
VLANアクセスコントロールリスト

VLANアクセスコントロールリスト（ACL）または VLANマップは、すべてのパケット（ブ
リッジドパケットおよびルーテッドパケット）のアクセスを制御します。VLANマップを使
用すると、同じVLAN内のデバイス間で転送されるトラフィックをフィルタリングできます。
VLANマップは、IPv4のレイヤ 3アドレスに基づいてアクセスコントロールするように設定
されています。イーサネットアクセスコントロールエントリ（ACE）を使用すると、MAC
アドレスにより、サポートされていないプロトコルがアクセスコントロールされます。VLAN
マップを VLANに適用すると、VLANに入るすべてのパケット（ルーテッドパケットまたは
ブリッジドパケット）が VLANマップと照合されます。パケットは、スイッチポートを介し
て、または、ルーティングされたパケットの場合、ルーテッドポートを介して、VLANに入
ることができます。

この章では、VLAN ACLとその設定方法の詳細について説明します。

•機能情報の確認（1ページ）
• VLANアクセスコントロールリストについて（2ページ）
• VLANアクセスコントロールリストの設定方法（5ページ）
• ACLおよび VLANマップの設定例（14ページ）
•ネットワークでの VLANマップの使用方法の設定例（17ページ）
• VLANに適用されるルータ ACLと VLANマップの設定例（19ページ）

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。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよび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、このモジュー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://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。
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VLANアクセスコントロールリストについて

VLANマップ
VLAN ACLまたは VLANマップは、VLAN内のネットワークトラフィックを制御するために
使用されます。スイッチまたはスイッチスタックの VLAN内でブリッジングされるすべての
パケットに VLANマップを適用できます。VACLは、セキュリティパケットフィルタリング
および特定の物理インターフェイスへのトラフィックのリダイレクトだけを目的としたもので

す。VACLは方向（入力または出力）で定義されることはありません。

すべての非 IPプロトコルは、MAC VLANマップを使用して、MACアドレスおよび Ethertype
によってアクセスコントロールされます（IPトラフィックは、MAC VACLマップではアクセ
ス制御されません）。VLANマップはスイッチを通過するパケットにだけ適用できます。ハブ
上またはこのスイッチに接続された別のスイッチ上のホスト間のトラフィックには、VLAN
マップを適用させることができません。

VLANマップを使用すると、マップに指定されたアクションに基づいてパケットの転送が許可
または拒否されます。

図 1 : VLANマップによるトラフィックの制御

次に、VLANマップを適用して、特定のトラフィックタイプをVLAN 10のホストAから転送
できないように設定する例を示します。各 VLANには、VLANマップを 1つだけ適用できま

す。

VLANマップの設定時の注意事項
VLANマップは、VLAN内でフィルタリングを制御する唯一の方法です。VLANマップには方
向の指定がありません。VLANマップを使用して、特定の方向のトラフィックをフィルタリン
グするには、特定の送信元または宛先アドレスが指定されたACLを追加する必要があります。
VLANマップ内に該当パケットタイプ（IPまたはMAC）に対する match句がある場合、デ
フォルトでは、マップ内のどのエントリにも一致しないパケットはドロップされます。該当パ

ケットタイプに対する matchコマンドがない場合、デフォルトでは、パケットが転送されま
す。

次は、VLANマップ設定の注意事項です。

•インターフェイスでトラフィックを拒否するように設定された ACLがなく、VLANマッ
プが設定されていない場合、すべてのトラフィックが許可されます。
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•各 VLANマップは一連のエントリで構成されます。VLANマップのエントリの順序は重
要です。スイッチに着信したパケットは、VLANマップの最初のエントリに対してテスト
されます。一致した場合は、VLANマップのその部分に指定されたアクションが実行され
ます。一致しなかった場合、パケットはマップ内の次のエントリに対してテストされま

す。

•該当パケットタイプ（IPまたはMAC）に対するmatch句がVLANマップに 1つまたは複
数ある場合でも、パケットがそれらのmatch句に一致しない場合、デフォルトではパケッ
トがドロップされます。該当パケットタイプに対する match句が VLANマップ内にない
場合、デフォルトではパケットが転送されます。

