手順の概要

1. configure
2. ethernet-service access-list name
3. [ sequence-number ] { permit | deny } { src-mac-address src-mac-mask | any | host } [ {

ethertype-number } | vlan min-vlan-ID [ max-vlan-ID ] ] [ cos cos-value ] [ dei ] [ inner-vlan
min-vlan-ID [ max-vlan-ID] ] inner-cos cos-value ] [ inner-dei ]

4. 必要に応じてステップ 3を繰り返し、計画したシーケンス番号でステートメントを追加し
ます。エントリを削除するには、no sequence-numberコマンドを使用します。

5. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 ethernet-service access-list name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# ethernet-service access-list L2ACL2

イーサネットサービス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、アクセスリストL2ACL2
を設定します。

ステップ 3 [ sequence-number ] { permit | deny } { src-mac-address src-mac-mask | any | host } [ { ethertype-number } | vlan
min-vlan-ID [ max-vlan-ID ] ] [ cos cos-value ] [ dei ] [ inner-vlan min-vlan-ID [ max-vlan-ID] ] inner-cos cos-value
] [ inner-dei ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-es-al)# 0 permit 1.2.3 3.2.1
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-es-al)# 30 deny any dei

パケットの通過またはドロップを決定する許可または拒否の条件を 1つ以上指定します。

ステップ 4 必要に応じてステップ 3を繰り返し、計画したシーケンス番号でステートメントを追加します。エントリ
を削除するには、no sequence-numberコマンドを使用します。

アクセスリストは変更できます。

ステップ 5 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

次の作業

イーサネットサービスアクセスリストの作成後に、インターフェイスに適用する必要があり

ます。アクセスリストを適用する方法については、「イーサネットサービスアクセスリスト

の適用」セクションを参照してください。

イーサネットサービスアクセスリストの適用

作成したアクセスリストを機能させるには、そのアクセスリストを参照する必要があります。

アクセスリストは、発信インターフェイスまたは着信インターフェイスに適用できます。ここ

では、端末回線とネットワークインターフェイスの両方に対してこのタスクを実行するための

ガイドラインを示します。

着信アクセスリストでは、パケットを受信した後で、Cisco IOSXRソフトウェアはアクセスリ
ストを参照してパケットの送信元MACアドレスをチェックします。アクセスリストがアドレ
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スを許可している場合は、パケットの処理を継続します。アクセスリストがアドレスを拒否す

る場合は、ソフトウェアはパケットを廃棄します。

発信アクセスリストでは、パケットを受信して制御インターフェイスにルーティングした後

で、ソフトウェアは、アクセスリストに対してパケットの送信元MACアドレスを検査しま
す。アクセスリストがアドレスを許可している場合は、パケットを送信します。アクセスリ

ストがアドレスを拒否する場合は、ソフトウェアはパケットを廃棄します。

空のアクセスリスト（アクセスコントロールエレメントが含まれていない）は、インターフェ

イスに適用できません。

（注）

インターフェイスへのアクセスの制御

このタスクでは、アクセスリストをインターフェイスに適用して、そのインターフェイスへの

アクセスを制限します。アクセスリストは、発信インターフェイスまたは着信インターフェイ

スに適用できます。

手順の概要

1. configure
2. interface type instance
3. ethernet-services access-group access-list-name { ingress | egress }
4. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface type instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface gigabitethernet 0/2/0/

インターフェイスを設定し、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。

• type引数には、インターフェイスタイプを指定します。インターフェイスタイプの詳細については、
疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用してください。

• instance引数には、物理インターフェイスインスタンスまたは仮想インスタンスを指定します。
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•物理インターフェイスインスタンスの表記方法は rack/slot/module/portです。値を区切るスラッ
シュ（/）は、表記の一部として必要です。

•仮想インターフェイスインスタンスの数値範囲は、インターフェイスタイプによって異なりま
す。

ステップ 3 ethernet-services access-group access-list-name { ingress | egress }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ethernet-services access-group p-in-filter ingress

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ethernet-services access-group p-out-filter egress

インターフェイスへのアクセスを制御します。

• access-list-name引数を使用して、特定のイーサネットサービスアクセスリストを指定します。

• ingresキーワードを使用すると着信パケットをフィルタリングできます。また、egressキーワードを使
用すると発信パケットをフィルタリングできます。

この例では、GigabitEthernet 0/2/0/2から発着信されるパケットにフィルタを適用します。

ステップ 4 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

イーサネットサービスアクセスリストのコピー

このタスクでは、イーサネットサービスアクセスリストをコピーします。

手順の概要

1. copy access-list ethernet-service source-acl destination-acl
2. show access-lists ethernet-services [ access-list-name |maximum | standby | summary ]

