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章

はじめに
• 表記法, 1 ページ
• 関連資料, 3 ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, 3 ページ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

^ または Ctrl

^ 記号と Ctrl は両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表し
ます。 たとえば、^D または Ctrl+D というキーの組み合わせは、
Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します （ここで
はキーを大文字で表記していますが、小文字で入力してもかまい
ません）。

bold フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太
字フォントで示しています。

Italic フォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するた
めの引数は、italic フォントで示しています。

courier フォント

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

太字の courier フォント

太字の courier フォントは、ユーザが入力しなければならないテ
キストを示します。

[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。
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表記法

表記法

説明

...

構文要素の後の省略記号（3 つの連続する太字ではないピリオド
でスペースを含まない）は、その要素を繰り返すことができるこ
とを示します。

|

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢
であることを示します。

[x | y]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、
波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。 角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択
すべき必須の要素を示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみな
されます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示し
ています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで
囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。
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注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

警告

「警告」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料
（注）

スイッチをインストールまたはアップグレードする前に、スイッチのリリース ノートを参照
してください。
• 次の URL にある Catalyst 2960-XR スイッチのマニュアル：
http://www.cisco.com/go/cat2960xr_docs
• 次の URL にある Cisco SFP および SFP+ モジュールのマニュアル（互換性マトリクスを含
む）：
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html
• 次の URL にある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：
http://www.cisco.com/go/designzone

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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章

コマンドライン インターフェイスの使用
この章は、次の内容で構成されています。
• コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報, 5 ページ
• CLI を使用して機能を設定する方法, 12 ページ

コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報
コマンド モード
Cisco IOS ユーザ インターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。 使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。 システム プロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンド モードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。
CLI セッションはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによって開始で
きます。
セッションを開始するときは、ユーザ モード（別名ユーザ EXEC モード）が有効です。 ユーザ
EXEC モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。 たとえばユーザ EXEC コマン
ドの大部分は、show コマンド（現在のコンフィギュレーション ステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1 回限りのコマンド
です。 ユーザ EXEC コマンドは、スイッチをリブートするときには保存されません。
すべてのコマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。 特権 EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。 このモードでは、任意の特権 EXEC コマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。
コンフィギュレーション モード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、
実行コンフィギュレーションを変更できます。 設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ
れ、スイッチをリブートするときに使用されます。各種のコンフィギュレーションモードにアク
セスするには、まずグローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。 グ
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

ローバル コンフィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドおよびライン コンフィギュレーション モードに移行できます。
次の表に、主要なコマンド モード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ
ト、およびモードの終了方法を示します。
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コマンド モード

表 1：コマンド モードの概要

モード

アクセス方法

ユーザ EXEC

Telnet、SSH、ま
たはコンソールを
使用してセッショ
ンを開始します。

プロンプト
Switch>

終了方法

モードの用途

logout または quit このモードを使用
して次の作業を行
を入力します。
います。
• 端末の設定
変更
• 基本テスト
の実行
• システム情
報の表示

特権 EXEC

ユーザ EXEC モー
ドで、enable コマ
ンドを入力しま
す。

グローバル コン 特権 EXEC モード
フィギュレーショ で、configure コマ
ン
ンドを入力しま
す。

VLAN コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、vlan
vlan-id コマンドを
入力します。

Switch#

Switch(config)#

Switch(config-vlan)#

disable を入力して このモードを使用
して、入力したコ
終了します。
マンドを確認しま
す。パスワードを
使用して、この
モードへのアクセ
スを保護します。
終了して特権
EXEC モードに戻
るには、exit また
は end コマンドを
入力するか、
Ctrl+Z を押しま
す。

このモードは、ス
イッチ全体に適用
するパラメータを
設定する場合に使
用します。

グローバル コン
フィギュレーショ
ンモードに戻る場
合は、exit コマン
ドを入力します。
特権 EXEC モード
に戻るには、
Ctrl+Z を押すか、
end を入力しま
す。
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コマンド モード

モード

アクセス方法

プロンプト

終了方法

モードの用途
このモードを使用
して、VLAN（仮
想LAN）パラメー
タを設定します。
VTP モードがトラ
ンスペアレントで
あるときは、拡張
範囲 VLAN
（VLAN ID が
1006 以上）を作成
してスイッチのス
タートアップコン
フィギュレーショ
ンファイルに設定
を保存できます。

インターフェイス グローバル コン
コンフィギュレー フィギュレーショ
ション
ン モードで、
interface コマンド
を入力し、イン
ターフェイスを指
定します。

ライン コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
line vty または line
console コマンド
を使用して回線を
指定します。

Switch(config-if)#

終了してグローバ
ル コンフィギュ
レーションモード
に戻るには、exit
を入力します。

このモードを使用
して、イーサネッ
ト ポートのパラ
メータを設定しま
す。

特権 EXEC モード
に戻るには、
Ctrl+Z を押すか、
end を入力しま
す。
Switch(config-line)#

終了してグローバ
ル コンフィギュ
レーションモード
に戻るには、exit
を入力します。

このモードを使用
して、端末回線の
パラメータを設定
します。

特権 EXEC モード
に戻るには、
Ctrl+Z を押すか、
end を入力しま
す。
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ヘルプ システムの使用
システム プロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードに使用できるコマンドのリ
ストが表示されます。 また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を
表示することもできます。

手順の概要
1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明
を表示します。

例：
Switch# help

ステップ 2

abbreviated-command-entry ?

特定のストリングで始まるコマンドのリストを表
示します。

例：
Switch# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

abbreviated-command-entry <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

例：
Switch# sh conf<tab>
Switch# show configuration

ステップ 4

?

特定のコマンド モードで使用可能なすべてのコ
マンドをリストします。

例：
Switch> ?

ステップ 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま
す。

例：
Switch> show ?
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示します。

例：
Switch(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that
receiver must keep this packet

コマンドの省略形
スイッチでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。
show configuration 特権 EXEC コマンドを省略形で入力する方法を次に示します。
Switch# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。 no 形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。 no キーワードなしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている
機能をイネーブルにすることができます。
コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。 コマンドの default 形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。 大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
されているので、default 形式は no 形式と同じになります。 ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。 こ
れらのコマンドについては、default コマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。

CLI のエラー メッセージ
次の表に、CLI を使用してスイッチを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージ
の一部を紹介します。
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表 2：CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

スイッチがコマンドとして認識 コマンドを再入力し、最後に疑
できるだけの文字数が入力され 問符（?）を入力します。コマ
ていません。
ンドと疑問符の間にはスペース
を 1 つ入れます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Incomplete command.

コマンドに必須のキーワードま コマンドを再入力し、最後に疑
たは値が、一部入力されていま 問符（?）を入力します。コマ
せん。
ンドと疑問符の間にはスペース
を 1 つ入れます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コマンドの入力ミスです。 間
違っている箇所をキャレット
（^）記号で示しています。

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンド モードで使用でき
るすべてのコマンドが表示され
ます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

コンフィギュレーション ロギング
スイッチの設定変更を記録して表示させることができます。 Configuration Change Logging and
Notification 機能を使用することで、セッションまたはユーザ ベースごとに変更内容をトラッキン
グできます。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンド
を入力したユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターン コードです。
この機能には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知
方式もあります。 Syslog へこの通知を送信することも選択できます。

（注）

CLI または HTTP の変更のみがログとして記録されます。

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

11

コマンドライン インターフェイスの使用
CLI を使用して機能を設定する方法

CLI を使用して機能を設定する方法
コマンド履歴の設定
入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。 コマンド履歴機能は、
アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し
なければならない場合、特に便利です。 必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファ サイズの変更
デフォルトでは、スイッチは履歴バッファにコマンド ライン 10 行を記録します。 現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal history [size number-of-lines]

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中にス
イッチが記録するコマンドラインの数を変更します。 サイ
ズは 0 から 256 までの間で設定できます。

例：
Switch# terminal history size 200

コマンドの呼び出し
履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。 これら
の操作は任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

手順の概要
1. Ctrl+P または上矢印キー
2. Ctrl+N または下矢印キー
3. show history
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Ctrl+P または上矢印キー

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド
が最初に呼び出されます。 キーを押すたびに、より古いコマンドが順
次表示されます。

ステップ 2

Ctrl+N または下矢印キー

Ctrl+P または上矢印キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ
内のより新しいコマンドに戻ります。 キーを押すたびに、より新しい
コマンドが順次表示されます。

ステップ 3

show history

特権 EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。 表示されるコマンドの数は、terminal history グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドの設定値によって指定されます。

例：
Switch# show history

コマンド履歴機能のディセーブル化
コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。 現在の端末セッションまたはコマン
ドラインでディセーブルにできます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal no history

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal no history

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションに
おけるこの機能をディセーブルにします。

例：
Switch# terminal no history

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化
拡張編集モードは自動的に有効に設定されますが、ディセーブルにして再びイネーブルにできま
す。
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手順の概要
1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

例：
Switch# terminal editing

ステップ 2

terminal no editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードをディセーブルにします。

例：
Switch# terminal no editing

キーストロークによるコマンドの編集
キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。 これらのキーストロークは任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

表 3：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B または左矢印キー

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl+A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl+E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。
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Ctrl+T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文
字と置き換えます。

Delete キーまたは Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl+D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+U または Ctrl+X

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl+V または Esc Q

特定のキーストロークを実行可能なコマンド
（通常はショートカット）として指定します。

Return キー

1 行または 1 画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。
（注）

show コマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、
More プロンプトが使用されます。
More プロンプトが表示された場合
は、Return キーおよび Space キーを使
用してスクロールできます。

Space バー

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl+L または Ctrl+R

スイッチから画面に突然メッセージが出力され
た場合に、現在のコマンドラインを再表示しま
す。
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画面幅よりも長いコマンドラインの編集
画面上で 1 行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。 カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは 10 文字分だけ左へシフ
トされます。 コマンドラインの先頭から 10 文字までは見えなくなりますが、左へスクロールし
て、コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。 これらのキー操作は任意です。
コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl+B キーまたは←キーを繰り
返し押します。 コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl+A を押します。

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

（注）

次に、画面上で 1 行分を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要
1. access-list
2. Ctrl+A
3. Return キー

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

1 行分を超えるグローバル コンフィギュレーション コマンド
入力を表示します。

例：
Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35
Switch(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Switch(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Switch(config)# $15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35 255.255.255.0 eq 45

ステップ 2

Ctrl+A

完全な構文をチェックします。

例：

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.2$

ステップ 3

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10 文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。 ドル記号（$）は、その行が
左へスクロールされたことを表します。 カーソルが行末に達
するたびに、その行は再び10文字分だけ左へシフトされます。

Return キー

コマンドを実行します。
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コマンドまたはアクション

目的
ソフトウェアでは、端末画面は 80 カラム幅であると想定され
ています。 画面の幅が異なる場合は、terminal width 特権 EXEC
コマンドを使用して端末の幅を設定します。
ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前に
入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できます。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
show および more コマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。 この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。 これらのコマンドの
使用は任意です。

手順の概要
1. {show | more} command | {begin | include | exclude} regular-expression

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

{show | more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

出力を検索およびフィルタリングします。

例：
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

文字列では、大文字と小文字が区別されます。 た
とえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は
表示されます。

コンソール接続または Telnet による CLI アクセス
CLI にアクセスするには、スイッチのハードウェア インストレーション ガイドに記載されている
手順で、スイッチのコンソール ポートに端末または PC を接続するか、または PC をイーサネット
管理ポートに接続して、スイッチの電源をオンにする必要があります。
スイッチがすでに設定されている場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッ
ションによって CLI にアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にス
イッチを設定しておく必要があります。
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次のいずれかの方法で、スイッチとの接続を確立できます。
• スイッチ コンソール ポートに管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムを接続するか、
またはイーサネット管理ポートに PC を接続します。 コンソール ポートまたはイーサネット
管理ポートへの接続については、スイッチのハードウェア インストレーション ガイドを参
照してください。
• リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IP または暗号化 Secure Shell（SSH; セキュ
ア シェル）パッケージを使用します。 スイッチは Telnet または SSH クライアントとのネッ
トワーク接続が可能でなければなりません。また、スイッチにイネーブル シークレット パ
スワードを設定しておくことも必要です。
• スイッチは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポートします。 1 人の Telnet ユーザ
によって行われた変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。
• スイッチは最大 5 つの安全な SSH セッションを同時にサポートします。
コンソール ポート、イーサネット管理ポート、Telnet セッション、または SSH セッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
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MLD スヌーピングの設定
このモジュールには、MLD スヌーピングの設定の詳細が含まれています。
• 機能情報の確認, 19 ページ
• IPv6 MLD スヌーピングの設定に関する情報, 19 ページ
• IPv6 MLD スヌーピングの設定方法, 25 ページ
• MLD スヌーピング情報の表示, 34 ページ
• MLD スヌーピングの設定例, 35 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。
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。

IPv6 MLD スヌーピングの設定に関する情報
スイッチ上で Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングを使用して、スイッチド ネット
ワーク内のクライアントおよびルータに IP Version 6（IPv6）マルチキャスト データを効率的に配
信することができます。特に明記しない限り、スイッチという用語は、スタンドアロンスイッチ
およびスイッチ スタックを指します。

（注）

Catalyst 2960-XR スイッチで IPv6 を使用するには、スイッチ上にデュアル IPv4 および IPv6 ス
イッチング データベース管理（SDM）テンプレートが設定されている必要があります。
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（注）

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応する
コマンド リファレンスまたは手順に記載された Cisco IOS のマニュアルを参照してください。