• VLANマップのロギングはサポートされていません。

•レイヤ 2インターフェイスに適用された IPアクセスリストまたMACアクセスリストが
スイッチにあって、ポートが属する VLANに VLANマップを適用する場合、ポート ACL
が VLANマップに優先します。

•ハードウェアに VLANマップの設定を適用できない場合は、その VLAN内のすべてのパ
ケットがドロップします。

VLANマップとルータ ACL
ブリッジングされたトラフィックおよびルーティングされたトラフィックの両方に対してアク

セスコントロールを行うには、VLANマップを単独で使用するか、またはルータACLとVLAN
マップを組み合わせて使用します。入力と出力両方のルーテッド VLANインターフェイスで
ルータ ACLを定義したり、ブリッジングされたトラフィックのアクセスをコントロールする
VLANマップを定義したりできます。

パケットフローが ACL内 VLANマップの denyステートメントと一致した場合、ルータ ACL
の設定に関係なく、パケットフローは拒否されます。

ルータ ACLを VLANマップと組み合わせて使用し、ルータ ACLでのロギングを必要とする
パケットが VLANマップで拒否された場合、これらのパケットはロギングされません。

（注）

該当パケットタイプ（IPまたはMAC）に対するmatch句がVLANマップにある場合でも、パ
ケットがそのタイプに一致しない場合、デフォルトではパケットがドロップされます。VLAN
マップ内に match句がなく、アクションが指定されていない場合、どの VLANマップエント
リとも一致しないパケットは転送されます。

VLANマップとルータ ACLの設定時の注意事項
ここに記載された注意事項は、ルータACLおよびVLANマップを同じVLAN上で使用する必
要がある設定に適用されます。ルータACLおよびVLANマップを異なるVLANに割り当てる
設定には、これらの注意事項は適用されません。
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ルータ ACLおよび VLANマップを同じ VLANに設定する必要がある場合は、ルータ ACLと
VLANマップの両方の設定に関し、ここで説明する注意事項に従ってください。

• VLANインターフェイス上の各方向（入力および出力）に VLANマップおよびルータの
ACLを 1つずつに限り設定できます。

•可能な限り、すべてのエントリのアクションが同一で、末尾のデフォルトアクションだけ
が反対のタイプとなるように ACLを記述します。次のいずれかの形式を使用して、ACL
を記述します。

permit... permit... permit... deny ip any any

または

deny... deny... deny... permit ip any any

• ACL内で複数のアクション（許可、拒否）を定義する場合は、それぞれのアクションタ
イプをまとめて、エントリ数を削減します。

• ACL内にレイヤ 4情報を指定しないでください。レイヤ 4情報を追加すると、統合プロセ
スが複雑になります。ACLのフィルタリングが、full-flow（送信元 IPアドレス、宛先 IP
アドレス、プロトコル、およびプロトコルポート）でなく、IPアドレス（送信元および
宛先）に基づいて行われる場合に、最適な統合結果が得られます。可能な限り、IPアドレ
スには don’t careビットを使用してください。

IP ACEとレイヤ 4情報を含む TCP/UDP/ICMP ACEが両方とも ACL内に存在し、full-flow
モードを指定する必要があるときは、レイヤ4ACEをリストの末尾に配置します。この結
果、IPアドレスに基づくトラフィックのフィルタリングが優先されます。

VACLロギング
VACLロギングを設定する場合は、次の状況で拒否された IPパケットに対してSyslogメッセー
ジが生成されます。

•一致する最初のパケットを受信した場合

•最後の 5分間に一致するパケットを受信した場合

• 5分経過する前にしきい値に達している場合

ログメッセージはフロー単位で生成されます。フローは、同じ IPアドレスおよびレイヤ 4
（UDPまたは TCP）ポート番号を持つパケットとして定義されます。フローで 5分間パケッ
トを受信しない場合、そのフローはキャッシュから削除されます。Syslogメッセージが生成さ
れると、タイマーおよびパケットカウンタがリセットされます。

