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章

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張
モバイル IP は、IPv4 と IPv6 の両方の規格の一部として含まれています。 モバイル IP を使用す
ると、ホスト デバイスが物理的な接続ポイントをあるネットワークから別のネットワークに移
動する可能性がある場合でも、そのデバイスを単一の IP アドレスで識別できます。 異なるネッ
トワーク間での移動にかかわらず、異なるポイントでの接続は、ユーザの介入なくシームレスに
行われます。 有線ネットワークからワイヤレス ネットワークまたはワイドエリア ネットワーク
へのローミングも簡単に行われます。 モバイル IP は、ユーザが企業ネットワーク内にいるか自
宅から離れているかにかかわらず、ユーザにユビキタス接続を提供します。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張について, 2 ページ
• モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の設定方法, 3 ページ
• モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の設定例, 8 ページ
• その他の関連資料, 9 ページ
• モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の機能情報, 10 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。 最新の警告および機能情報については、『Bug Search Tool』およびご使
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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP モビリティ：モバイル IP コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS Release 15SY
1

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張
モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張について

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張について
モバイル IPv6 の概要
モバイル IPv4 は、ネットワーク間を移動するときに、同じ IPv4 アドレスを保持し、中断のない
ネットワークおよびアプリケーション接続を維持する機能を IPv4 ノードに提供します。 モバイル
IPv6 では、IPv6 アドレス空間によって、任意の種類の大規模環境へのモバイル IP の展開がイネー
ブルになります。 モバイル IPv6 を使用するために外部エージェントは不要です。
モバイル IPv6 ノードを受け入れるためにシステム インフラストラクチャをアップグレードする必
要はありません。 IPv6 自動設定によって、モバイル ノード（MN）気付アドレス（CoA）の割り
当てが簡略化されます。
モバイル IPv6 は IPv6 プロトコルのメリットを利用します。たとえば、モバイル IPv6 では、IPv6
オプション ヘッダー（ルーティング、宛先、およびモビリティ）を使用し、ネイバー探索のメ
リットを利用します。
モバイル IPv6 は、三角ルーティングの回避に役立つ最適化されたルーティングを提供します。 モ
バイル IPv6 ノードは、モビリティをサポートしないノードでも透過的に動作します（ただし、こ
れらのノードはルートの最適化を行いません）。
モバイル IPv6 は、既存の IPv6 仕様との完全な下位互換性があります。 したがって、新しいモバ
イル メッセージを認識しない既存のホストは、直接ルーティング最適化は行いませんが、エラー
メッセージを送信し、モバイル ノードとの通信を継続できます。

モバイル IPv6 の機能
モバイル IPv6 を実装するには、モバイル ノードのホーム アドレスが存在するホーム サブネット
上にホーム エージェントが必要です。 IPv6 ホーム アドレス（HA）がモバイル ノードに割り当て
られます。 モバイル ノードは、接続先のネットワーク上で新しい IPv6 アドレス（CoA）を取得
します。 ホーム エージェントは、モバイル ノードの場所をエージェントに通知する BU をモバイ
ル ノードから受け入れます。 ホーム エージェントは、モバイル ノードのプロキシとして機能し、
モバイル ノードのホーム アドレスへのトラフィックを代行受信して、モバイル ノードにトンネ
リングします。
モバイル ノードは、元のホーム ネットワーク上のホーム エージェントに新しいアドレスを通知
し、対応ノードはモバイル ノードに CoA について通知します。 入力フィルタリングを使用して
いるため、モバイル ノードはホーム エージェントへのトンネル リターン トラフィックを反転さ
せ、モバイルノードの送信元アドレス（ホームアドレス）が常に地理的に正しくなるようにしま
す。
モバイル IPv6 とは、対応ノードへの IP パケットの送信時にモバイル ノードがホーム エージェン
トをバイパスする機能です。 オプションの拡張によってモバイル IPv6 での直接ルーティングが可
能になりますが、拡張は一部のモバイル IPv6 の展開では実装されない場合があります。
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モバイル IPv6 のパケット ヘッダー

直接ルーティングはモバイル IPv6 に組み込まれており、直接ルーティング機能では IPv6 ルーティ
ング ヘッダーと IPv6 宛先オプション ヘッダーが使用されます。 ルーティング ヘッダーは現在の
CoA を使用したモバイル ノードへのパケットの送信に使用され、現在の CoA はパケットの送信
元アドレスであるため、新しいホーム アドレス宛先オプションがモバイル ノードのホーム アド
レスを含めるために使用されます。