MLD スヌーピングの概要
IP Version 4（IPv4）では、レイヤ 2 スイッチはインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）
スヌーピングを使用して、動的にレイヤ 2 インターフェイスを設定することにより、マルチキャ
スト トラフィックのフラッディングを抑制します。そのため、マルチキャスト トラフィックは IP
マルチキャスト デバイスに対応付けられたインターフェイスにだけ転送されます。 IPv6 では、
MLD スヌーピングが同様の機能を実行します。 MLD スヌーピングを使用すると、IPv6 マルチ
キャスト データは VLAN（仮想 LAN）内のすべてのポートにフラッディングされるのではなく、
データを受信するポートのリストに選択的に転送されます。 このリストは、IPv6 マルチキャスト
制御パケットをスヌーピングすることにより構築されます。
MLD は IPv6 マルチキャスト ルータで使用されるプロトコルで、ルータに直接接続されたリンク
上のマルチキャスト リスナー（IPv6 マルチキャスト パケットを受信するノード）の存在、および
隣接ノードを対象とするマルチキャスト パケットを検出します。 MLD は IGMP から派生してい
ます。MLD バージョン 1（MLDv1）は IGMPv2 と、MLD バージョン 2（MLDv2）は IGMPv3 と
それぞれ同等です。 MLD は Internet Control Message Protocol バージョン 6（ICMPv6）のサブプロ
トコルです。MLD メッセージは ICMPv6 メッセージのサブセットで、IPv6 パケット内で先頭の
Next Header 値 58 により識別されます。
スイッチは、次の 2 つのバージョンの MLD スヌーピングをサポートします。
• MLDv1 スヌーピング：MLDv1 制御パケットを検出し、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに
基づいてトラフィックのブリッジングを設定します。
• MLDv2 基本スヌーピング（MBSS）：MLDv2 制御パケットを使用して、IPv6 宛先マルチキャ
スト アドレスに基づいてトラフィックの転送を設定します。
スイッチは MLDv1 プロトコル パケットと MLDv2 プロトコル パケットの両方でスヌーピングで
き、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに基づいて IPv6 マルチキャスト データをブリッジングし
ます。

（注）

スイッチは、IPv6 送信元および宛先マルチキャスト アドレスベースの転送を設定する MLDv2
拡張スヌーピングをサポートしません。
MLD スヌーピングは、グローバルまたは VLAN 単位でイネーブルまたはディセーブルに設定で
きます。 MLD スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト アドレス
テーブルはソフトウェアおよびハードウェアで構築されます。 その後、スイッチはハードウェア
で IPv6 マルチキャストアドレスに基づくブリッジングを実行します。
IPv6 マルチキャスト標準に従い、スイッチは自身の MAC アドレスの下位 4 オクテットと MAC ア
ドレス 33:33:00:00:00:00 の論理 OR を実行して、MAC マルチキャストアドレスを抽出します。 た
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とえば、IPv6 の MAC アドレス FF02:DEAD:BEEF:1:3 は、イーサネットの MAC アドレス
33:33:00:01:00:03 にマッピングされます。
IPv6 宛先アドレスと MAC 宛先アドレスが一致しない場合、マルチキャスト パケットは一致しま
せん。 スイッチは、一致しないパケットをハードウェア ベースの MAC アドレス テーブルによっ
て転送します。 MAC 宛先アドレスが MAC アドレス テーブルにない場合、スイッチは受信した
ポートと同じ VLAN 内のすべてのポートにパケットをフラッディングします。

MLD メッセージ
MLDv1 は、次の 3 種類のメッセージをサポートします。
• Listener Query：IGMPv2 クエリーと同等で、General Query または Mulicast-Address-Specific
Query（MASQ）のいずれかになります。
• Multicast Listener Report：IGMPv2 レポートと同等です。
• Multicast Listener Done メッセージ：IGMPv2 Leave メッセージと同等です。
MLDv2 では、MLDv1 レポートおよび Done メッセージに加えて、MLDv2 クエリーおよび MLDv2
レポートもサポートします。
メッセージの送受信の結果生じるメッセージ タイマーおよびステート移行は、IGMPv2 メッセー
ジの場合と同じです。 リンクに対してローカルで有効な IPv6 送信元アドレスを持たない MLD
メッセージは、MLD ルータおよび MLD スイッチで無視されます。

MLD クエリー
スイッチは MLD クエリーを送信し、IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築し、MLD
グループ固有クエリー、MLD グループおよび送信元固有クエリーを生成して、MLD Done メッ
セージに応答します。また、スイッチはレポート抑制、レポートプロキシング、即時脱退機能、
およびスタティックな IPv6 マルチキャスト グループ アドレス設定もサポートします。
MLD スヌーピングがディセーブルの場合、すべての MLD クエリーが入力 VLAN でフラッディン
グされます。
MLD スヌーピングがイネーブルの場合、受信された MLD クエリーが入力 VLAN でフラッディン
グされ、クエリーのコピーは CPU に送信され、処理されます。 MLD スヌーピングでは、受信さ
れたクエリーから IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築します。 MLD スヌーピング
は、マルチキャストルータポートを検出して、タイマーを維持し、レポート応答時間を設定しま
す。また、VLAN のクエリア IP 送信元アドレス、VLAN 内のクエリア ポートを学習して、マルチ
キャストアドレス エージングを維持します。
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（注）

IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチであり、拡張 VLAN（範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、Catalyst 2960、2960-S、2960-C または 2960-X スイッチが VLAN 上でクエリー
を受信できるようにするため、IPv6 MLD スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN
でイネーブルにする必要があります。 標準範囲 VLAN（1 ～ 1005）の場合、IPv6 MLD スヌー
ピングを Catalyst 6500 スイッチの VLAN でイネーブルにする必要はありません。
グループが MLD スヌーピング データベースに存在する場合、スイッチは MLDv1 レポートを送信
して、グループ固有のクエリーに応答します。 このグループが不明の場合、グループ固有のクエ
リーは入力 VLAN にフラッディングされます。
ホストがマルチキャスト グループから脱退する場合、MLD Done メッセージ（IGMP Leave メッ
セージと同等）を送信できます。 スイッチが MLDv1 Done メッセージを受信した際に、即時脱退
がイネーブルでなければ、スイッチはメッセージを受信したポートに MASQ を送信して、ポート
に接続する他のデバイスがマルチキャスト グループに残る必要があるかどうか判別します。

マルチキャスト クライアント エージングの堅牢性
クエリー数に基づいて、アドレスからのポート メンバーシップの削除を設定できます。 1 つのア
ドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリーに関して
ポート上のアドレスに対するレポートがない場合のみです。 デフォルトの回数は 2 回です。

マルチキャスト ルータ検出
IGMP スヌーピングと同様に、MLD スヌーピングでは次の特性を持つマルチキャスト ルータ検出
を行います。
• ユーザにより設定されたポートには、期限切れがありません。
• ダイナミックなポート学習は、MLDv1 スヌーピング クエリーおよび IPv6 PIMv2 パケットに
より行われます。
• 複数のルータが同じレイヤ 2 インターフェイス上にある場合、MLD スヌーピングではポート
上の単一のマルチキャスト ルータ（直前にルータ制御パケットを送信したルータ）を追跡し
ます。
• マルチキャスト ルータ ポートのダイナミックなエージングは、デフォルト タイマーの 5 分
に基づきます。ポート上で制御パケットが 5 分間受信されない場合、マルチキャスト ルータ
はルータのポート リストから削除されます。
• IPv6 マルチキャスト ルータ検出が実行されるのは、MLD スヌーピングがスイッチでイネー
ブルの場合のみです。
• 受信された IPv6 マルチキャスト ルータ制御パケットは、スイッチで MLD スヌーピングがイ
ネーブルかどうかにかかわらず、常に入力 VLAN にフラッディングされます。
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• 最初の IPv6 マルチキャスト ルータ ポートが検出された後は、不明の IPv6 マルチキャスト
データは、検出されたルータ ポートに対してのみ転送されます（それまでは、すべての IPv6
マルチキャスト データは入力 VLAN にフラッディングされます）。

MLD レポート
MLDv1 join メッセージは、本質的には IGMPv2 と同じように処理されます。 IPv6 マルチキャスト
ルータが VLAN で検出されない場合は、レポートが処理されないか、またはスイッチから転送さ
れません。 IPv6 マルチキャスト ルータが検出され、MLDv1 レポートが受信されると、IPv6 マル
チキャスト グループ アドレスが VLAN の MLD データベースに入力されます。 その後、VLAN
内のグループに対するすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックが、このアドレスを使用して転
送されます。 MLD スヌーピングがディセーブルの場合、レポートは入力 VLAN でフラッディン
グされます。
MLD スヌーピングがイネーブルの場合は、MLD レポート抑制（リスナー メッセージ抑制）は自
動的にイネーブルになります。 レポート抑制により、スイッチはグループで受信された最初の
MLDv1 レポートを IPv6 マルチキャスト ルータに転送します。グループのそれ以降のレポートは
ルータに送信されません。 MLD スヌーピングがディセーブルの場合は、レポート抑制がディセー
ブルになり、すべての MLDv1 レポートは入力 VLAN にフラッディングされます。
スイッチは、MLDv1 プロキシ レポーティングもサポートします。 MLDv1 MASQ が受信される
と、スイッチに他のポートのグループが存在する場合、およびクエリーを受信したポートとアド
レスの最後のメンバ ポートが異なる場合は、スイッチはクエリーを受信したアドレスに関する
MLDv1 レポートで応答します。

MLD Done メッセージおよび即時脱退
即時脱退機能がイネーブルの場合にホストが MLDv1 Done メッセージ（IGMP Leave メッセージと
同等）を送信すると、Done メッセージを受信したポートはグループからただちに削除されます。
VLAN で即時脱退をイネーブルにする場合は（IGMP スヌーピングと同様に）、ポートに単一の
ホストが接続されている VLAN でのみこの機能を使用します。 ポートがグループの最後のメンバ
である場合、グループも削除され、検出された IPv6 マルチキャスト ルータに脱退情報が転送され
ます。
VLAN で即時脱退がイネーブルでない場合に（1 つのポート上にグループのクライアントが複数
ある場合）、Done メッセージがポートで受信されると、このポートで MASQ が生成されます。
ユーザは、既存アドレスのポート メンバーシップが削除される時期を MASQ 数の観点から制御で
きます。 アドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエ
リーに関してポート上のアドレスに対する MLDv1 レポートがない場合です。
生成される MASQ 数は、 ipv6 mld snooping last-listener-query count グローバル コンフィギュレー
ション コマンドにより設定されます。 デフォルトの回数は 2 回です。
MASQ は、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信されます。 スイッ
チの最大応答時間内に MASQ で指定された IPv6 マルチキャスト アドレスにレポートが送信され
なければ、MASQ が送信されたポートは IPv6 マルチキャスト アドレス データベースから削除さ
れます。 最大応答時間は、 ipv6 mld snooping last-listener-query-interval グローバル コンフィギュ

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

23

MLD スヌーピングの設定
MLD スヌーピングの概要

レーション コマンドにより設定します。 削除されたポートがマルチキャスト アドレスの最後の
メンバである場合は、マルチキャスト アドレスも削除され、スイッチは検出されたマルチキャス
ト ルータすべてにアドレス脱退情報を送信します。
即時脱退がイネーブルでない場合に、ポートが MLD Done メッセージを受信すると、スイッチは
ポートで MASQ を生成して、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信
します。 ポートがマルチキャスト グループから削除される前に、送信される MASQ 数およびス
イッチが応答を待機する時間を任意で設定できます。
MLDv1 即時脱退をイネーブルにした場合、スイッチはポートで MLD Done メッセージを検出する
とただちに、マルチキャストグループからポートを削除します。即時脱退機能を使用するのは、
VLAN の各ポート上にレシーバが 1 つだけ存在する場合に限定してください。 同一ポートにマル
チキャスト グループのクライアントが複数ある場合は、VLAN で即時脱退をイネーブルにしては
なりません。

TCN 処理
ipv6 mld snooping tcn query solicit グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ト
ポロジ変更通知（TCN）送信請求をイネーブルにすると、MLDv1 スヌーピングは、設定された数
の MLDv1 クエリーによりすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックをフラッディングするよう
VLAN に設定してから、選択されたポートにのみマルチキャスト データの送信を開始します。 こ
の値は、 ipv6 mld snooping tcn flood query count グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用して設定します。 デフォルトでは、2 つのクエリーが送信されます。 スイッチが VLAN 内の
STP ルートになる場合、またはスイッチがユーザにより設定された場合は、リンクに対してロー
カルで有効な IPv6 送信元アドレスを持つ MLDv1 グローバル Done メッセージも生成されます。
これは IGMP スヌーピングの場合と同じです。

スイッチ スタックでの MLD スヌーピング
MLD IPv6 グループ アドレス データベースは、どのスイッチが IPv6 マルチキャスト グループを
学習するかに関係なく、スタック内のすべてのスイッチ上で保持されます。 レポート抑制とプロ
キシ レポーティングは、スタック全体で行われます。 最大応答時間の間、1 つのグループに受信
したレポートでマルチキャスト ルータに転送されるのは、どのスイッチにそのレポートが到達し
たかに関係なく、1 つだけです。
新しいスタック マスターの選択は、IPv6 マルチキャスト データの学習やブリッジングには影響し
ません。IPv6 マルチキャスト データのブリッジングは、スタック マスターの再選択中にも停止し
ません。 新しいスイッチがスタックに追加されると、スタック マスターからの学習済み IPv6 マ
ルチキャスト情報との同期が取られます。 同期が完了するまでは、新しく追加されたスイッチで
のデータ入力は、不明マルチキャスト データとして扱われます。
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IPv6 MLD スヌーピングの設定方法
MLD スヌーピングのデフォルト設定
表 4：MLD スヌーピングのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

MLD スヌーピング（グローバル）

ディセーブル

MLD スヌーピング（VLAN 単位）

イネーブル VLAN MLD スヌーピングが実行されるために
は、MLD スヌーピングがグローバルにイネーブルである
必要があります。

IPv6 マルチキャスト アドレス

未設定

IPv6 マルチキャスト ルータ ポート

未設定

MLD スヌーピング即時脱退

ディセーブル

MLD スヌーピングの堅牢性変数

グローバル：2、VLAN 単位：0
（注）

最後のリスナー クエリー カウント

VLAN 値はグローバル設定を上書きします。
VLAN 値が 0 の場合、VLAN はグローバル数を
使用します。

グローバル：2、VLAN 単位：0
（注）

VLAN 値はグローバル設定を上書きします。
VLAN 値が 0 の場合、VLAN はグローバル数を
使用します。

最後のリスナー クエリー インターバ グローバル：1000（1 秒）、VLAN：0
ル
（注）
VLAN 値はグローバル設定を上書きします。
VLAN 値が 0 の場合、VLAN はグローバルのイ
ンターバルを使用します。
TCN クエリー送信請求

ディセーブル

TCN クエリー カウント

2.