VACLロギングの制限事項は次のとおりです。

•拒否された IPパケットだけが記録されます。

•発信ポート ACLでロギングが必要なパケットは、VACLで拒否された場合、ロギングさ
れません。
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VLANアクセスコントロールリストの設定方法

名前付きMAC拡張 ACLの作成
VLANまたはレイヤ 2インターフェイスで非 IPv4トラフィックをフィルタリングするには、
MACアドレスおよび名前付きMAC拡張 ACLを使用します。その手順は、他の名前付き拡張
ACLを設定する場合と同様です。

名前付きMAC拡張 ACLを作成するには、次の手順に従ってください。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。パ
スワードを入力します（要求された場

合）。

enable

例：

デバイス> enable

ステップ 1

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：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

名前を使用してMAC拡張アクセスリス
トを定義します。

mac access-list extended name

例：

ステップ 3

デバイス(config)# mac access-list
extended mac1

拡張MACアクセスリストコンフィギュ
レーションモードでは、すべての送信

{deny | permit} {any | host source MAC
address | source MAC address mask} {any
| host destination MAC address | destination

ステップ 4

元MACアドレス、マスク付き送信元
MAC address mask} [type mask | lsap lsap MACアドレス、または特定のhostの送mask | aarp | amber | dec-spanning |

信元MACアドレスと、anyの宛先MACdecnet-iv | diagnostic | dsm | etype-6000 |
アドレス、マスク付き宛先MACアドレetype-8042 | lat | lavc-sca |mop-console |
ス、または特定の宛先MACアドレス
に、permitまたは denyを指定します。

mop-dump |msdos |mumps | netbios |
vines-echo | vines-ip | xns-idp | 0-65535] [
cos cos]

（任意）次のオプションを入力すること

もできます。例：

デバイス(config-ext-macl)# deny any any • type mask：Ethernet IIまたは SNAP
でカプセル化されたパケットの任意

VLANアクセスコントロールリスト
5

VLANアクセスコントロールリスト

VLANアクセスコントロールリストの設定方法



目的コマンドまたはアクション

の EtherType番号。10進数、16進
数、または8進数で表記できます。

decnet-iv

または 一致検査の前に、任意で指定できる

don’t careビットのマスクが
EtherTypeに適用されます。デバイス(config-ext-macl)# permit any

any

• lsap lsap mask：IEEE 802.2でカプセ
ル化されたパケットのLSAP番号。
10進数、16進数、または 8進数で
表記できます。任意で don’t care
ビットのマスクを指定できます。

• aarp | amber | dec-spanning |
decnet-iv | diagnostic | dsm |
etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca
|mop-console |mop-dump |msdos |
mumps | netbios | vines-echo | vines-ip
| xns-idp：非 IPプロトコル。

• coscos：プライオリティを設定する
0～ 7の IEEE 802.1Q CoS番号。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

デバイス(config-ext-macl)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 6

デバイス# show running-config

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

デバイス# copy running-config
startup-config

レイヤ 2インターフェイスへのMAC ACLの適用
レイヤ 2インターフェイスへのアクセスを制御するためにMACアクセスリストを適用するに
は、次の手順を実行します。

VLANアクセスコントロールリスト
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手順

目的コマンドまたはアクション

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：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

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：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

特定の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

interface interface-id

例：

ステップ 3

モードを開始します。指定するインター

デバイス(config)# interface フェイスは物理レイヤ2インターフェイ
ス（ポート ACL）でなければなりませ
ん。

gigabitethernet1/0/2

MACアクセスリストを使用して、指定
されたインターフェイスへのアクセスを

制御します。

mac access-group {name} {in | out }

例：

デバイス(config-if)# mac access-group

ステップ 4

ポート ACLは発信および着信方向サ
ポートされます。

mac1 in

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

デバイス(config-if)# end

そのインターフェイスまたはすべてのレ

イヤ2インターフェイスに適用されてい
るMACアクセスリストを表示します。

show mac access-group [ interface
interface-id]

