
IPv6 アクセスコントロールリスト

アクセスリストによって、デバイスインターフェイスでブロックされるトラフィックおよび転

送されるトラフィックが決定され、送信元アドレスと宛先アドレスに基づくトラフィックのフィ

ルタリング、および特定のインターフェイスへの着信および発信トラフィックのフィルタリング

を行うことができます。標準の IPv6 ACL機能が拡張されて、IPv6オプションヘッダー、および
任意でより細かい制御を行うための上位層プロトコルタイプ情報に基づくトラフィックフィル

タリングがサポートされています。標準の IPv6 ACL機能が拡張されて、IPv6オプションヘッ
ダー、および任意でより細かい制御を行うための上位層プロトコルタイプ情報に基づくトラ

フィックフィルタリングがサポートされています。

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。
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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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IPv6 アクセスコントロールリストに関する情報

IPv6 トラフィックフィルタリングのアクセスコントロールリスト
IPv6での標準のACL機能は、IPv4での標準のACLに似ています。アクセスリストによって、デ
バイスインターフェイスでブロックされるトラフィックおよび転送されるトラフィックが決定さ

れ、送信元アドレスと宛先アドレスに基づいて、特定のインターフェイスへの着信と発信をフィ

ルタリングできます。各アクセスリストの末尾には、暗黙的な deny文があります。グローバル
コンフィギュレーションモードで denyおよび permitキーワードで ipv6access-listコマンドを使
用して、IPv6 ACLを定義し、拒否および許可条件を設定します。

IPv6で拡張されたACLでは標準 IPv6 ACL機能を強化して、IPv6オプションヘッダー、および任
意でより細かい制御を行うための上位層プロトコルタイプ情報に基づくトラフィックフィルタリ

ングがサポートされています（IPv4における拡張 ACLに類似した機能です）。

IPv6 パケットインスペクション
ヘッダーフィールド（トラフィッククラス、フローラベル、ペイロード長、次ヘッダー、ホッ

プリミット、および送信元 IPアドレスや宛先 IPアドレス）は、IPv6インスペクション用に使用
されます。IPv6ヘッダーフィールドの詳細および説明については、RFC 2474を参照してくださ
い。

IPv6 でのアクセスクラスフィルタリング
IPv6ACLに基づく、デバイスとの間の着信接続と発信接続のフィルタリングは、ラインコンフィ
ギュレーションモードで ipv6access-classコマンドを使用して実行されます。ipv6access-classコマ
ンドは、IPv6 ACLが名前で定義される点を除き、access-classコマンドに似ています。IPv6 ACL
が着信トラフィックに適用される場合、ACL内の送信元アドレスは、着信接続の送信元アドレス
と照合され、ACL内の宛先アドレスは、インターフェイス上のローカルデバイスアドレスと照
合されます。IPv6ACLが発信トラフィックに適用される場合、ACL内の送信元アドレスは、イン
ターフェイス上のローカルデバイスアドレスと照合され、ACL内の宛先アドレスは、発信接続
の送信元アドレスと照合されます。ユーザが任意の接続を試行できるように、すべての仮想端末

回線で同じ制限を設定することを推奨します。
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IPv6 アクセスコントロールリストの設定方法

IPv6 トラフィックフィルタリングの設定

トラフィックフィルタリング用の IPv6 ACL の作成および設定

Cisco cBRルータの IPv6 ACLには暗黙の許可ルールは含まれません。IPv6ネイバー探索プロ
セスでは、IPv6ネットワーク層サービスを使用します。したがって、IPv6ネイバー探索をイ
ネーブルにするには、IPv6ネイバー探索パケットのインターフェイス上での送受信が許可され
るように IPv6 ACLを追加する必要があります。IPv4では、IPv6ネイバー探索プロセスと同等
のアドレス解決プロトコル（ARP）は、別のデータリンク層プロトコルを使用します。した
がってデフォルトでは、IPv4 ACLにより、ARPパケットのインターフェイス上での送受信が
暗黙的に許可されます。

（注）

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   

IPv6 ACLを定義し、IPv6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。

ipv6access-list access-list-name

例：

Device(config)# ipv6 access-list inbound

ステッ

プ 3   

• access-listname引数は、IPv6
ACLの名前を指定します。
IPv6 ACLの名前にスペース
または引用符を含めることは

できません。また、先頭を数

字にすることはできません。
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目的コマンドまたはアクション