モバイル IPv6 のパケット ヘッダー
基本 IPv6 パケット ヘッダーには、合計サイズが 40 オクテット（320 ビット）の 8 つのフィール
ドがあります。 IPv6 では、フラグメンテーションはルータによって処理されず、チェックサムは
ネットワーク層で使用されないため、IPv4 ヘッダーと比べると、IPv6 ヘッダーからはフィールド
が除去されました。 代わりに、IPv6 のフラグメンテーションはパケットの送信元によって処理さ
れ、チェックサムはデータ リンク層とトランスポート層で使用されます。 また、基本 IPv6 パケッ
ト ヘッダーおよびオプション フィールドは 64 ビットに揃えられています。これにより、IPv6 パ
ケットの処理が容易になります。
モバイル IPv6 では、モバイル ノードと対応ノード間の通信にルーティングおよび宛先オプション
ヘッダーが使用されます。 新しいモビリティ オプション ヘッダーは、BU プロセスにだけ使用さ
れます。
モバイル IPv6 をサポートするために、いくつかの ICMP メッセージ タイプが定義されています。
IPv6 アクセス リストを設定して、モバイル IPv6 固有の ICMP メッセージと一致する IPv6 アクセ
ス リスト エントリを設定したり、モバイル IPv6 拡張ヘッダーを含むパケットに一致するエント
リを定義したりできます。
IPv6 パケット ヘッダーの詳細については、「IPv6 アドレッシングと基本接続の実装」モジュール
を参照してください。

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の設定方法
ルータでのモバイル IPv6 のイネーブル化
モバイル IPv6 を開始する前（インターフェイスでのモバイル IPv6 のカスタマイズを参照）また
はモバイル IPv6 が稼働しているときに、インターフェイス コンフィギュレーション パラメータ
をカスタマイズできます。

IP モビリティ：モバイル IP コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS Release 15SY
3

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張
ルータでのモバイル IPv6 のイネーブル化

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ipv6 mobile home-agent [preference preference-value
5. exit
6. exit
7. show ipv6 mobile globals
8. show ipv6 mobile home-agent interface-type interface-number [prefix]]

手順の詳細

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：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定し、ルータを
インターフェイス コンフィギュレーション モードにし
ます。

Router(config)# interface Ethernet 2

ステップ 4

ipv6 mobile home-agent [preference
preference-value

特定のインターフェイスでモバイル IPv6 ホーム エー
ジェントを初期化し、起動します。

例：
Router(config-if)# ipv6 mobile
home-agent

ステップ 5

exit
例：

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、ルータをグローバル コンフィギュレーション
モードに戻します。

Router(config-if)# exit
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
ルータを特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit

ステップ 7

show ipv6 mobile globals

グローバル モバイル IPv6 パラメータを表示します。

例：
Router# show ipv6 mobile globals

ステップ 8

show ipv6 mobile home-agent interface-type ローカルおよび検出済みのネイバー ホーム エージェン
interface-number [prefix]]
トを表示します。
例：
Router# show ipv6 mobile home-agent

モバイル IPv6 プロトコルヘッダーおよびオプションのフィルタリング
IPv6 拡張ヘッダーは、モバイル IPv6 に固有のオプション ヘッダーの使用をサポートするために
開発されました。 IPv6 モビリティ ヘッダー、タイプ 2 ルーティング ヘッダー、および宛先オプ
ション ヘッダーにより、モバイル IPv6 固有の ICMPv6 メッセージと一致する IPv6 アクセス リス
ト エントリの設定と、新規および変更された IPv6 拡張ヘッダーを含むパケットと一致するエント
リの定義が可能になります。 IPv6 アクセス リストの作成、設定、および適用方法については、
『Implementing Traffic Filters and Firewalls for IPv6 Security』モジュールを参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 access-list access-list-name
4. permit icmp {source-ipv6-prefix / prefix-length | any | host source-ipv6-address| auth} [operator
port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] [icmp-type [icmp-code] | icmp-message] [dest-option-type [doh-number | doh-type]] [dscp
value] [flow-label value] [fragments] [log] [log-input] [mobility] [mobility-type [mh-number | mh-type]]
[routing] [routing-type routing-number] [sequence value] [time-range name
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手順の詳細

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：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステッ
プ2

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。

例：
Router# configure terminal

ステッ
プ3

ipv6 access-list access-list-name

IPv6 アクセス リストを定義し、ルータを IPv6 アクセ
ス リスト コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ipv6 access-list list1