例：

ステップ 6

デバイス# show mac access-group
interface gigabitethernet1/0/2

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：

ステップ 7

デバイス# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

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：

ステップ 8

デバイス# configure terminal

スイッチは、パケットを受信すると、着信 ACLとパケットを照合します。ACLがパケットを
許可する場合、スイッチはパケットの処理を継続します。ACLがパケットを拒否する場合、ス
イッチはパケットを廃棄します。未定義の ACLをインターフェイスに適用すると、スイッチ
は ACLがインターフェイスに適用されていないと判断し、すべてのパケットを許可します。
ネットワークセキュリティのために未定義の ACLを使用する場合は、このような結果が生じ
ることに注意してください。

VLANマップの設定
VLANマップを作成して、1つまたは複数のVLANに適用するには、次のステップを実行しま
す。

始める前に

VLANに適用する標準 IPv4 ACLまたは拡張 IP ACL、または名前付きMAC拡張 ACLを作成
します。

手順

目的コマンドまたはアクション

VLANマップを作成し、名前と、任意で
番号を付けます。番号は、マップ内のエ

ントリのシーケンス番号です。

vlan access-map name [number]

例：

デバイス(config)# vlan access-map map_1

ステップ 1

同じ名前のVLANマップを作成すると、
10ずつ増加する番号が順に割り当てら

20

れます。マップを変更または削除すると

きは、該当するマップエントリの番号

を入力できます。

VLANマップでは、特定の permitまた
は denyキーワードを使用しません。
VLANマップを使用してパケットを拒否
するには、パケットを照合する ACLを
作成して、アクションをドロップに設定

します。ACL内の permitは、一致する
という意味です。ACL内の denyは、一
致しないという意味です。

VLANアクセスコントロールリスト
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドを入力すると、アクセス

マップコンフィギュレーションモード

に変わります。

1つまたは複数の標準または拡張アクセ
スリストに対してパケットを照合しま

match {ip |mac} address {name | number}
[name | number]

例：

ステップ 2

す（IPまたはMACアドレスを使用）。
パケットの照合は、対応するプロトコル

デバイス(config-access-map)# match ip タイプのアクセスリストに対してだけ

行われます。IPパケットは、標準またaddress ip2

は拡張 IPアクセスリストに対して照合
されます。非 IPパケットは、名前付き
MAC拡張アクセスリストに対してだけ
照合されます。

パケットタイプ（IPまたは
MAC）に対する match句が
VLANマップに設定されてい
る場合で、そのマップアク

ションがドロップの場合は、

そのタイプに一致するすべて

のパケットがドロップされま

す。match句が VLANマップ
になく、設定されているアク

ションがドロップの場合は、

すべての IPおよびレイヤ 2パ
ケットがドロップされます。

（注）

マップエントリに対するアクションを

設定します。

IPパケットまたは非 IPパケットを（既
知の 1 MACアドレスのみを使って）指
定し、1つ以上の ACL（標準または拡

ステップ 3

張）とそのパケットを照合するには、次

のコマンドのいずれかを入力します。

• action { forward}

デバイス(config-access-map)# action
forward

• action { drop}

デバイス(config-access-map)# action
drop
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目的コマンドまたはアクション

VLANマップを1つまたは複数のVLAN
に適用します。

vlan filter mapname vlan-list list

例：

ステップ 4

listには単一のVLAN ID（22）、連続し
た範囲（10～ 22）、または VLAN IDデバイス(config)# vlan filter map 1

vlan-list 20-22
のストリング（12、22、30）を指定でき
ます。カンマやハイフンの前後にスペー

スを挿入することもできます。

VLANマップの作成
各 VLANマップは順番に並べられた一連のエントリで構成されます。VLANマップエントリ
を作成、追加、または削除するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

VLANマップを作成し、名前と、任意で
番号を付けます。番号は、マップ内のエ

ントリのシーケンス番号です。

vlan access-map name [number]

例：

デバイス(config)# vlan access-map map_1

ステップ 2

同じ名前のVLANマップを作成すると、
10ずつ増加する番号が順に割り当てら

20

れます。マップを変更または削除すると

きは、該当するマップエントリの番号

を入力できます。

VLANマップでは、特定の permitまた
は denyキーワードを使用しません。
VLANマップを使用してパケットを拒否
するには、パケットを照合する ACLを
作成して、アクションをドロップに設定