IPv6ACLの許可条件または拒否条
件を指定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 4   • permitprotocol {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix /
prefix-length | any | host destination-ipv6-address}
[operator [port-number]] [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]

• deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length |
any | host source-ipv6-address} [operator
port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [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] [undetermined-transport

例：

Device(config-ipv6-acl)# permit tcp
2001:DB8:0300:0201::/32 eq telnet any

例：

Device(config-ipv6-acl)# deny tcp host
2001:DB8:1::1 any log-input

インターフェイスへの IPv6 ACL 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）。
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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：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type number

例：

Device(config)# interface
TenGigabitEthernet4/1/0

ステップ 3   

指定した IPv6アクセスリストを、前のステッ
プで指定したインターフェイスに適用しま

す。

ipv6traffic-filter access-list-name{in|
out}

例：

Device(config-if)# ipv6
traffic-filter outbound out

ステップ 4   

vty へのアクセスの制御

IPv6 ACL の作成によるアクセスクラスフィルタリングの提供

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   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6 ACLを定義し、IPv6ア
クセスリストコンフィギュ

ipv6access-list access-list-name

例：

Device(config)# ipv6 access-list cisco

ステップ 3   

レーションモードを開始しま

す。

IPv6ACLの許可条件または拒
否条件を指定します。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• permitprotocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any
| host source-ipv6-address} [operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix / prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator [port-number]]
[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

• deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any
| host source-ipv6-address} [operator port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator [port-number]]
[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] [undetermined-transport

例：

Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 host
2001:DB8:0:4::32 any

例：

Device(config-ipv6-acl)# deny ipv6 host
2001:DB8:0:6::6 any
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仮想端末回線への IPv6 ACL 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   

設定する特定の回線を識別し、ラインコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

line[aux| console| tty| vty]
line-number[ending-line-number]

例：

Device(config)# line vty 0 4

ステップ 3   

•この例では、vtyキーワードを使用して、
リモートコンソールアクセス用の仮想端

末回線を指定します。

IPv6 ACLに基づいて、デバイスとの間の着信
接続と発信接続をフィルタリングします。

ipv6access-class
ipv6-access-list-name{in| out}

例：

Device(config-line)# ipv6
access-class cisco in

ステップ 4   

IPv6 アクセスコントロールリストの設定例

例：IPv6 ACL 設定の確認
この例では、show ipv6 access-listコマンドを使用して、IPv6 ACLが正しく構成されているかを確
認します。

Device> show ipv6 access-list

IPv6 access list inbound
permit tcp any any eq bgp (8 matches) sequence 10
permit tcp any any eq telnet (15 matches) sequence 20
permit udp any any sequence 30
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IPv6 access list Virtual-Access2.1#427819008151 (per-user)
permit tcp host 2001:DB8:1::32 eq bgp host 2001:DB8:2::32 eq 11000 sequence 1
permit tcp host 2001:DB8:1::32 eq telnet host 2001:DB8:2::32 eq 11001 sequence 2

例：IPv6 ACL の作成と適用
次に、HTTPアクセスを日中の特定の時間に制限し、許可されていない時間のアクティビティを
記録する方法について例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# time-range lunchtime
Device(config-time-range)# periodic weekdays 12:00 to 13:00
Device(config-time-range)# exit
Device(config)# ipv6 access-list INBOUND
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any eq www time-range lunchtime
Device(config-ipv6-acl)# deny tcp any any eq www log-input
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:DB8::/32 any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:DB8::/32 any
Device(config-ipv6-acl)# end

例：vty へのアクセスの制御
次の例では、仮想端末回線 0～ 4に着信する接続は、acl1という名前の IPv6アクセスリストに基
づいてフィルタリングされます。

ipv6 access-list acl1
permit ipv6 host 2001:DB8:0:4::2/32 any
!
line vty 0 4
ipv6 access-class acl1 in

その他の参考資料

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』IPアクセスリストコマンド

『Creating an IP Access List and Applying It to an
Interface』

IPアクセスリストの設定
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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。

IPv6 アクセスコントロールリストに関する機能情報
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：IPv6 アクセスコントロールリストに関する機能情報

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 16.7.1IPv6アクセスリスト
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