MLD リスナー抑制

ディセーブル
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MLD スヌーピング設定時の注意事項
MLD スヌーピングの設定時は、次の注意事項に従ってください。
• MLD スヌーピングの特性はいつでも設定できますが、設定を有効にする場合は、 ipv6 mld
snooping グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して MLD スヌーピングをグ
ローバルにイネーブルにする必要があります。
• IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチであり、拡張 VLAN（範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、スイッチが VLAN 上でクエリーを受信できるようにするため、IPv6 MLD
スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN でイネーブルにする必要があります。
標準範囲 VLAN（1 ～ 1005）の場合、IPv6 MLD スヌーピングを Catalyst 6500 スイッチの
VLAN でイネーブルにする必要はありません。
• MLD スヌーピングと IGMP スヌーピングは相互に独立して動作します。 スイッチで両方の
機能を同時にイネーブルにできます。
• スイッチまたはスイッチ スタックで保持可能なマルチキャスト エントリの最大数は、設定
された SDM テンプレートによって決まります。
• スイッチまたはスイッチ スタックに保持可能なアドレス エントリの最大数は 1000 です。

スイッチでのMLDスヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化
デフォルトでは、IPv6 MLD スヌーピングはスイッチではグローバルにディセーブルで、すべての
VLAN ではイネーブルです。 MLD スヌーピングがグローバルにディセーブルの場合は、すべて
の VLAN でもディセーブルです。 MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにすると、VLAN
設定はグローバル設定を上書きします。 つまり、MLD スヌーピングはデフォルト ステート（イ
ネーブル）の VLAN インターフェイスでのみイネーブルになります。
VLAN 単位または VLAN 範囲で MLD スヌーピングをイネーブルおよびディセーブルにできます
が、MLD スヌーピングをグローバルにディセーブルにした場合は、すべての VLAN でディセー
ブルになります。 グローバル スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブ
ルまたはディセーブルに設定できます。
スイッチで MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の
手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping

スイッチで MLD スヌーピングをイネーブルにし
ます。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

（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：
Switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5

OS（オペレーティング システム）をリロードし
ます。

reload
例：
Switch(config)# reload

VLAN に対する MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル
化
VLAN で MLD スヌーピングをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping

スイッチで MLD スヌーピングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping

ステップ 3

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
例：

ステップ 4

VLAN で MLD スヌーピングをイネーブルにします。 指
定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。
VLAN スヌーピングをイネーブルにするには、
MLD スヌーピングがグローバルにイネーブル
である必要があります。

Switch(config)# ipv6 mld snooping
vlan 1

（注）

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping
vlan 1

スタティックなマルチキャスト グループの設定
ホストまたはレイヤ 2 ポートは、通常マルチキャスト グループにダイナミックに加入しますが、
VLAN に IPv6 マルチキャスト アドレスおよびメンバ ポートをスタティックに設定することもで
きます。
マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポートを追加するには、特権 EXEC モードで次
の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id static
マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポート
ipv6_multicast_address interface interface-id にマルチキャスト グループを設定します。
• vlan-id は、マルチキャスト グループの VLAN ID で

例：

す。 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および
1006 ～ 4094 です。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1
static FF12::3 interface gigabitethernet
0/1

• ipv6_multicast_address は、128 ビットのグループ IPv6
アドレスです。 このアドレスは RFC 2373 で指定さ
れた形式でなければなりません。
• interface-id は、メンバ ポートです。 物理インター
フェイスまたはポート チャネル（1 ～ 48）に設定で
きます。

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

次のいずれかを使用します。
• show ipv6 mld snooping address

スタティック メンバ ポートおよび IPv6 アドレスを確認
します。

• show ipv6 mld snooping address vlan
vlan-id

例：
Switch# show ipv6 mld snooping address

または
Switch# show ipv6 mld snooping vlan 1

マルチキャスト ルータ ポートの設定
（注）

マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポートに限りサポートされます。
VLAN にマルチキャスト ルータ ポートを追加するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。
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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

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping vlan vlan-id mrouter
interface interface-id

マルチキャスト ルータの VLAN ID を指定して、マルチ
キャスト ルータにインターフェイスを指定します。

例：

• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 mrouter interface gigabitethernet
0/2

• このインターフェイスには物理インターフェイスま

～ 4094 です。
たはポート チャネルを指定できます。 ポート チャ
ネル範囲は 1 ～ 48 です。

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping mrouter [ vlan
vlan-id ]

VLAN インターフェイスで IPv6 MLD スヌーピングがイ
ネーブルになっていることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 mld snooping mrouter
vlan 1

MLD 即時脱退のイネーブル化
MLDv1 即時脱退をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id immediate-leave VLAN インターフェイスで MLD 即時脱退をイ
ネーブルにします。
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1
immediate-leave

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping vlan vlan-id

VLAN インターフェイス上で即時脱退がイネー
ブルになっていることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 mld snooping vlan 1

MLD スヌーピング クエリーの設定
スイッチまたは VLAN に MLD スヌーピング クエリーの特性を設定するには、特権 EXEC モード
で次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 mld snooping robustness-variable
value

（任意）スイッチが一般クエリーに応答しないリスナー（ポー
ト）を削除する前に、送信されるクエリー数を設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 3 です。デフォルトは 2 です。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping
robustness-variable 3
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
robustness-variable value

（任意）VLAN 単位でロバストネス変数を設定します。これ
により、MLD レポート応答がない場合にマルチキャスト ア
ドレスがエージング アウトされるまでに、MLD スヌーピン
グが送信する一般クエリー数が決定されます。 指定できる範
囲は 1 ～ 3 です。デフォルトは 0 です。 0 に設定すると、使
用される数はグローバルな堅牢性変数の値になります。

例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 robustness-variable 3

ステップ 4

ipv6 mld snooping
last-listener-query-count count
例：

（任意）MLD クライアントがエージング アウトされる前に
スイッチが送信する MASQ 数を設定します。 指定できる範囲
は 1 ～ 7 です。デフォルトは 2 です。 クエリーは 1 秒後に送
信されます。

Switch(config)# ipv6 mld snooping
last-listener-query-count 7

ステップ 5

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
last-listener-query-count count
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 last-listener-query-count 7

ステップ 6

ipv6 mld snooping
last-listener-query-interval interval
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping
last-listener-query-interval 2000

ステップ 7

ipv6 mld snooping vlan vlan-id
last-listener-query-interval interval
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan
1 last-listener-query-interval 2000

ステップ 8

ipv6 mld snooping tcn query solicit
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn
query solicit

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー カウントを設定し
ます。 この値はグローバルに設定された値を上書きします。
指定できる範囲は 1 ～ 7 です。デフォルトは 0 です。 0 に設
定すると、グローバルなカウント値が使用されます。 クエ
リーは 1 秒後に送信されます。
（任意）スイッチが MASQ を送信したあと、マルチキャスト
グループからポートを削除するまで待機する最大応答時間を
設定します。 指定できる範囲は、100 ～ 32,768 ミリ秒です。
デフォルト値は 1000（1 秒）です。

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー インターバルを設
定します。 この値はグローバルに設定された値を上書きしま
す。 指定できる範囲は、0 ～ 32,768 ミリ秒です。 デフォルト
は 0 です。 0 に設定すると、グローバルな最後のリスナー ク
エリー インターバルが使用されます。
（任意）トポロジ変更通知（TCN）をイネーブルにします。
これにより、VLAN は設定された数のクエリーに関する IPv6
マルチキャスト トラフィックすべてをフラッディングしてか
ら、マルチキャスト データをマルチキャスト データの受信を
要求するポートに対してのみ送信します。 デフォルトでは、
TCN はディセーブルに設定されています。
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

ipv6 mld snooping tcn flood query count （任意）TCN がイネーブルの場合、送信される TCN クエリー
count
数を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 10 で、デフォルト
は 2 です。
例：
Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn
flood query count 5

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11

show ipv6 mld snooping querier [ vlan
vlan-id]

（任意）スイッチまたは VLAN の MLD スヌーピング クエリ
ア情報を確認します。

例：
Switch(config)# show ipv6 mld snooping
querier vlan 1

MLD リスナー メッセージ抑制のディセーブル化
デフォルトでは、MLD スヌーピング リスナー メッセージ抑制はイネーブルに設定されています。
この機能がイネーブルの場合、スイッチはマルチキャスト ルータ クエリーごとに 1 つの MLD レ
ポートのみを転送します。メッセージ抑制がディセーブルの場合は、複数のマルチキャストルー
タに MLD レポートが転送されます。
MLD リスナー メッセージ抑制をディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行
します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

no ipv6 mld snooping listener-message-suppression MLDメッセージ抑制をディセーブルにします。
例：
Switch(config)# no ipv6 mld snooping
listener-message-suppression

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

33

MLD スヌーピングの設定
MLD スヌーピング情報の表示

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 mld snooping

IPv6 MLD スヌーピング レポート抑制がディ
セーブルであることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 mld snooping

MLD スヌーピング情報の表示
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの MLD スヌーピング情報を表示できます。 また、MLD スヌーピング用に設定され
た VLAN の IPv6 グループ アドレス マルチキャスト エントリを表示することもできます。
表 5：MLD スヌーピング情報表示用のコマンド

コマンド

目的

show ipv6 mld snooping [ vlan vlan-id ]

スイッチのすべての VLAN または指定された
VLAN の MLD スヌーピング設定情報を表示し
ます。
（任意）個々の VLAN に関する情報を表示する
には、 vlan vlan-id を入力します。 指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

show ipv6 mld snooping mrouter [ vlan vlan-id
]

ダイナミックに学習され、手動で設定されたマ
ルチキャスト ルータ インターフェイスの情報
を表示します。 MLD スヌーピングをイネーブ
ルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータ
の接続先であるインターフェイスを自動的に学
習します。 これらのインターフェイスは動的に
学習されます。
（任意）個々の VLAN に関する情報を表示する
には vlan vlan-id を入力します。 指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。
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コマンド

目的

show ipv6 mld snooping querier [ vlan vlan-id ] VLAN 内で直前に受信した MLD クエリー メッ
セージの IPv6 アドレスおよび着信ポートに関
する情報を表示します。
（任意） vlan vlan-id を入力して、単一の VLAN
情報を表示します。指定できる VLAN ID の範
囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。
show ipv6 mld snooping address [ vlan vlan-id ] すべての IPv6 マルチキャスト アドレス情報あ
[ count | dynamic | user ]
るいはスイッチまたは VLAN の特定の IPv6 マ
ルチキャスト アドレス情報を表示します。
• count を入力して、スイッチまたは VLAN
のグループ数を表示します。
• dynamic を入力して、スイッチまたは
VLAN の MLD スヌーピング学習済みグ
ループ情報を表示します。
• user を入力して、スイッチまたは VLAN
の MLD スヌーピング ユーザ設定グループ
情報を表示します。
show ipv6 mld snooping address vlan vlan-id [
ipv6-multicast-address ]

指定の VLAN および IPv6 マルチキャスト アド
レスの MLD スヌーピングを表示します。

MLD スヌーピングの設定例
スタティックなマルチキャスト グループの設定：例
次に、IPv6 マルチキャスト グループをスタティックに設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 2 static FF12::3 interface gigabitethernet
1/0/1
Switch(config)# end
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マルチキャスト ルータ ポートの設定：例
次に、VLAN 200 にマルチキャスト ルータ ポートを追加する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet
0/2
Switch(config)# exit

MLD 即時脱退のイネーブル化：例
次に、VLAN 130 で MLD 即時脱退をイネーブルにする例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 130 immediate-leave
Switch(config)# exit

MLD スヌーピング クエリーの設定：例
次に、MLD スヌーピングのグローバルな堅牢性変数を 3 に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3
Switch(config)# exit

次に、VLAN の MLD スヌーピングの最後のリスナー クエリー カウントを 3 に設定する例を示し
ます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 last-listener-query-count 3
Switch(config)# exit

次に、MLD スヌーピングの最後のリスナー クエリー インターバル（最大応答時間）を 2000（2
秒）に設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 2000
Switch(config)# exit
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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。
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。

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定について
この章では、スイッチに IPv6 ユニキャスト ルーティングを設定する方法について説明します。