します。ACL内の permitは、一致する
という意味です。ACL内の denyは、一
致しないという意味です。

このコマンドを入力すると、アクセス

マップコンフィギュレーションモード

に変わります。
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目的コマンドまたはアクション

1つまたは複数の標準または拡張アクセ
スリストに対してパケットを照合しま

match {ip |mac} address {name | number}
[name | number]

例：

ステップ 3

す（IPまたはMACアドレスを使用）。
パケットの照合は、対応するプロトコル

デバイス(config-access-map)# match ip タイプのアクセスリストに対してだけ

行われます。IPパケットは、標準またaddress ip2

は拡張 IPアクセスリストに対して照合
されます。非 IPパケットは、名前付き
MAC拡張アクセスリストに対してだけ
照合されます。

（任意）マップエントリに対するアク

ションを設定します。デフォルトは転送

（forward）です。

action {drop | forward}

例：

デバイス(config-access-map)# action

ステップ 4

forward

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

end

例：

ステップ 5

デバイス(config-access-map)# end

アクセスリストの設定を表示します。show running-config

例：

ステップ 6

デバイス# show running-config

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

デバイス# copy running-config
startup-config

VLANへの VLANマップの適用
1つの VLANマップを 1つまたは複数の VLANに適用するには、特権 EXECモードで次の手
順を実行します。

VLANアクセスコントロールリスト
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手順

目的コマンドまたはアクション

ステップ 1

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：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

VLANマップを1つまたは複数のVLAN
に適用します。

vlan filter mapname vlan-list list

例：

ステップ 3

listには単一のVLAN ID（22）、連続し
た範囲（10～ 22）、または VLAN IDデバイス(config)# vlan filter map 1

vlan-list 20-22
のストリング（12、22、30）を指定でき
ます。カンマやハイフンの前後にスペー

スを挿入することもできます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

デバイス(config)# end

アクセスリストの設定を表示します。show running-config

例：

ステップ 5

デバイス# show running-config

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

デバイス# copy running-config
startup-config

VACLロギングの設定
特権 EXECモードで次の手順を実行します。

VLANアクセスコントロールリスト
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手順

目的コマンドまたはアクション

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：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

VLANマップを作成します。VLANマッ
プに名前と番号（任意）を付けます。番

vlan access-map name [number]

例：

ステップ 2

号は、マップ内のエントリのシーケンス

番号です。デバイス(config)# vlan access-map
gandymede 10

シーケンス番号の範囲は 0～ 65535で
す。

同じ名前のVLANマップを作成すると、
10ずつ増加する番号が順に割り当てら
れます。マップを変更または削除すると

きは、該当するマップエントリの番号

を入力できます。

マップ名と番号（任意）を指定すると、

アクセスマップコンフィギュレーショ

ンモードが開始されます。

IPパケットを破棄およびロギングする
よう VLANアクセスマップを設定しま
す。

action drop log

例：

デバイス(config-access-map)# action drop

ステップ 3

log

VLANアクセスマップコンフィギュ
レーションモードを終了し、グローバ

exit

例：

ステップ 4

ルコンフィギュレーションモードに戻

ります。デバイス(config-access-map)# exit

VACLロギングパラメータを設定しま
す。

vlan access-log {maxflow max_number |
threshold pkt_count}

例：

ステップ 5

• maxflow max_number：ログテーブ
ルのサイズを設定します。maxflow

デバイス(config)# vlan access-log
の値を0に設定すると、ログテーブthreshold 4000
ルの内容を削除できます。ログテー

ブルがいっぱいの場合は、ロギング

されたパケットがソフトウェアに

VLANアクセスコントロールリスト
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目的コマンドまたはアクション