ステッ
プ4

permit icmp {source-ipv6-prefix / prefix-length | any | IPv6 アクセス リストにモバイル IPv6 固有オプション
host source-ipv6-address| auth} [operator port-number]] ヘッダーの許可または拒否条件を指定します。
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
• icmp-type 引数には、次のモバイル IPv6 固有オプ
destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[icmp-type [icmp-code] | icmp-message] [dest-option-type
ションのいずれかを指定できます（ただし、これ
[doh-number | doh-type]] [dscp value] [flow-label value]
らに限定されません）。
[fragments] [log] [log-input] [mobility] [mobility-type
• dhaad-request：数値は 144 です。
[mh-number | mh-type]] [routing] [routing-type
routing-number] [sequence value] [time-range name
• dhaad-reply：数値は 145 です。
例：

• mpd-solicitation：数値は 146 です。
• mpd-advertisement：数値は 147 です。

例：
or

例：

• doh-number または doh-type 引数とともに
dest-option-type キーワードを使用する場合、IPv6
パケットは、各 IPv6 パケット ヘッダー内の宛先
オプション拡張ヘッダーと照合されます。
• mobility キーワードが使用される場合、IPv6 パケッ

deny icmp
/ prefix-length | any | host
source-ipv6-address | auth} [operator port-number]]
{source-ipv6-prefix

{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] [icmp-type [icmp-code] |
icmp-message] [dest-option-type
[doh-number | doh-type]] [dscp value] [flow-label
value] [fragments] [log] [log-input] [mobility]

トは、各 IPv6 パケット ヘッダー内のモビリティ
拡張ヘッダーと照合されます。
• mh-number または mh-type 引数とともに
mobility-type キーワードを使用する場合、IPv6 パ
ケットは、各 IPv6 パケット ヘッダー内の
mobility-type オプション拡張ヘッダーと照合され
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

[mobility-type [mh-number | mh-type]] [routing]
[routing-type routing-number] [sequence value]
[time-range name

• routing-type キーワードと routing-number 引数を使
用する場合、IPv6 パケットは、各 IPv6 パケット
ヘッダー内のルーティングタイプ オプション拡張
ヘッダーと照合されます。

例：
Router(config-ipv6-acl)# permit icmp host
2001:DB8:0:4::32 any routing-type 2

例：

例：
or

例：
Router(config-ipv6-acl)# deny icmp host
2001:DB8:0:4::32 any routing-type 2

ICMP 到達不能メッセージの制御
IPv6 は、パケットをルーティングできない場合に、パケットの送信元に誘導される適切な ICMP
到達不能メッセージを生成します。 指定したインターフェイスに到着したパケットの ICMP 到達
不能メッセージを制御するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ipv6 unreachables

IP モビリティ：モバイル IP コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS Release 15SY
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モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張
モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の設定例

手順の詳細

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：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、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。

例：
Router(config)# interface ethernet 0/0

ステップ 4

ipv6 unreachables

指定したインターフェイスに到着したパケットの ICMPv6
到達不能メッセージの生成をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ipv6 unreachables

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の設定例
例：インターフェイスでの IPv6 モバイル情報の表示
Device(config-if)# ipv6 nd ra-interval 100 60
Subsequent use of the show ipv6 interface then displays the interval as follows:
Router(config)# show ipv6 interface ethernet 1/0
Ethernet1/0 is administratively down, line protocol is down
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::A8BB:CCFF:FE00:5A01 [TEN]
No Virtual link-local address(es):
No global unicast address is configured
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 milliseconds
ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
ND router advertisements are sent every 60 to 100 seconds

IP モビリティ：モバイル IP コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS Release 15SY
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その他の関連資料

ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands
List, All Releases』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv6 用 RFC

IPv6 の RFC

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

IP モビリティ：モバイル IP コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS Release 15SY
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モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートおよびドキュメンテーション http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
Web サイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンライン リ
ソースを提供しています。 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。

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。 この表は、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 リリースだけを
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。
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 にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 1：モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張の機能情報

機能名

リリース

モバイル IPv6 の IPv6 ACL 拡張 12.4(2)T 12.2(33)SRB
12.2(33)SXI
15.0(1)S
15.0(1)SY

機能情報
IPv6 アクセス リストを設定し
て、モバイル IPv6 固有の ICMP
メッセージと一致する IPv6 ア
クセス リスト エントリを設定
したり、モバイル IPv6 拡張
ヘッダーを含むパケットに一致
するエントリを定義したりでき
ます。
次のコマンドが導入または変更
されました。deny、ipv6
access-list、ipv6 unreachables、
permit
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