（注）

この章のすべての IPv6 機能を使用するには、スイッチまたはスタック マスターが IP Lite フィー
チャ セットを実行している必要があります。 LAN ベースのフィーチャ セットが稼働している
スイッチは、IPv6 ホスト機能だけをサポートします。
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IPv6 の概要
IPv4 ユーザは IPv6 に移行することができ、エンドツーエンドのセキュリティ、Quality of Service
（QoS）、およびグローバルに一意なアドレスのようなサービスを利用できます。 IPv6 アドレス
スペースによって、プライベートアドレスの必要性が低下し、ネットワークエッジの境界ルータ
で Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）処理を行う必要性も低下しま
す。
シスコの IPv6 の実装方法については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6553/products_ios_technology_home.html
IPv6 およびこの章のその他の機能については、
• 『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』を参照してください。
• Cisco.com の [Search] フィールドを使用して、Cisco IOS ソフトウェア マニュアルを特定しま
す。 たとえば、スタティック ルートについての情報が必要な場合は、[Search] フィールドで
Implementing Static Routes for IPv6 と入力すると、スタティック ルートについて調べられま
す。

IPv6 形式のアドレス
スイッチがサポートするのは、IPv6 ユニキャスト アドレスだけです。 スイッチはサイトローカル
なユニキャスト アドレス、エニキャスト アドレス、またはマルチキャスト アドレスをサポート
しません。
IPv6 の 128 ビット アドレスは、コロンで区切られた一連の 8 つの 16 進フィールド（n:n:n:n:n:n:n:n.
の形式）で表されます。 次に、IPv6 アドレスの例を示します。
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:080F:130B
実装を容易にするために、各フィールドの先行ゼロは省略可能です。 上記アドレスは、先行ゼロ
を省略した次のアドレスと同じです。
2031:0:130F:0:0:9C0:80F:130B
2 つのコロン（::）を使用して、ゼロが連続する 16 進フィールドを表すことができます。ただし、
この短縮形を使用できるのは、各アドレス内で 1 回のみです。
2031:0:130F::09C0:080F:130B
IPv6 アドレス形式、アドレス タイプ、および IPv6 パケット ヘッダーの詳細については、Cisco.com
で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library 』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」
の章を参照してください。
「Information About Implementing Basic Connectivity for IPv6」の章では、次の項の内容がスイッチ
に適用されます。
• IPv6 アドレス形式
• IPv6 アドレス タイプ：ユニキャスト
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• IPv6 アドレスの出力表示
• 簡易 IPv6 パケット ヘッダー

サポート対象の IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
スイッチでは、拡張アドレス機能、ヘッダー フォーマットの単純化、拡張子およびオプションの
サポートの改善、および拡張ヘッダーのハードウェア解析などがサポートされています。 また、
ホップ単位の拡張ヘッダー パケットもサポートし、これらをソフトウェアでルーティングまたは
ブリッジングします。
スイッチは、ネイティブ イーサネット スイッチ間リンク（ISL）または 802.1Q トランク ポート
による IPv6 ルーティング機能（スタティック ルートの場合）、IPv6 対応の Routing Information
Protocol（RIP）、および Open Shortest Path First（OSPF）バージョン 3 プロトコルを提供します。
等コスト ルートは 16 個までサポートされ、IPv4 および IPv6 フレームを回線レートで同時に転送
できます。

128 ビット幅のユニキャスト アドレス
スイッチは集約可能なグローバル ユニキャスト アドレスおよびリンクに対してローカルなユニ
キャスト アドレスをサポートします。 サイトに対してローカルなユニキャスト アドレスはサポー
トされていません。
• 集約可能なグローバル ユニキャスト アドレスは、集約可能グローバル ユニキャスト プレ
フィックスの付いた IPv6 アドレスです。 このアドレス構造を使用すると、ルーティング プ
レフィックスを厳格に集約することができ、グローバル ルーティング テーブル内のルーティ
ング テーブル エントリ数が制限されます。 これらのアドレスは、組織を経由して最終的に
インターネット サービス プロバイダーに至る集約リンク上で使用されます。
これらのアドレスはグローバル ルーティング プレフィックス、サブネット ID、およびイン
ターフェイス ID によって定義されます。 現在のグローバル ユニキャスト アドレス割り当て
には、バイナリ値 001（2000::/3）で開始するアドレス範囲が使用されます。 プレフィックス
が 2000::/3（001）～ E000::/3（111）のアドレスには、Extended Unique Identifier（EUI）64
フォーマットの 64 ビット インターフェイス ID を設定する必要があります。
• リンクに対してローカルなユニキャスト アドレスをすべてのインターフェイスに自動的に設
定するには、修飾 EUI フォーマット内で、リンクに対してローカルなプレフィックス FE80::/10
（1111 1110 10）およびインターフェイス ID を使用します。 ネイバー探索プロトコル（NDP）
およびステートレス自動設定プロセスでは、リンクに対してローカルなアドレスが使用され
ます。 ローカル リンク上のノードは、リンクに対してローカルなアドレスを使用します。
通信する場合に、グローバルに一意なアドレスは不要です。 IPv6 ルータは、リンクに対して
ローカルな送信元または宛先アドレスを持つパケットをその他のリンクに転送しません。
詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library 』の「Implementing IPv6
Addressing and Basic Connectivity」の章にある IPv6 ユニキャスト アドレスに関する項を参照して
ください。
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IPv6 の DNS
IPv6 は、ドメイン ネーム システム（DNS）のレコード タイプを、DNS 名前/アドレスおよびアド
レス/名前の検索プロセスでサポートします。 DNS AAAA リソース レコード タイプは IPv6 アド
レスをサポートし、IPv4 の A アドレス レコードと同等です。 スイッチは IPv4 および IPv6 の DNS
解決をサポートします。

IPv6 ユニキャストのパス MTU ディスカバリ
スイッチはシステム最大伝送単位（MTU）の IPv6 ノードへのアドバタイズおよびパス MTU ディ
スカバリをサポートします。 パス MTU ディスカバリを使用すると、ホストは指定されたデータ
パスを通るすべてのリンクの MTU サイズを動的に検出して、サイズに合せて調整できます。 IPv6
では、パスを通るリンクの MTU サイズが小さくてパケット サイズに対応できない場合、パケッ
トの送信元がフラグメンテーションを処理します。スイッチは、マルチキャストパケットのパス
MTU ディスカバリをサポートしません。

ICMPv6
IPv6 のインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）は、ICMP 宛先到達不能メッセージな
どのエラー メッセージを生成して、処理中に発生したエラーや、その他の診断機能を報告しま
す。 IPv6 では、ネイバー探索プロトコルおよびパス MTU ディスカバリに ICMP パケットも使用
されます。

ネイバー探索
スイッチは、IPv6 対応の NDP、ICMPv6 の最上部で稼働するプロトコル、および NDP をサポート
しない IPv6 ステーション対応のスタティック ネイバー エントリをサポートします。 IPv6 ネイ
バー探索プロセスは ICMP メッセージおよび送信請求ノード マルチキャスト アドレスを使用し
て、同じネットワーク（ローカル リンク）上のネイバーのリンク層アドレスを判別し、ネイバー
に到達できるかどうかを確認し、近接ルータを追跡します。
スイッチは、マスク長が 64 未満のルートに対して ICMPv6 リダイレクトをサポートしています。
マスク長が 64 ビットを超えるホスト ルートまたは集約ルートでは、ICMP リダイレクトがサポー
トされません。
ネイバー探索スロットリングにより、IPv6 パケットをルーティングするためにネクスト ホップ転
送情報を取得するプロセス中に、スイッチ CPU に不必要な負荷がかかりません。 IPv6 パケット
のネクスト ホップがスイッチによってアクティブに解決しようとしている同じネイバーである場
合は、そのようなパケットが追加されると、スイッチはそのパケットをドロップします。 このド
ロップにより、CPU に余分な負荷がかからないようになります。

DRP
スイッチは、ルータのアドバタイズメント メッセージの拡張機能である、IPv6 Default Router
Prefernce（DRP）をサポートします。 DRP では、特にホストがマルチホーム構成されていて、
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ルータが異なるリンク上にある場合に、ホストが適切なルータを選択する機能が向上しました。
スイッチは、Route Information Option（RFC 4191）をサポートしません。
IPv6 ホストは、オフリンク宛先へのトラフィック用にルータを選択する、デフォルト ルータ リス
トを維持します。 次に、宛先用に選択されたルータは、宛先キャッシュに格納されます。 IPv6
NDP では、到達可能であるルータまたは到達可能性の高いルータが、到達可能性が不明または低
いルータよりも優先されます。NDPは、到達可能または到達可能の可能性があるルータとして、
常に同じルータを選択するか、またはルータ リストから繰り返し使用できます。 DRP を使用する
ことにより、IPv6 ホストが、両方ともが到達可能または到達可能の可能性がある 2 台のルータを
差別化するように設定できます。
IPv6 の DRP の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing
IPv6 Addresses and Basic Connectivity」の章を参照してください。

IPv6 のステートレス自動設定および重複アドレス検出
スイッチではステートレス自動設定が使用されているため、ホストやモバイル IP アドレスの管理
のような、リンク、サブネット、およびサイト アドレス指定の変更を管理することができます。
ホストはリンクに対してローカルな独自アドレスを自動的に設定します。起動元ノードはルータ
に送信請求を送信して、インターフェイス設定をアドバタイズするようルータに要求します。
自動設定および重複アドレス検出の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。

IPv6 アプリケーション
スイッチは、次のアプリケーションについて IPv6 をサポートします。
• Ping、traceroute、Telnet、および TFTP
• IPv6 トランスポートによるセキュア シェル（SSH）
• IPv6 トランスポートによる HTTP サーバ アクセス
• IPv4 トランスポートによる AAAA の DNS レゾルバ
• IPv6 アドレスの Cisco Discovery Protocol（CDP）サポート
これらのアプリケーションの管理の詳細については、Cisco.com から『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library 』の「Managing Cisco IOS Applications over IPv6」の章および「Implementing IPv6 Addressing
and Basic Connectivity」の章を参照してください。

IPv4 と IPv6 の二重プロトコル スタック
IPv4 および IPv6 プロトコルの両方でハードウェア メモリの使用を割り当てるには、デュアル IPv4
および IPv6 テンプレートを使用する必要があります。
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この図に、IP パケットおよび宛先アドレスに基づいて、同じインターフェイスを介して IPv4 およ
び IPv6 トラフィックを転送するルータを示します。
図 1：インターフェイス上での IPv4/IPv6 のデュアル サポート

デュアル IPv4 および IPv6 スイッチ データベース管理（SDM）テンプレートを使用して、IPv6 の
ルーティング デュアル スタック環境（IPv4 および IPv6 の両方をサポートする）をイネーブルに
します。 デュアル IPv4/IPv6 SDM テンプレートの詳細については、「SDM テンプレートの設定」
を参照してください。
デュアル IPv4 および IPv6 テンプレートを使用すると、デュアル スタック環境でスイッチを使用
できるようになります。
• デュアル IPv4/IPv6 テンプレートを最初に選択しないで IPv6 を設定しようとすると、警告メッ
セージが表示されます。
• IPv4 専用環境のスイッチは、IPv4 パケットをルーティングし、IPv4 の QoS および ACL を
ハードウェアで適用します。 IPv6 パケットはサポートされません。
• デュアル IPv4/IPv6 環境で、スイッチは IPv4 QoS および ACL をハードウェアで適用します。
• スイッチは IPv4 および IPv6 の両方のトラフィックについて QoS をサポートします。
• デュアル スタック テンプレートを使用すると、各リソースのハードウェア メモリ容量が少
なくなるため、IPv6 を使用する予定がない場合はこのテンプレートを使用しないでくださ
い。
IPv4/IPv6 プロトコル スタックについての詳細は、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。

DHCP for IPv6 アドレスの割り当て
DHCPv6 により、DHCP サーバは IPv6 ネットワーク アドレスなどの設定パラメータを IPv6 クラ
イアントに渡すことができます。 このアドレス割り当て機能により、ホストが接続するネット
ワークに基づいて、適切なプレフィックス内での重複しないアドレス割り当てが管理されます。
アドレスは、1 つまたは複数のプレフィックス プールから割り当てることができます。 デフォル
トのドメインおよび DNS ネーム サーバ アドレスなど、その他のオプションは、クライアントに
戻すことができます。アドレスプールは、特定のインターフェイス、複数のインターフェイス上
で使用する場合に割り当てられます。または、サーバが自動的に適切なプールを検出できます。
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Cisco IOS Release 12.2(58)SE 以降のスイッチでは、次の機能がサポートされます。
• DHCPv6 バルクリース クエリー
DHCPv6 バルクリース クエリーでは、クライアントが、DHCPv6 バインディングに関する情
報を要求できます。 この機能により、新しいクエリー タイプが追加され、TCP を使用した
DHCPv6 バインディング データのバルク転送が可能になります。 DHCPv6 バインディング
データのバルク転送は、リレー サーバ スイッチが再起動されて、リレー サーバにあるバイ
ンディング情報がすべて失われたときに役に立ちます。 再起動後、リレー サーバは自動的
にバルクリース クエリーを生成して、DHCP サーバからバインディング情報を取得します。
• DHCPv6 リレー送信元設定
DHCPv6 サーバは、DHCP リレー エージェントの送信元アドレスに対して応答します。 通
常、DHCPv6 リレー エージェントからのメッセージには、それらの送信元インターフェイス
が送信元アドレスとして示されます。 DHCPv6 リレー送信元設定機能を使用して、より安定
したアドレス（ループバック インターフェイスなど）をリレー エージェントからのメッセー
ジの送信元アドレスとして設定できます。 送信元アドレスは、スイッチに対してグローバル
に、または特定のインターフェイスに設定できます。 インターフェイスに設定されたアドレ
スは、グローバルに設定されたアドレスよりも優先されます。
これらの機能の詳細および設定方法については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide, Release 12.4』
を参照してください。
このマニュアルでは、DHCPv6 のアドレス割り当てについてだけ説明します。 DHCPv6 クライア
ント、サーバ、またはリレー エージェント機能の設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS
IPv6 Configuration Library』の「Implementing DHCP for IPv6」の章を参照してください。