手順の詳細

ステップ 1 copy access-list ethernet-service source-acl destination-acl

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# copy access-list ethernet-service list-1 list-2
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既存のイーサネットサービスアクセスリストのコピーを作成します。

•コピーするアクセスリストの名前を指定するには、source-acl引数を使用します。

•送信元アクセスリストの内容のコピー先を指定するには、destination-acl引数を使用します。

• destination-acl引数は一意の名前である必要があります。アクセスリストに destination-acl引数名が
存在する場合、そのアクセスリストはコピーされません。

ステップ 2 show access-lists ethernet-services [ access-list-name |maximum | standby | summary ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show access-lists ethernet-services list-2

（任意）指定されたイーサネットサービスアクセスリストの内容を表示します。たとえば、コピー先の

内容を検証して、宛先アクセスリスト list-2に送信元アクセスリスト list-1の情報がすべて含まれているこ
とを確認できます。

アクセスリストエントリの並べ替え

ここでは、名前付きアクセスリストのエントリにシーケンス番号を再割り当てする例を示しま

す。アクセスリストの並べ替えは任意です。

手順の概要

1. resequence access-list ethernet-service access-list-name [ starting-sequence-number [ increment ]
]

2. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
3. show access-lists ethernet-services [ access-list-name |maximum | standby | summary ]

手順の詳細

ステップ 1 resequence access-list ethernet-service access-list-name [ starting-sequence-number [ increment ] ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# resequence access-list ethernet-service L2ACL2 20 10

（任意）目的の開始シーケンス番号およびシーケンス番号の増分を使用して、指定されたイーサネット

サービスアクセスリストを並べ替えます。

•次の例では、L2ACL2という名前のイーサネットサービスアクセスリストを並べ替えます。開始シー
ケンス番号は 20、増分は 10です。増分値を選択しないと、デフォルトの増分値 10が使用されます。

並べ替えプロセス中に終了番号が許可された最大シーケンス番号を超えることがわかった場合、

設定は無効になり、拒否されます。シーケンス番号は変更されません。

（注）
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ステップ 2 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 3 show access-lists ethernet-services [ access-list-name |maximum | standby | summary ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show access-lists ethernet-services L2ACL2

（任意）指定されたイーサネットサービスアクセスリストの内容を表示します。

•出力をレビューして、アクセスリストに最新情報が含まれていることを確認します。

レイヤ 2アクセスリストを実装するための設定例

アクセスリストのエントリの並べ替え：例

次に、アクセスリストの並べ替え例を示します。並べ替えられたアクセスリストの先頭の値は

1、増分値は 2です。後続のエントリはユーザ指定の増分値に基づいて並べられています。範
囲は 1～ 2147483646です。

シーケンス番号のないエントリが入力されると、デフォルトで、アクセスリストの最後のエン

トリのシーケンス番号に 10を加えたシーケンス番号が割り当てられます。
ethernet service access-list acl_1
10 permit 1.2.3 4.5.6
20 deny 2.3.4 5.4.3
30 permit 3.1.2 5.3.4 cos 5

resequence access-list ethernet service acl_1 10 20

show access-list ethernet-service acl1_1

ipv4 access-list acl_1
10 permit 1.2.3 4.5.6
30 deny 2.3.4 5.4.3
50 permit 3.1.2 5.3.4 cos 5

シーケンス番号を指定したエントリの追加：例

この例では、新しいエントリをイーサネットサービスアクセスリスト acl_5に追加します。

レイヤ 2アクセスリストの実装
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ethernet-service access-list acl_5
2 permit 1.2.3 5.4.3
5 permit 2.3.4. 6.5.4 cos 3
10 permit any dei
20 permit 6.5.4 1.3.5 VLAN vlan3

configure
ethernet-service access-list acl_5
15 permit 1.5.7 7.5.1
end

ethernet-service access-list acl_5
2 permit 1.2.3 5.4.3
5 permit 2.3.4. 6.5.4 cos 3
10 permit any dei
15 permit 1.5.7 7.5.1
20 permit 6.5.4 1.3.5 VLAN vlan3

レイヤ 2アクセスリストの実装
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