よって新しいフローから破棄されま

す。

値の範囲は、0～2048です。デフォ
ルトは 500です。

• threshold pkt_count：ロギングしき
い値を設定します。5分経過する前
にフローのしきい値に達すると、ロ

グメッセージが生成されます。

しきい値の範囲は 0～ 2147483647
です。デフォルトのしきい値は0で
あり、Syslogメッセージが5分ごと
に生成されます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

デバイス(config)# end

ACLおよび VLANマップの設定例

例：パケットを拒否する ACLおよび VLANマップの作成
ここでは、パケットを拒否する ACLおよび VLANマップを作成する例を示します。最初の
マップでは、ip1 ACL（TCPパケット）に一致するすべてのパケットがドロップされます。最
初に、すべての TCPパケットを許可し、それ以外のパケットをすべて拒否する ip1 ACLを作
成します。VLANマップには IPパケットに対する match句が存在するため、デフォルトのア
クションでは、どの match句とも一致しない IPパケットがすべてドロップされます。

デバイス(config)# ip access-list extended ip1
デバイス(config-ext-nacl)# permit tcp any any
デバイス(config-ext-nacl)# exit
デバイス(config)# vlan access-map map_1 10
デバイス(config-access-map)# match ip address ip1
デバイス(config-access-map)# action drop

例：パケットを許可する ACLおよび VLANマップの作成
次に、パケットを許可する VLANマップを作成する例を示します。ACL ip2は UDPパケット
を許可し、ip2 ACLと一致するすべてのパケットが転送されます。このマップでは、これ以前

VLANアクセスコントロールリスト
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のどのACLとも一致しないすべての IPパケット（TCPでもUDPでもないパケット）がドロッ
プされます。

デバイス(config)# ip access-list extended ip2
デバイス(config-ext-nacl)# permit udp any any
デバイス(config-ext-nacl)# exit
デバイス(config)# vlan access-map map_1 20
デバイス(config-access-map)# match ip address ip2
デバイス(config-access-map)# action forward

例：IPパケットのドロップおよびMACパケットの転送のデフォルト
アクション

次の例のVLANマップでは、デフォルトで IPパケットがドロップされ、MACパケットが転送
されます。標準の ACL 101および名前付き拡張アクセスリスト igmp-matchおよび tcp-match
をこのマップと組み合わせて使用すると、次のようになります。

•すべての UDPパケットが転送されます。

•すべての IGMPパケットがドロップされます。

•すべての TCPパケットが転送されます。

•その他のすべての IPパケットがドロップされます。

•すべての非 IPパケットが転送されます。

デバイス(config)# access-list 101 permit udp any any
デバイス(config)# ip access-list extended igmp-match
デバイス(config-ext-nacl)# permit igmp any any

デバイス(config-ext-nacl)# permit tcp any any
デバイス(config-ext-nacl)# exit
デバイス(config)# vlan access-map drop-ip-default 10
デバイス(config-access-map)# match ip address 101
デバイス(config-access-map)# action forward
デバイス(config-access-map)# exit
デバイス(config)# vlan access-map drop-ip-default 20
デバイス(config-access-map)# match ip address igmp-match
デバイス(config-access-map)# action drop
デバイス(config-access-map)# exit
デバイス(config)# vlan access-map drop-ip-default 30
デバイス(config-access-map)# match ip address tcp-match
デバイス(config-access-map)# action forward

VLANアクセスコントロールリスト
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例：MACパケットのドロップおよび IPパケットの転送のデフォルト
アクション

次の例のVLANマップでは、デフォルトでMACパケットがドロップされ、IPパケットが転送
されます。MAC拡張アクセスリスト good-hostsおよび good-protocolsをこのマップと組み合
わせて使用すると、次のようになります。

•ホスト 0000.0c00.0111および 0000.0c00.0211からのMACパケットが転送されます。

• decnet-ivまたは vines-ipプロトコルを使用するMACパケットが転送されます。

•その他のすべての非 IPパケットがドロップされます。

•すべての IPパケットが転送されます。

デバイス(config)# mac access-list extended good-hosts
デバイス(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0111 any
デバイス(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0211 any
デバイス(config-ext-nacl)# exit
デバイス(config)# action forward
デバイス(config-ext-macl)# mac access-list extended good-protocols
デバイス(config-ext-macl)# permit any any vines-ip
デバイス(config-ext-nacl)# exit
デバイス(config)# vlan access-map drop-mac-default 10
デバイス(config-access-map)# match mac address good-hosts
デバイス(config-access-map)# action forward
デバイス(config-access-map)# exit
デバイス(config)# vlan access-map drop-mac-default 20
デバイス(config-access-map)# match mac address good-protocols
デバイス(config-access-map)# action forward