IPv6 のスタティック ルート
スタティック ルートは手動で設定され、2 つのネットワーキング デバイス間のルートを明示的に
定義します。 スタティック ルートが有効なのは、外部ネットワークへのパスが 1 つしかない小規
模ネットワークの場合、または大規模ネットワークで特定のトラフィック タイプにセキュリティ
を設定する場合です。
スタティック ルートの詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。

RIP for IPv6
IPv6 の Routing Information Protocol（RIP）は、ルーティング メトリックとしてホップ カウントを
使用するディスタンスベクトル プロトコルです。 IPv6 アドレスおよびプレフィックスのサポー
ト、すべての RIP ルータを含むマルチキャスト グループ アドレス FF02::9 を RIP アップデート
メッセージの宛先アドレスとして使用する機能などがあります。
IPv6 の RIP の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing
RIP for IPv6」の章を参照してください。
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OSPF for IPv6
IP Lite フィーチャ セットを実行中のスイッチは、IPv6 の Open Shortest Path First（OSPF）（IP の
リンクステート プロトコル）をサポートします。 詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6
Configuration Library』の「Implementing OSFP for IPv6」の章を参照してください。

OSPFv3 グレースフル リスタート
Cisco IOS Release 12.2(58)SE 以降、IP Lite フィーチャ セットを実行中のスイッチは、OSPFv3 での
グレースフル リスタート機能をサポートします。 この機能により、OSPFv3 ルーティング プロト
コル情報が復元されている間も、既知のルート上でノンストップのデータの転送が可能になりま
す。 スイッチでは、グレースフル リスタートがリスタート モード（グレースフル リスタート対
応スイッチの場合）とヘルパーモード（グレースフルリスタート認識スイッチの場合）のいずれ
かで使用されます。
グレースフル リスタート機能を使用するには、スイッチがハイアベイラビリティ ステートフル
スイッチオーバー（SSO）モードである必要があります（デュアル ルート プロセッサ）。 グレー
スフルリスタートに対応したスイッチでは、次の障害が発生したときにグレースフルリスタート
が使用されます。
• スタンバイ ルート プロセッサへの切り替えが起こるルート プロセッサ障害
• 計画されたスタンバイ ルート プロセッサへのルート プロセッサの切り替え
グレースフルリスタート機能では、隣接スイッチがグレースフルリスタート認識である必要があ
ります。
詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing OSFP for
IPv6」の章を参照してください。

IPv6 による SNMP と Syslog
IPv4 と IPv6 の両方をサポートするには、IPv6 のネットワーク管理で IPv4 および IPv6 のトランス
ポートが必要になります。 IPv6 による Syslog は、このトランスポートのアドレス データ タイプ
をサポートします。
IPv6 による SNMP および Syslog は、次の機能を提供します。
• IPv4 と IPv6 両方のサポート
• SNMP に対する IPv6 トランスポート、および SNMP 変更による IPv6 ホストのトラップのサ
ポート
• IPv6 アドレス指定をサポートするための SNMP および Syslog に関連する MIB
• IPv6 ホストをトラップ レシーバとして設定
IPv6 に関連するサポートでは、SNMP は既存の IP トランスポート マッピングを変更して、IPv4
と IPv6 を同時にサポートします。 次の SNMP 動作は、IPv6 トランスポート管理をサポートしま
す。
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• デフォルト設定のユーザ データグラム プロトコル（UDP）SNMP ソケットを開く
• SR_IPV6_TRANSPORT と呼ばれる新しいトランスポート メカニズムを提供
• IPv6 トランスポートによる SNMP 通知の送信
• IPv6 トランスポートの SNMP 名のアクセス リストのサポート
• IPv6 トランスポートを使用した SNMP プロキシ転送のサポート
• SNMP マネージャ機能と IPv6 トランスポートの連動確認
設定手順を含む、IPv6 による SNMP については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Managing Cisco IOS Applications over IPv6」の章を参照してください。
設定手順を含む、IPv6 による Syslog については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing IPv6 Addressing and Basic Connectivity」の章を参照してください。

IPv6 による HTTP（S）
HTTP クライアントは要求を IPv4 HTTP サーバと IPv6 HTTP サーバの両方に送信し、これらのサー
バは IPv4 HTTP クライアントと IPv6 HTTP クライアントの両方からの要求に応答します。 IPv6 ア
ドレスを含む URL は、16 ビット値をコロンで区切った 16 進数で指定する必要があります。
受信ソケット コールは、IPv4 アドレス ファミリまたは IPv6 アドレス ファミリを選択します。 受
信ソケットは、IPv4 ソケットまたは IPv6 ソケットのいずれかです。 リスニング ソケットは、接
続を示す IPvv4 と IPv6 の両方の信号を待ち受け続けます。 IPv6 リスニング ソケットは、IPv6 ワ
イルドカード アドレスにバインドされています。
基本 TCP/IP スタックは、デュアル スタック環境をサポートします。 HTTP には、TCP/IP スタッ
ク、およびネットワーク層相互作用を処理するためのソケットが必要です。
HTTP 接続が確立するためには、基本ネットワーク接続（ping）がクライアントとサーバ ホスト
との間に存在する必要があります。
詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Managing Cisco IOS
Applications over IPv6」の章を参照してください。

サポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
スイッチは、次の IPv6 機能をサポートしません。
• IPv6 ポリシーベース ルーティング
• IPv6 バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）ルーティングおよび転送（VRF）テー
ブルのサポート
• Multiprotocol ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）、および Intermediate
System-to-Intermediate System（IS-IS）ルーティングの IPv6 ルーティング プロトコルのサポー
ト
• サイトローカルなアドレス宛ての IPv6 パケット
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• IPv4/IPv6 や IPv6/IPv4 などのトンネリング プロトコル
• IPv4/IPv6 または IPv6/IPv4 トンネリング プロトコルをサポートするトンネル エンドポイント
としてのスイッチ
• IPv6 ユニキャスト Reverse-Path Forwarding
• IPv6 の汎用プレフィックス

IPv6 機能の制限
スイッチでは IPv6 はハードウェアに実装されるため、ハードウェア メモリ内の IPv6 圧縮アドレ
スによる制限がいくつか発生します。 これらのハードウェア制限により、機能の一部が失われ
て、制限されます。
機能の制限は次のとおりです。
• ICMPv6 リダイレクト機能は、IPv6 ホスト ルート（特定のホストに到達するのに使用される
ルート）、またはマスク長が 64 ビットを超える IPv6 ルートではサポートされません。 ス
イッチは、ホスト ルートまたはマスク長が 64 ビットを超えるルートを介して到達可能な特
定の宛先へのより最適なファーストホップ ルータに、ホストをリダイレクトできません。
• マスク長が 64 ビットを超える IPv6 ホスト ルートまたは IPv6 ルートでは、等価コストおよ
び不等価コスト ルートを使用するロード バランシングはサポートされません。
• スイッチは、SNAP カプセル化 IPv6 パケットを転送できません。

（注）

IPv4 SNAP カプセル化パケットにも同様の制限がありますが、パケットはス
イッチでドロップされ、転送されません。

• スイッチは、IPv6/IPv4 および IPv4/IPv6 パケットをハードウェアでルーティングしますが、
スイッチを IPv6/IPv4 または IPv4/IPv6 トンネル エンドポイントにはできません。
• ホップバイホップの拡張ヘッダーを持つブリッジング済みの IPv6 パケットは、ソフトウェア
で転送されます。 IPv4 の場合、これらのパケットはソフトウェアでルーティングされ、ハー
ドウェアでブリッジングされます。
• ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで定義された標準の SPAN および RSPAN 制限
のほかに、次のような IPv6 パケット固有の制限事項があります。
◦ RSPAN IPv6 ルーテッド パケットを送信した場合、SPAN 出力パケット内の送信元 MAC
アドレスが不正である場合があります。
◦ RSPAN IPv6 ルーテッド パケットを送信した場合、宛先 MAC アドレスが不正である場
合があります。 標準トラフィックは影響を受けません。
• スイッチはソースルート IPv6 パケットに関する QoS 分類または PBR をハードウェアで適用
できません。
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• スイッチはマルチキャスト パケットに対して ICMPv6 Packet Too Big メッセージを生成でき
ません。

IPv6 とスイッチ スタック
スイッチにより、スタック全体で IPv6 転送がサポートされ、スタック マスターで IPv6 ホスト機
能がサポートされます。 スタック マスターは IPv6 ユニキャスト ルーティング プロトコルを実行
してルーティング テーブルを計算します。 分散 CEF（dCEF）を使用して、スタック マスターは
ルーティング テーブルをスタック メンバー スイッチにダウンロードします。 スタック メンバー
スイッチはテーブルを受信して、転送用にハードウェア IPv6 ルートを作成します。 スタック マ
スターも、すべての IPv6 アプリケーションを実行します。

（注）

IPv6 パケットをスタック内でルーティングするには、スタック内のすべてのスイッチで IP Lite
フィーチャ セットが稼働している必要があります。
新しいスイッチがスタック マスターになる場合、新しいマスターは IPv6 ルーティング テーブル
を再計算してこれをメンバー スイッチに配布します。 新しいスタック マスターが選択中および
リセット中の間には、スイッチ スタックによる IPv6 パケットの転送は行われません。 スタック
MAC アドレスが変更され、これによって IPv6 アドレスが変更されます。 ipv6 address
ipv6-prefix/prefix length eui-64 インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、拡
張固有識別子（EUI）でスタック IPv6 アドレスを指定する場合、アドレスは、インターフェイス
MAC アドレスに基づきます。 IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化を
参照してください。
スタック上で永続的な MAC アドレスを設定し、スタック マスターが変更された場合、スタック
MAC アドレスは、約 4 分間、変更されません。 詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの
管理」の 5-24 ページの「Enabling Persistent MAC Address」セクションを参照してください。
IPv6 スタック マスターおよびメンバーの機能は次のとおりです。
• スタック マスター
◦ IPv6 ルーティングプロトコルの実行
◦ ルーティング テーブルの生成
◦ dCEFv6 を使用するスタック メンバーへの CEFv6 ルーティング テーブルの配布
◦ IPv6 ホスト機能および IPv6 アプリケーションの実行
• スタック メンバー（IP サービス フィーチャ セットを実行している必要があります）
◦ スタック マスターからの CEFv6 ルーティング テーブルの受信
◦ ハードウェアへのルートのプログラミング
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（注）

IPv6 パケットに例外（IPv6Options）がなく、スタック内のスイッチでハード
ウェア リソースが不足していない場合、IPv6 パケットがスタック全体にわたっ
てハードウェアでルーティングされます。

◦ マスターの再選択での CEFv6 テーブルのフラッシュ

IPv6 のデフォルト設定
表 6：IPv6 のデフォルト設定

機能

デフォルト設定

SDM テンプレート

デフォルト デスクトップ

IPv6 ルーティング

すべてのインターフェイスでグローバルにディ
セーブル

CEFv6 または dCEFv6

ディセーブル（IPv4 CEF および dCEF はデフォ
ルトでイネーブル）
（注）

IPv6 アドレス

IPv6 ルーティングがイネーブルの場
合、CEFv6 および dCEF6 は自動的に
イネーブル

未設定

IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化
ここでは、IPv6 アドレスを各レイヤ 3 インターフェイスに割り当てて、IPv6 トラフィックをス
イッチ上でグローバル転送する方法を説明します。
スイッチ上の IPv6 を設定する前に、次の注意事項に従ってください。
• スイッチでは、この章で説明されたすべての機能がサポートされるわけではありません。 サ
ポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能, （45 ページ）を参照してくださ
い。
•
• ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドでは、16 ビット値を使用し
たコロン区切りの 16 進形式で指定したアドレスで指定した ipv6-address 変数および ipv6-prefix
変数を入力する必要があります。 prefix-length 変数（スラッシュ（/）で始まる）は、プレ
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フィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す
10 進値です。
インターフェイス上の IPv6 トラフィックを転送するには、そのインターフェイス上でグローバル
IPv6 アドレスを設定する必要があります。 インターフェイス上で IPv6 アドレスを設定すると、
リンクに対してローカルなアドレスの設定、およびそのインターフェイスに対する IPv6 のアク
ティブ化が自動的に行われます。 設定されたインターフェイスは、次に示す、該当リンクの必須
マルチキャスト グループに自動的に参加します。
• インターフェイスに割り当てられた各ユニキャスト アドレスの送信要求ノード マルチキャ
スト グループ FF02:0:0:0:0:1:ff00::/104（このアドレスはネイバー探索プロセスで使用される）
• すべてのノードを含む、ルータリンクに対してローカルなマルチキャスト グループ FF02::1
• すべてのルータを含む、リンクに対してローカルなマルチキャスト グループ FF02::2
インターフェイスから IPv6 アドレスを削除するには、no ipv6 address ipv6-prefix/prefix length eui-64
または no ipv6 address ipv6-address link-local インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用します。 インターフェイスから手動で設定したすべての IPv6 アドレスを削除するには、no
ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを引数なしで使用します。 IPv6
アドレスで明示的に設定されていないインターフェイスで IPv6 処理をディセーブルにするには、
no ipv6 enable インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。 IPv6 ルーティ
ングをグローバルにディセーブルにするには、no ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。
IPv6 ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』
の「Implementing Addressing and Basic Connectivity for IPv6」の章を参照してください。
レイヤ 3 インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てて、IPv6 ルーティングをイネーブルにする
には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

