
ホップバイホップフィルタリングに対応す

るための IPv6 ACL の拡張

ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACLの拡張機能により、ホップバイ
ホップ拡張ヘッダーを含む可能性がある IPv6トラフィックを制御することができます。アクセ
スコントロールリスト（ACL）を設定して、すべてのホップバイホップトラフィックを拒否
するか、またはプロトコルに基づいて選択的にトラフィックを許可することができます。

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

• ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACLの拡張に関する情報, 3
ページ

• ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACLの拡張の設定方法, 3 ペー
ジ

• ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACLの拡張の設定例, 5 ページ

• その他の参考資料, 5 ページ

• ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACLの拡張に関する機能情報,
7 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

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/
http://www.cisco.com/


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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ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6
ACL の拡張に関する情報

ACL およびトラフィック転送
IPv6アクセスコントロールリスト（ACL）は、デバイスインターフェイスでブロックされるト
ラフィックと転送されるトラフィックを決定します。ACLを使用すると、特定のインターフェイ
スへの着信および発信を、送信元アドレスと宛先アドレスに基づいてフィルタリングできます。

ipv6 access-listコマンドを使用して、IPv6 ACLを定義し、deny および permit コマンドを使用し
てその条件を構成します。

ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACLの拡張機能は、上位層プロトコル
タイプでのトラフィックフィルタリングをサポートするために RFC 2460を実装します。

ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6
ACL の拡張の設定方法

ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張
の設定

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 hbh-acl

ステップ 3   

IPv6 ACLの許可条件を設定し
ます。

permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host

ステップ 4   

destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp
value] [flow-label value] [fragments] [hbh] [log]
[log-input] [mobility] [mobility-type [mh-number |
mh-type]] [reflect name [timeout value]] [routing]
[routing-type routing-number] [sequence value]
[time-range name]

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit icmp any any
dest-option-type

IPv6 ACLの拒否条件を設定し
ます。

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

ステップ 5   

destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp
value] [flow-label value] [fragments] [hbh] [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)# deny icmp any any
dest-option-type

特権 EXECコンフィギュレー
ションモードに戻ります。

end

例：
Device (config-ipv6-acl)# end

ステップ 6   
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ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6
ACL の拡張の設定例

例：ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACL の
拡張

Device(config)# ipv6 access-list hbh_acl
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any hbh
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp any any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp any any hbh
Device(config-ipv6-acl)# permit hbh any any
Device(config-ipv6-acl)# permit any any
Device(config-ipv6-acl)# hardware statistics
Device(config-ipv6-acl)# exit

! Assign an IP address and add the ACL on the interface.

Device(config)# interface TenGigabitEthernet4/1/0
Device(config-if)# ipv6 address 1001::1/64
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter hbh_acl in
Device(config-if)# exit
Device(config)# exit
Device# clear counters
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]
Device#

! Verify the configurations.

Device# show running-config interface TenGigabitEthernet4/1/0

Building configuration...

Current configuration : 114 bytes
!
interface TenGigabitEthernet4/1/0
no switchport
ipv6 address 1001::1/64
ipv6 traffic-filter hbh_acl
end

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

『IPv6 Configuration Guide』IPv6アドレッシングと接続

『Cisco IOS Master Commands
List, All Releases』

Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

IPv6コマンド

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

Cisco IOS IPv6機能

標準および RFC

タイトル標準/RFC

IPv6 RFCsIPv6に関する RFC

MIB

MIB のリンクMIB

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

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。
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ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6
ACL の拡張に関する機能情報

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：ホップバイホップフィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張に関する機能情報

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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