例：すべてのパケットをドロップするデフォルトアクション

次の例の VLANマップでは、デフォルトですべてのパケット（IPおよび非 IP）がドロップさ
れます。例 2および例 3のアクセスリスト tcp-matchおよび good-hostsをこのマップと組み合
わせて使用すると、次のようになります。

•すべての TCPパケットが転送されます。

•ホスト 0000.0c00.0111および 0000.0c00.0211からのMACパケットが転送されます。

•その他のすべての IPパケットがドロップされます。

•その他のすべてのMACパケットがドロップされます。

デバイス(config)# vlan access-map drop-all-default 10
デバイス(config-access-map)# match ip address tcp-match
デバイス(config-access-map)# action forward
デバイス(config-access-map)# exit
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デバイス(config)# vlan access-map drop-all-default 20
デバイス(config-access-map)# match mac address good-hosts
デバイス(config-access-map)# action forward

ネットワークでの VLANマップの使用方法の設定例

例：ワイヤリングクローゼットの設定
図 2 :ワイヤリングクローゼットの設定

ワイヤリングクローゼット構成では、ルーティングがスイッチ上で有効にされていない場合が

あります。ただし、この設定でも VLANマップおよび QoS分類 ACLはサポートされていま
す。ホストXおよびホストYは異なるVLAN内にあり、ワイヤリングクローゼットスイッチ
Aおよびスイッチ Cに接続されていると想定します。ホスト Xからホスト Yへのトラフィッ
クは、ルーティングが有効に設定されたレイヤ3スイッチであるスイッチBによって最終的に
ルーティングされます。ホスト Xからホスト Yへのトラフィックは、トラフィックのエント
リポイントであるスイッチ Aでアクセスコントロールできます。

HTTPトラフィックをホスト Xからホスト Yへスイッチングしない場合は、ホスト X（IPア
ドレス 10.1.1.32）からホストY（IPアドレス 10.1.1.34）に向かうすべてのHTTPトラフィック
がスイッチ Aでドロップされ、スイッチ Bにブリッジングされないように、スイッチ Aの
VLANマップを設定できます。

最初に、HTTPポート上ですべての TCPトラフィックを許可（一致）する IPアクセスリスト
httpを定義します。

デバイス(config)# ip access-list extended http
デバイス(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.1.1.32 host 10.1.1.34 eq www

VLANアクセスコントロールリスト
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デバイス(config-ext-nacl)# exit

次に、httpアクセスリストと一致するトラフィックがドロップされ、その他のすべての IPト
ラフィックが転送されるように、VLANアクセスマップ map2を作成します。

デバイス(config)# vlan access-map map2 10
デバイス(config-access-map)# match ip address http
デバイス(config-access-map)# action drop
デバイス(config-access-map)# exit
デバイス(config)# ip access-list extended match_all
デバイス(config-ext-nacl)# permit ip any any
デバイス(config-ext-nacl)# exit
デバイス(config)# vlan access-map map2 20
デバイス(config-access-map)# match ip address match_all
デバイス(config-access-map)# action forward

次に、VLANアクセスマップ map2を VLAN 1に適用します。

デバイス(config)# vlan filter map2 vlan 1

例：別の VLANにあるサーバへのアクセスの制限
図 3 :別の VLAN上のサーバへのアクセスの制限

別の VLANにあるサーバへのアクセスを制限できます。たとえば、VLAN 10内のサーバ
10.1.1.100では、次のホストへのアクセスを拒否する必要があります。