IPv4 および IPv6 をサポートする SDM テンプレートを選択し
ます。

sdm prefer {default | vlan}
例：

• default：スイッチをデフォルト テンプレートに設定し

Switch(config)# sdm prefer default

て、システム リソースを均衡化します。
• vlan：ハードウェアでのルーティングをサポートしない
スイッチでの VLAN 設定を最適化します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4

reload

オペレーティング システムをリロードします。

例：
Switch# reload

ステップ 5

configure terminal

スイッチのリロード後、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：
Switch# configure terminal

ステップ 6

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 7

no switchport

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、
設定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。 インター
フェイスは物理インターフェイス、スイッチ仮想インター
フェイス（SVI）、またはレイヤ 3 EtherChannel に設定でき
ます。
レイヤ 2 コンフィギュレーション モードからインターフェ
イスを削除します（物理インターフェイスの場合）。

例：
Switch(config-if)# no switchport

ステップ 8

次のいずれかを使用します。
• ipv6 address ipv6-prefix/prefix
length eui-64
• ipv6 address ipv6-address/prefix
length
• ipv6 address ipv6-address link-local
• ipv6 enable

• IPv6 アドレスの下位 64 ビットの拡張固有識別子（EUI）
を使用して、グローバル IPv6 アドレスを指定します。
ネットワーク プレフィックスだけを指定します。最終
の 64 ビットは、スイッチの MAC アドレスから自動的
に計算されます。 これにより、インターフェイス上で
IPv6 処理がイネーブルになります。
• インターフェイスのIPv6アドレスを手動で設定します。
• インターフェイスで IPv6 がイネーブルな場合に自動設
定されるリンクローカルなアドレスでなく、インター
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:c18:1::/64
Switch(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:c18:1:: link-local
Switch(config-if)# ipv6 enable

ステップ 9

フェイス上の特定のリンクローカルなアドレスを使用
するように指定します。このコマンドにより、インター
フェイス上で IPv6 処理がイネーブルになります。
• インターフェイスに IPv6 リンクローカルなアドレスを
自動設定し、インターフェイスでの IPv6 処理をイネー
ブルにします。 リンクに対してローカルなアドレスを
使用できるのは、同じリンク上のノードと通信する場
合だけです。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 10

スイッチ上で IP ルーティングをイネーブルにします。

ip routing
例：
Switch(config)# ip routing

ステップ 11

IPv6 ユニキャスト データ パケットの転送をイネーブルにし
ます。

ipv6 unicast-routing
例：
Switch(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 13

show ipv6 interface interface-id

入力を確認します。

例：
Switch# show ipv6 interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 14

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config
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DRP の設定
ルータ アドバタイズメント（RA）メッセージは、ipv6 nd router-preference インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドによって設定される DRP とともに送信されます。 DRP が設定さ
れていない場合は、RA は中小規模のプリファレンスとともに送信されます。
リンク上の 2 つのルータが等価ではあっても、等コストではないルーティングを提供する可能性
がある場合、およびポリシーでホストがいずれかのルータを選択するよう指示された場合は、DRP
が有効です。
IPv6 の DRP の設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing IPv6 Addresses and Basic Connectivity」の章を参照してください。
インターフェイス上のルータに DRP を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. ipv6 nd router-preference {high | medium | low}
4. end
5. show ipv6 interface
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始して、DRP を指定するレイヤ 3 インター
フェイスを特定します。

Switch(config)# interface gigabitethernet
1/0/1
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

ipv6 nd router-preference {high | medium | low} スイッチ インターフェイス上のルータに DRP を
指定します。
例：
Switch(config-if)# ipv6 nd router-preference
medium

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

設定を確認します。

show ipv6 interface
例：
Switch# show ipv6 interface

ステップ 6

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config startup-config

IPv4 および IPv6 プロトコル スタックの設定
IPv6 ルーティングを設定する前に、IPv4 および IPv6 をサポートする SDM テンプレートを選択す
る必要があります。 まだ設定していない場合、sdm prefer {default | routing | vlan} [desktop] グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して IPv6 をサポートするテンプレートを設定しま
す。 新規テンプレートを選択する場合は、reload 特権 EXEC コマンドを使用してスイッチをリ
ロードし、テンプレートを有効にする必要があります。
IPv4 ルーティングをディセーブルにするには、no ip routing グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。 IPv6 ルーティングをディセーブルにするには、no ipv6 unicast-routing グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。 インターフェイスから IPv4 アドレス
を削除するには、no ip address ip-address mask インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。 インターフェイスから IPv6 アドレスを削除するには、no ipv6 address
ipv6-prefix/prefix length eui-64 または no ipv6 address ipv6-address link-local インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。 インターフェイスから手動で設定したすべての IPv6
アドレスを削除するには、no ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
引数なしで使用します。 IPv6 アドレスで明示的に設定されていないインターフェイスで IPv6 処
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理をディセーブルにするには、no ipv6 enable インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。
IPv4 および IPv6 を両方サポートし、IPv6 ルーティングがイネーブルになるようにレイヤ 3 イン
ターフェイスを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ip routing

スイッチ上でルーティングをイネーブルにします。

例：
Switch(config)# ip routing

ステップ 3

ipv6 unicast-routing

スイッチ上で IPv6 データ パケットの転送をイネーブルに
します。

例：
Switch(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interface interface-id

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、設定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 5

no switchport

レイヤ 2 コンフィギュレーション モードからインターフェ
イスを削除します（物理インターフェイスの場合）。

例：
Switch(config-if)# no switchport

ステップ 6

ip address ip-address mask [secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IPv4 ア
ドレスを指定します。

例：
Switch(config-if)# ip address 10.1.2.3
255.255.255

ステップ 7

次のいずれかを使用します。
• ipv6 address ipv6-prefix/prefix length
eui-64

• グローバル IPv6 アドレスを指定します。 ネットワー
ク プレフィックスだけを指定します。最終の 64 ビッ
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コマンドまたはアクション

目的

• ipv6 address ipv6-address link-local
• ipv6 enable

トは、スイッチの MAC アドレスから自動的に計算
されます。
• インターフェイスで IPv6 がイネーブルな場合に自動
設定されるリンクローカルなアドレスでなく、イン
ターフェイス上のリンクローカルなアドレスを使用
するように指定します。
• インターフェイスに IPv6 リンクローカルなアドレス
を自動設定し、インターフェイスでの IPv6 処理をイ
ネーブルにします。 リンクに対してローカルなアド
レスを使用できるのは、同じリンク上のノードと通
信する場合だけです。

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。

入力を確認します。

• show interface interface-id
• show ip interface interface-id
• show ipv6 interface interface-id
ステップ 10

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 ICMP レート制限の設定
ICMP レート制限はデフォルトでイネーブルです。エラー メッセージのデフォルト間隔は 100 ミ
リ秒、デフォルト バケット サイズ（バケットに格納される最大トークン数）は 10 です。
ICMP レート制限パラメータを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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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

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 icmp error-interval interval [bucketsize] IPv6 ICMP エラー メッセージの間隔とバケット サイ
ズを設定します。
例：

• interval：バケットに追加されるトークンの間隔

Switch(config)# ipv6 icmp error-interval
50 20

（ミリ秒）。 指定できる範囲は 0 ～ 2147483647
ミリ秒です。
• bucketsize：（任意）バケットに格納される最大
トークン数。 範囲は 1 ～ 200 です。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 4

show ipv6 interface [interface-id]

入力を確認します。

例：
Switch# show ipv6 dhcp interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 5

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 の CEF および dCEF の設定
シスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）は、ネットワーク パフォーマンスを最適化するた
めのレイヤ 3 IP スイッチング テクノロジーです。 CEF には高度な IP 検索および転送アルゴリズ
ムが実装されているため、レイヤ 3 スイッチングのパフォーマンスを最大化できます。 高速ス
イッチング ルート キャッシュよりも CPU にかかる負担が少ないため、CEF はより多くの CPU 処
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理能力をパケット転送に振り分けることができます。 Catalyst 3750-E スイッチ スタックでは、
ハードウェアがスタック内で dCEF を使用します。 IPv4 CEF および dCEF はデフォルトでイネー
ブルです。 IPv6 CEF および dCEF はデフォルトでディセーブルですが、IPv6 ルーティングを設定
すると自動的にイネーブルになります。
IPv6 ユニキャスト パケットをルーティングするには、最初に ipv6 unicast-routing グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用して、IPv6 ユニキャスト パケットの転送をグローバルに設
定してから、ipv6 address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、特定
のインターフェイスに IPv6 アドレスおよび IPv6 処理を設定する必要があります。
IPv6 CEF または dCEF をディセーブルにするには、no ipv6 cef または no ipv6 cef distributed グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。 IPv6 CEF または dCEF がディセーブルに
なっている場合に再びイネーブルにするには、ipv6 cef または ipv6 cef distributed グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。 IPv6 ステートを確認するには、show ipv6 cef 特権
EXEC コマンドを入力します。
CEF および dCEF の設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』
の「Implementing IPv6 Addresses and Basic Connectivity」の章を参照してください。

IPv6 のスタティック ルーティングの設定
スタティック IPv6 ルートを設定する前に、ip routing グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、インターフェイスに IPv6 ア
ドレスを設定して少なくとも 1 つのレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要
があります。
スタティック IPv6 ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

ipv6 route ipv6-prefix/prefix length スタティック IPv6 ルートを設定します。
{ipv6-address | interface-id
• ipv6-prefix：スタティック ルートの宛先となる IPv6 ネットワーク。
[ipv6-address]} [administrative
スタティック ホスト ルートを設定する場合は、ホスト名も設定でき
distance]
ます。
例：
Switch(config)# ipv6 route
2001:0DB8::/32

• /prefix length：IPv6 プレフィックスの長さ。 プレフィックス（アドレ
スのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示
す 10 進値です。 10 進数値の前にスラッシュ記号が必要です。
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コマンドまたはアクション
gigabitethernet2/0/1 130

目的
• ipv6-address：指定したネットワークに到達するために使用可能なネ
クスト ホップの IPv6 アドレス。 ネクスト ホップの IPv6 アドレスを
直接接続する必要はありません。再帰処理が実行されて、直接接続さ
れたネクスト ホップの IPv6 アドレスが検出されます。 このアドレス
は RFC 2373 に記載された形式（16 ビット値を使用したコロン区切り
の 16 進表記で指定）で設定する必要があります。
• interface-id：Point-To-Point（ポイントツーポイント）インターフェイ
スおよびブロードキャスト インターフェイスからのダイレクト スタ
ティック ルートを指定します。 ポイントツーポイント インターフェ
イスの場合、ネクスト ホップの IPv6 アドレスを指定する必要はあり
ません。 ブロードキャスト インターフェイスの場合は、常にネクス
ト ホップの IPv6 アドレスを指定するか、または指定したプレフィッ
クスをリンクに割り当てて、リンクに対してローカルなアドレスをネ
クスト ホップとして指定する必要があります。 パケットの送信先と
なるネクスト ホップの IPv6 アドレスを指定することもできます。
（注）

リンクに対してローカルなアドレスをネクスト ホップとして使
用する場合は、interface-id を指定する必要があります（リンクに
対してローカルなネクスト ホップを隣接ルータに設定する必要
もあります）。

• administrative distance：（任意）アドミニストレーティブ ディスタン
ス。 指定できる範囲は 1 ～ 254 です。デフォルト値は 1 で、この場
合、接続されたルートを除くその他のどのルート タイプよりも、ス
タティック ルートが優先します。 フローティング スタティック ルー
トを設定する場合は、ダイナミック ルーティング プロトコルよりも
大きなアドミニストレーティブ ディスタンスを使用します。
ステッ
プ3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステッ
プ4

次のいずれかを使用します。
• show ipv6 static [
ipv6-address |
ipv6-prefix/prefix length ]
[interface interface-id ]
[recursive] [detail]
• show ipv6 route static
[ updated ]

IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示して、設定を確認します。
• interface interface-id：（任意）出力インターフェイスとして指定され
たインターフェイスを含むスタティック ルートのみを表示します。
• recursive：（任意）再帰スタティック ルートのみを表示します。
recursive キーワードは interface キーワードと相互に排他的です。た
だし、コマンド構文に IPv6 プレフィックスが指定されているかどう
かに関係なく、使用することができます。
• detail：（任意）次に示す追加情報を表示します。
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コマンドまたはアクション

目的
◦ 有効な再帰ルートの場合、出力パス セットおよび最大分解深度

例：

◦ 無効なルートの場合、ルートが無効な理由

Switch# show ipv6 static
2001:0DB8::/32 interface
gigabitethernet2/0/1 130

または
Switch# show ipv6 route static

ステッ
プ5

copy running-config
startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 RIP の設定
IPv6 RIP を実行するようにスイッチを設定する前に、ip routing グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにして、IPv6 RIP をイネー
ブルにするレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要があります。
IPv6 の RIP ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing RIP for IPv6」の章を参照してください。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 router rip name

IPv6 RIP ルーティング プロセスを設定し、このプロセスに
対してルータ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Switch(config)# ipv6 router rip cisco
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

maximum-paths number-paths

（任意）IPv6 RIP がサポートできる等コスト ルートの最大
数を定義します。 指定できる範囲は 1 ～ 64 で、デフォルト
は 4 ルートです。

例：
Switch(config-router)# maximum-paths
6

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-router)# exit

ステップ 5

interface interface-id

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、設定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 6

ipv6 rip name enable

指定された IPv6 RIP ルーティング プロセスをインターフェ
イス上でイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# ipv6 rip cisco
enable