• VLAN 20内のサブネット 10.1.2.0/8にあるホストのアクセスを禁止します。

• VLAN 10内のホスト 10.1.1.4および 10.1.1.8のアクセスを禁止します。
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例：別の VLANにあるサーバへのアクセスの拒否
次に、サブネット 10.1.2.0.8内のホスト、ホスト 10.1.1.4、およびホスト 10.1.1.8のアクセスを
拒否し、その他の IPトラフィックを許可する VLANマップ SERVER1-ACLを作成して、別の
VLAN内のサーバへのアクセスを拒否する例を示します。最後のステップでは、マップSERVER1
を VLAN 10に適用します。

正しいパケットと一致する IP ACLを定義します。

デバイス(config)# ip access-list extended SERVER1_ACL
デバイス(config-ext-nacl))# permit ip 10.1.2.0 0.0.0.255 host 10.1.1.100
デバイス(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.4 host 10.1.1.100
デバイス(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.8 host 10.1.1.100
デバイス(config-ext-nacl))# exit

SERVER1_ACLと一致する IPパケットをドロップして、この ACLと一致しない IPパケット
を転送する ACLを使用して、VLANマップを定義します。

デバイス(config)# vlan access-map SERVER1_MAP
デバイス(config-access-map)# match ip address SERVER1_ACL
デバイス(config-access-map)# action drop
デバイス(config)# vlan access-map SERVER1_MAP 20
デバイス(config-access-map)# action forward
デバイス(config-access-map)# exit

VLAN 10に VLANマップを適用します。

デバイス(config)# vlan filter SERVER1_MAP vlan-list 10

VLANに適用されるルータ ACLと VLANマップの設定例
ここでは、ルータACLおよびVLANマップをVLANに適用し、スイッチドパケット、ブリッ
ジドパケット、ルーテッドパケット、およびマルチキャストパケットを処理する例を示しま

す。次の図ではそれぞれの宛先に転送されるパケットを示します。パケットのパスが VLAN
マップや ACLを示す線と交差するポイントで、パケットを転送せずにドロップする可能性も
あります。

例：ACLおよびスイッチドパケット
図 4 :スイッチドパケットへの ACLの適用

次の例に、VLAN内でスイッチングされるパケットにACLを適用する方法を示します。フォー
ルバックブリッジングによってルーティングまたは転送されず、VLAN内でスイッチングさ
れるパケットには、入力 VLANの VLANマップだけが適用されます。
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例：ACLおよびブリッジドパケット
図 5 :ブリッジドパケットへの ACLの適用

次の例に、フォールバックブリッジドパケットにACLを適用する方法を示します。ブリッジ
ドパケットの場合は、入力VLANにレイヤ 2 ACLだけが適用されます。また、非 IPおよび非
ARPパケットだけがフォールバックブリッジドパケットとなります。

VLANアクセスコントロールリスト
20

VLANアクセスコントロールリスト

例：ACLおよびブリッジドパケット



例：ACLおよびルーテッドパケット
図 6 :ルーテッドパケットへの ACLの適用

次の例に、ルーテッドパケットにACLを適用する方法を示します。ACLは次の順番で適用さ
れます。

1. 入力 VLANの VLANマップ

2. 入力ルータ ACL

3. 出力ルータ ACL

4. 出力 VLANの VLANマップ

例：ACLおよびマルチキャストパケット
図 7 :マルチキャストパケットへの ACLの適用

次の例に、IPマルチキャスト用に複製されたパケットにACLを適用する方法を示します。ルー
ティングされるマルチキャストパケットには、2つの異なるフィルタが適用されます。1つは、
宛先が入力VLAN内の他のポートである場合に使用され、もう1つは、宛先がパケットのルー
ティング先である別の VLAN内にある場合に使用されます。パケットは複数の出力 VLANに
ルーティングされる場合がありますが、この場合は宛先 VLANごとに異なるルータ出力 ACL
およびVLANマップが適用されます。最終的に、パケットは一部の出力VLAN内で許可され、
それ以外の VLANで拒否されます。パケットのコピーが、許可された宛先に転送されます。
ただし、入力 VLANマップによってパケットがドロップされる場合、パケットのコピーは宛
先に送信されません。
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