ステップ 7

ipv6 rip name default-information {only | （任意）IPv6 デフォルト ルート（::/0）を RIP ルーティング
originate}
プロセス アップデートに格納して、指定インターフェイス
から送信します。
例：

（注）

Switch(config-if)# ipv6 rip cisco
default-information only

任意のインターフェイスから IPv6 デフォルト ルー
ト（::/0）を送信したあとに、ルーティング ルー
プが発生しないようにするために、ルーティング
プロセスは任意のインターフェイスで受信したす
べてのデフォルト ルートを無視します。

• only：デフォルトルートを送信し、現在のインターフェ
イスで送信されたアップデート内のその他のすべての
ルートを抑制するように選択します。
• originate：デフォルト ルート、および現在のインター
フェイスで送信されたアップデート内のその他のすべ
てのルートを送信するように選択します。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。

• 現在の IPv6 RIP プロセスに関する情報を表示します。

• show ipv6 rip [name] [
interfaceinterface-id] [ database ] [
next-hops ]

• IPv6 ルーティング テーブルの現在の内容を表示しま
す。

• show ipv6 rip [updated ]

例：
Switch# show ipv6 rip cisco interface
gigabitethernet2/0/1

または
Switch# show ipv6 rip undated

ステップ 10

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

IPv6 OSPF の設定
ネットワークでは、IPv6 の OSPF をカスタマイズできます。 ただし、IPv6 の OSPF のデフォルト
設定は、ほとんどのカスタマーおよび機能の要件を満たします。
次の注意事項に従ってください。
• IPv6 コマンドのデフォルト設定を変更する場合は注意してください。 デフォルト設定を変更
すると、IPv6 ネットワークの OSPF に悪影響が及ぶことがあります。
• インターフェイスで IPv6 OSPF をイネーブルにする前に、ip routing グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、
IPv6 OSPF をイネーブルにするレイヤ 3 インターフェイスで IPv6 をイネーブルにする必要が
あります。
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IPv6 の OSPF ルーティングの設定の詳細については、Cisco.com で『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Implementing OSPF for IPv6」の章を参照してください。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 router ospf process-id
例：
Switch(config)# ipv6 router ospf 21

ステップ 3

area area-id range {ipv6-prefix/prefix
length} [advertise | not-advertise] [cost
cost]

プロセスに対して OSPF ルータ コンフィギュレーション モー
ドをイネーブルにします。 プロセス ID は、IPv6 OSPF ルーティ
ング プロセスをイネーブルにする場合に管理上割り当てられる
番号です。 この ID はローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の
正の整数を指定できます。
（任意）エリア境界でルートを統合および集約します。
• area-id：ルートをサマライズするエリアの ID。 10 進数ま
たは IPv6 プレフィックスのどちらかを指定できます。

例：
Switch(config)# area .3 range
2001:0DB8::/32 not-advertise

• ipv6-prefix/prefix length：宛先 IPv6 ネットワーク、および
プレフィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成す
るアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進数。 10 進値の
前にスラッシュ（/）を付加する必要があります。
• advertise：（任意）Type 3 サマリー LSA をアドバタイズ
および生成するように、アドレス範囲ステータスを設定し
ます。
• not-advertise：（任意）アドレス範囲ステータスを
DoNotAdvertise に設定します。 Type3 サマリー LSA は抑
制され、コンポーネント ネットワークは他のネットワー
クから隠された状態のままです。
• cost cost：（任意）現在のサマリー ルートのメトリックま
たはコストを設定します。宛先への最短パスを判別する場
合に、OSPF SPF 計算で使用します。 指定できる値は 0 ～
16777215 です。

ステップ 4

maximum paths number-paths
例：

（任意）IPv6 OSPF がルーティング テーブルに入力する必要が
ある、同じ宛先への等コスト ルートの最大数を定義します。
指定できる範囲は 1 ～ 64 で、デフォルトは 16 です。

Switch(config)# maximum paths 16
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ステップ 5

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 モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# exit

ステップ 6

interface interface-id

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、
設定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 7

ipv6 ospf process-id area area-id
[instance instance-id]

インターフェイスで IPv6 の OSPF をイネーブルにします。
• instance instance-id：（任意）インスタンス ID

例：
Switch(config-if)# ipv6 ospf 21 area
.3

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 9

次のいずれかを使用します。

• OSPF インターフェイスに関する情報を表示します。

• show ipv6 ospf [ process-id ] [
area-id ] interface [ interface-id ]

• OSPF ルーティング プロセスに関する一般情報を表示しま
す。

• show ipv6 ospf [ process-id ] [
area-id ]

例：
Switch# show ipv6 ospf 21 interface
gigabitethernet2/0/1

または
Switch# show ipv6 ospf 21

ステップ 10

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

63

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定
IPv6 の表示

IPv6 の表示
次のコマンドの構文および使用方法の詳細については、Cisco IOS のコマンド リファレンスを参照
してください。
表 7：IPv6 のモニタリング用コマンド

コマンド

目的

show ipv6 access-list

アクセス リストのサマリーを表示します。
IPv6 の Cisco エクスプレス フォワーディングを
表示します。

show ipv6 interface interface-id

IPv6 インターフェイスのステータスと設定を表
示します。

show ipv6 mtu

宛先キャッシュごとに IPv6 MTU を表示します。

show ipv6 neighbors

IPv6 ネイバー キャッシュ エントリを表示しま
す。

show ipv6 ospf

IPv6 OSPF 情報を表示します。

show ipv6 prefix-list

IPv6 プレフィックス リストを表示します。

show ipv6 protocols

スイッチ上の IPv6 ルーティング プロトコルを
表示します。

show ipv6 rip

IPv6 RIP ルーティング プロトコル ステータス
を表示します。

show ipv6 route

IPv6 ルート テーブル エントリを表示します。

show ipv6 routers

ローカル IPv6 ルータを表示します。

show ipv6 static

IPv6 スタティック ルートを表示します。

show ipv6 traffic

IPv6 トラフィックの統計情報を表示します。
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表 8：EIGRP IPv6 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show ipv6 eigrp [as-number] interface

EIGRP IPv6 用に設定されたインターフェイスの
情報を表示します。

show ipv6 eigrp [as-number] neighbor

EIGRP IPv6 で検出されたネイバーを表示しま
す。

show ipv6 eigrp [as-number] traffic

送受信される EIGRP IPv6 パケット数を表示し
ます。

show ipv6 eigrp topology [as-number | ipv6-address] IPv6 トポロジ テーブルの EIGRP エントリを表
[active | all-links | detail-links | pending | summary 示します。
| zero-successors]

表 9：IPv4 および IPv6 のアドレス タイプの表示用コマンド

コマンド

目的

show ip http server history

アクセスした IP アドレス、接続が終了したと
きの時間を含む、最近 20 回の HTTP サーバへ
の接続を表示します。

show ip http server connection

アクセスしているローカルおよびリモート IP
アドレスを含む、HTTP サーバへの現在の接続
を表示します。

show ip http client connection

HTTP サーバへの HTTP クライアント接続の設
定値を表示します。

show ip http client history

サーバに対して HTTP クライアントが行った最
後の 20 回の要求のリストを表示します。

DHCP for IPv6 アドレス割り当ての設定
DHCPv6 アドレス割り当てのデフォルト設定
デフォルトで、DHCPv6 機能はスイッチに設定されています。
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DHCPv6 アドレス割り当ての設定時の注意事項
DHCPv6 アドレス割り当てを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
• 以下の手順では、次に示すレイヤ 3 インターフェイスの 1 つを指定する必要があります。
◦ DHCPv6 IPv6 ルーティングは、レイヤ 3 インターフェイス上でイネーブルである必要が
あります。
◦ SVI：interface vlan vlan_id コマンドを使用して作成された VLAN インターフェイスで
す。
◦ レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネル：interface port-channel
port-channel-number コマンドを使用して作成されたポートチャネル論理インターフェ
イス。
• DHCPv6 を設定する場合は、事前に IPv4 および IPv6 をサポートする SDM テンプレートを選
択する必要があります。
• スイッチは、DHCPv6 クライアント、サーバ、またはリレー エージェントとして動作できま
す。 DHCPv6 クライアント、サーバ、およびリレー機能は、インターフェイスで相互に排他
的です。
• DHCPv6 クライアント、サーバ、またはリレー エージェントは、マスター スイッチ上でだけ
稼働します。 スタック マスターの再選出があった場合、新しいマスター スイッチは DHCPv6
設定を維持します。 ただし、DHCP サーバ データベース リース情報のローカルの RAM コ
ピーは、維持されません。

DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化
DHCPv6 プールの特性を変更するには、no 形式の DHCP プール コンフィギュレーション モード
コマンドを使用します。 インターフェイスに対して DHCPv6 サーバ機能をディセーブルにするに
は、no ipv6 dhcp server インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
インターフェイスで DHCPv6 サーバをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実
行します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. ipv6 dhcp pool poolname
3. address prefix IPv6-prefix lifetime {t1 t1 | infinite}
4. link-address IPv6-prefix
5. vendor-specific vendor-id
6. suboption number {address IPv6-address | ascii ASCII-string | hex hex-string}
7. exit
8. exit
9. interface interface-id
10. ipv6 dhcp server [poolname | automatic] [rapid-commit] [preference value] [allow-hint]
11. end
12. 次のどちらかを実行します。
• show ipv6 dhcp pool
• show ipv6 dhcp interface
13. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ipv6 dhcp pool poolname
例：

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始して、IPv6
DHCP プールの名前を定義します。 プール名には象徴的な文字
列（Engineering など）または整数（0 など）を使用できます。

Switch(config)# ipv6 dhcp pool 7

ステップ 3

address prefix IPv6-prefix lifetime {t1 （任意）アドレス割り当て用のアドレス プレフィックスを指定
t1 | infinite}
します。
例：
Switch(config-dhcpv6)# address
prefix 2001:1000::0/64 lifetime
3600

このアドレスは、16 ビット値をコロンで区切った 16 進数で指定
する必要があります。
lifetime t1 t1：IPv6 アドレス プレフィックスが有効ステートを維
持するタイム インターバル（秒）を指定します。 指定できる範
囲は 5 ～ 4294967295 秒です。 間隔を指定しない場合は、infinite
を指定します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

link-address IPv6-prefix

（任意）link-address IPv6 プレフィックスを指定します。

例：
Switch(config-dhcpv6)# link-address
2001:1002::0/64

着信インターフェイス上のアドレスまたはパケットのリンクア
ドレスが指定した IPv6 プレフィックスに一致する場合、サーバ
は設定情報プールを使用します。
このアドレスは、16 ビット値をコロンで区切った 16 進数で指定
する必要があります。

ステップ 5

vendor-specific vendor-id
例：
Switch(config-dhcpv6)#
vendor-specific 9

ステップ 6

suboption number {address
IPv6-address | ascii ASCII-string | hex
hex-string}
例：

（任意）ベンダー固有のコンフィギュレーション モードを開始
して、ベンダー固有の ID 番号を指定します。 この番号は、ベン
ダーの IANA プライベート エンタープライズ番号です。 指定で
きる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

（任意）ベンダー固有のサブオプション番号を入力します。 指
定できる範囲は 1 ～ 65535 です。 IPv6 アドレス、ASCII テキス
ト、または 16 進文字列をサブオプション パラメータで定義され
ているように入力します。

Switch(config-dhcpv6-vs)# suboption
1 address 1000:235D::

ステップ 7

exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-dhcpv6-vs)# exit

ステップ 8

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-dhcpv6)# exit

ステップ 9

interface interface-id

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、設
定するインターフェイスを指定します。

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 10

ipv6 dhcp server [poolname |
インターフェイスに対して DHCPv6 サーバ機能をイネーブルに
automatic] [rapid-commit] [preference します。
value] [allow-hint]
• poolname：（任意）IPv6 DHCP プールのユーザ定義の名前
プール名には象徴的な文字列（Engineering など）または整
数（0 など）を使用できます。
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コマンドまたはアクション

目的
• automatic：（任意）システムが、クライアントにアドレス
を割り当てるときに使用するプールを自動的に決定できる
ようにします。

例：
Switch(config-if)# ipv6 dhcp server
automatic

• rapid-commit：（任意）2 つのメッセージの交換方法を許可
します。
• preference value：（任意）サーバによって送信されるアド
バタイズメント メッセージ内のプリファレンス オプション
で指定されるプリファレンス値を設定します。 有効な範囲
は 0 ～ 255 です。 デフォルトのプリファレンス値は 0 で
す。
• allow-hint：（任意）サーバが、SOLICIT メッセージ内のク
ライアントからの指示を考慮するかどうかを指定します。
デフォルトでは、サーバはクライアントのヒントを無視し
ます。

ステップ 11

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 12

次のどちらかを実行します。
• show ipv6 dhcp pool
• show ipv6 dhcp interface

• DHCPv6 プール設定を確認します。
• DHCPv6 サーバ機能がインターフェイス上でイネーブルで
あることを確認します。

例：
Switch# show ipv6 dhcp pool

または
Switch# show ipv6 dhcp interface

ステップ 13

copy running-config startup-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。

例：
Switch# copy running-config
startup-config

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

69

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定
DHCPv6 クライアント機能のイネーブル化

DHCPv6 クライアント機能のイネーブル化
このタスクでは、インターフェイスに対して DHCPv6 クライアントをイネーブルにする方法を説
明します。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. ipv6 address dhcp [rapid-commit]
4. ipv6 dhcp client request [vendor-specific]
5. end
6. show ipv6 dhcp interface

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface interface-id

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、設定するインターフェイスを指定します。

例：
Switch(config)# interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 3

ipv6 address dhcp [rapid-commit]
例：
Switch(config-if)# ipv6 address dhcp
rapid-commit

ステップ 4

ipv6 dhcp client request [vendor-specific]

インターフェイスで DHCPv6 サーバから IPv6 アドレ
スを取得できるようにします。
rapid-commit：（任意）アドレス割り当てで、2 つの
メッセージの交換方法を許可します。
（任意）インターフェイスでベンダー固有のオプショ
ンを要求できるようにします。

例：
Switch(config-if)# ipv6 dhcp client
request vendor-specific
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end

ステップ 6

DHCPv6 クライアントがインターフェイスでイネーブ
ルになっていることを確認します。

show ipv6 dhcp interface
例：
Switch# show ipv6 dhcp interface

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定例
IPv6 アドレッシングの設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化：例
次に、IPv6 プレフィックス 2001:0DB8:c18:1::/64 に基づく、リンクに対してローカルなアドレスお
よびグローバル アドレスを使用して、IPv6 をイネーブルにする例を示します。 EUI-64 インター
フェイス ID が、両方のアドレスの下位 64 ビットで使用されます。 show ipv6 interface EXEC コマ
ンドの出力は、インターフェイスのリンクに対してローカルなプレフィックス FE80::/64 にイン
ターフェイス ID（20B:46FF:FE2F:D940）を付加する方法を示すために追加されています。
Switch(config)# sdm prefer default
Switch(config)# ipv6 unicast-routing
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/11
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# end
Switch# show ipv6 interface gigabitethernet1/0/11
GigabitEthernet1/0/11 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
Global unicast address(es):
2001:0DB8:c18:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 2001:0DB8:c18:1::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF2F:D940
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
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 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
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デフォルト ルータ プリファレンスの設定：例
次に、インターフェイス上のルータに高い DRP を設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ipv6 nd router-preference high
Switch(config-if)# end

IPv4 および IPv6 プロトコル スタックの設定：例
次に、インターフェイス上で IPv4 および IPv6 ルーティングをイネーブルにする例を示します。
Switch(config)# sdm prefer default
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# ipv6 unicast-routing
Switch(config)# interface fastethernet1/0/11
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.1 244.244.244.0
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# end

DHCPv6 サーバ機能のイネーブル化：例
次の例では、engineering という IPv6 アドレス プレフィックスを持つプールを設定する方法を示し
ます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 dhcp pool engineering
Switch(config-dhcpv6)#address prefix 2001:1000::0/64
Switch(config-dhcpv6)# end

次に、3 リンクアドレスおよび IPv6 アドレス プレフィックスを持つ testgroup と呼ばれるプールを
設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 dhcp pool testgroup
Switch(config-dhcpv6)# link-address 2001:1001::0/64
Switch(config-dhcpv6)# link-address 2001:1002::0/64
Switch(config-dhcpv6)# link-address 2001:2000::0/48
Switch(config-dhcpv6)# address prefix 2001:1003::0/64
Switch(config-dhcpv6)# end

次の例では、350 というベンダー固有オプションを持つプールを設定する方法を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 dhcp pool 350
Switch(config-dhcpv6)# address prefix 2001:1005::0/48
Switch(config-dhcpv6)# vendor-specific 9
Switch(config-dhcpv6-vs)# suboption 1 address 1000:235D::1
Switch(config-dhcpv6-vs)# suboption 2 ascii "IP-Phone"
Switch(config-dhcpv6-vs)# end
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DHCPv6 クライアント機能のイネーブル化：例
次に、IPv6 アドレスを取得して、rapid-commit オプションをイネーブルにする例を示します。
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ipv6 address dhcp rapid-commit

IPv6 ICMP レート制限の設定：例
次に、IPv6 ICMP エラー メッセージ間隔を 50 ミリ秒に、バケット サイズを 20 トークンに設定す
る例を示します。
Switch(config)#ipv6 icmp error-interval 50 20

IPv6 のスタティック ルーティングの設定：例
次に、アドミニストレーティブ ディスタンスが 130 のフローティング スタティック ルートをイ
ンターフェイスに設定する例を示します。
Switch(config)# ipv6 route 2001:0DB8::/32 gigabitethernet2/0/1 130

IPv6 の RIP の設定：例
次に、最大 8 の等コスト ルートにより RIP ルーティング プロセス cisco をイネーブルにし、イン
ターフェイス上でこれをイネーブルにする例を示します。
Switch(config)# ipv6 router rip cisco
Switch(config-router)# maximum-paths 8
Switch(config)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/11
Switch(config-if)# ipv6 rip cisco enable

IPv6 の表示：例
次に、show ipv6 interface 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。
Switch# show ipv6 interface
Vlan1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
Global unicast address(es):
3FFE:C000:0:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 3FFE:C000:0:1::/64 [EUI]
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF2F:D940
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MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
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 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
<output truncated>
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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。
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。

IPv6 マルチキャスト ルーティングの実装に関する情報
この章では、スイッチに IPv6 マルチキャスト ルーティングを実装する方法について説明します。
従来の IP 通信では、ホストはパケットを単一のホスト（ユニキャスト伝送）またはすべてのホス
ト（ブロードキャスト伝送）に送信できます。 IPv6 マルチキャストは、第三の方式を提供するも
のであり、ホストが単一のデータ ストリームをすべてのホストのサブセット（グループ伝送）に
同時に送信できるようにします。

IPv6 マルチキャストの概要
IPv6 マルチキャスト グループは、特定のデータ ストリームを受信する受信側の任意のグループで
す。 このグループには、物理的境界または地理的境界はありません。受信側は、インターネット
上または任意のプライベートネットワーク内の任意の場所に配置できます。特定のグループへの
データ フローの受信に関与する受信側は、ローカル スイッチに対してシグナリングすることに
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よってそのグループに加入する必要があります。 このシグナリングは、MLD プロトコルを使用
して行われます。
スイッチは、MLD プロトコルを使用して、直接接続されているサブネットにグループのメンバが
存在するかどうかを学習します。 ホストは、MLD レポート メッセージを送信することによって
マルチキャスト グループに加入します。 ネットワークでは、各サブネットでマルチキャスト デー
タのコピーを 1 つだけ使用して、潜在的に無制限の受信側にデータが伝送されます。 トラフィッ
クの受信を希望する IPv6 ホストはグループ メンバと呼ばれます。
グループ メンバに伝送されるパケットは、単一のマルチキャスト グループ アドレスによって識
別されます。 マルチキャスト パケットは、IPv6 ユニキャスト パケットと同様に、ベストエフォー
ト型の信頼性を使用してグループに伝送されます。
マルチキャスト環境は、送信側と受信側で構成されます。 どのホストも、グループのメンバであ
るかどうかにかかわらず、グループに送信できます。 ただし、グループのメンバだけがメッセー
ジをリッスンして受信できます。
マルチキャスト アドレスがマルチキャスト グループの受信先として選択されます。 送信者は、
データグラムの宛先アドレスとしてグループのすべてのメンバに到達するためにそのアドレスを
使用します。
マルチキャスト グループ内のメンバーシップはダイナミックです。ホストはいつでも加入および
脱退できます。 マルチキャスト グループ内のメンバの場所または数に制約はありません。 ホス
トは、一度に複数のマルチキャスト グループのメンバにすることができます。
マルチキャスト グループがどの程度アクティブであるか、その期間、およびメンバーシップはグ
ループおよび状況によって異なります。 メンバを含むグループにアクティビティがない場合もあ
ります。

（注）

IPv6 マルチキャスト ルーティングは、IP サービス イメージでのみサポートされます。

IPv6 マルチキャスト ルーティングの実装
Cisco IOS ソフトウェアでは、IPv6 マルチキャスト ルーティングを実装するため、次のプロトコ
ルがサポートされています。
• MLD は、直接接続されているリンク上のマルチキャスト リスナー（特定のマルチキャスト
アドレスを宛先としたマルチキャスト パケットを受信するために使用するノード）を検出す
るために IPv6 スイッチで使用されます。 MLD には 2 つのバージョンがあります。MLD バー
ジョン 1 はバージョン 2 のインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）for IPv4 をベー
スとしています。MLD バージョン 2 はバージョン 3 の IGMP for IPv4 をベースとしていま
す。 Cisco IOS ソフトウェアの IPv6 マルチキャストでは、MLD バージョン 2 と MLD バー
ジョン 1 の両方が使用されます。 MLD バージョン 2 は、MLD バージョン 1 と完全な下位互
換性があります（RFC 2710 で規定）。 MLD バージョン 1 だけをサポートするホストは、
MLD バージョン 2 を実行しているスイッチと相互運用します。 MLD バージョン 1 ホストと
MLD バージョン 2 ホストの両方が混在する LAN もサポートされています。
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• PIM-SM は、相互に転送されるマルチキャスト パケット、および直接接続されている LAN
に転送されるマルチキャスト パケットを追跡するためにスイッチ間で使用されます。
• PIM in Source Specific Multicast（PIM-SSM）は PIM-SM と類似していますが、IP マルチキャ
スト アドレスを宛先とした特定の送信元アドレス（または特定の送信元アドレスを除くすべ
てのアドレス）からのパケットを受信する対象をレポートする機能を別途備えています。

MLD アクセス グループ
MLD アクセス グループは、Cisco IOS IPv6 マルチキャスト スイッチでの受信側アクセス コント
ロールを実現します。この機能では、受信側が加入できるグループのリストを制限し、SSMチャ
ネルへの加入に使用される送信元を許可または拒否します。

受信側の明示的トラッキング
明示的トラッキング機能を使用すると、スイッチが IPv6 ネットワーク内のホストの動作を追跡で
きるようになります。 また、この機能により、高速脱退メカニズムを MLD バージョン 2 のホス
ト レポートで使用できるようになります。

IPv6 マルチキャスト ユーザ認証およびプロファイル サポート
IPv6 マルチキャストは、ネットワーク内の任意のホストがマルチキャスト グループの受信側また
は送信元になれる設計になっています。したがって、ネットワークのマルチキャストトラフィッ
クを制御するには、マルチキャスト アクセス コントロールが必要です。 アクセス コントロール
機能は、主に、送信元のアクセス コントロールとアカウンティング、受信側のアクセス コント
ロールとアカウンティング、およびこのアクセスコントロールメカニズムのプロビジョニングで
構成されます。
マルチキャスト アクセス コントロールは、マルチキャストと認証、許可、アカウンティング
（AAA）間のインターフェイスを提供し、ラストホップ スイッチ、マルチキャストにおける受信
側アクセスコントロール機能、およびマルチキャストにおけるグループまたはチャネルディセー
ブル化機能でのプロビジョニング、許可、およびアカウンティングを実現します。
新しいマルチキャスト サービス環境を展開する場合、ユーザ認証を追加し、インターフェイス単
位でユーザ プロファイルのダウンロードを行う必要があります。 AAA と IPv6 マルチキャストを
使用すると、マルチキャスト環境でのユーザ認証とユーザ プロファイルのダウンロードがサポー
トされます。
RADIUS サーバからアクセス スイッチへのマルチキャスト アクセス コントロール プロファイル
のダウンロードをトリガーするイベントは、アクセス スイッチへの MLD join の着信です。 この
イベントが発生すると、ユーザは許可キャッシュのタイム アウトを発生させて定期的なダウン
ロードを要求するか、または適切な multicast clear コマンドを使用してプロファイルが変更された
場合に新規ダウンロードをトリガーできます。
アカウンティングは RADIUS アカウンティングを使用して行われます。 開始および停止アカウン
ティング レコードは、アクセス スイッチから RADIUS サーバに送信されます。 リソースの消費
をストリーム単位で追跡できるように、これらのアカウンティング レコードには、マルチキャス
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ト送信元およびグループに関する情報が含まれています。 ラストホップ スイッチが新しい MLD
レポートを受信すると、開始レコードが送信され、MLD leave を受信するか、何らかの理由によ
りグループまたはチャネルが削除されると、停止レコードが送信されます。

IPv6 MLD プロキシ
MLD プロキシ機能は、スイッチのアップストリーム インターフェイス上で、スイッチがすべて
の（*, G）および（S, G）エントリに対して MLD メンバーシップ レポートを生成するか、または
これらのエントリのユーザ定義サブセットを生成するメカニズムを提供します。 MLD プロキシ
機能により、デバイスは、プロキシグループメンバーシップ情報を学習し、その情報に基づいて
マルチキャスト パケットを転送できるようになります。
スイッチが mroute プロキシ エントリの RP として動作する場合、これらのエントリの MLD メン
バーシップ レポートを、ユーザが指定したプロキシ インターフェイス上で生成できます。

プロトコル独立マルチキャスト
プロトコル独立マルチキャスト（PIM）は、相互に転送されるマルチキャスト パケット、および
直接接続されている LAN に転送されるマルチキャスト パケットを追跡するためにスイッチ間で
使用されます。 PIM は、ユニキャスト ルーティング プロトコルとは独立して動作し、他のプロ
トコルと同様に、マルチキャスト ルート アップデートの送受信を実行します。 ユニキャスト ルー
ティング テーブルに値を入力するために LAN でどのユニキャスト ルーティング プロトコルが使
用されているかどうかにかかわらず、Cisco IOS PIM では、独自のルーティング テーブルを構築お
よび管理する代わりに、既存のユニキャスト テーブル コンテンツを使用して、Reverse Path
Forwarding（RPF）チェックを実行します。
PIM-SM または PIM-SSM のいずれかを使用するように IPv6 マルチキャストを設定することも、
ネットワークで PIM-SM と PIM-SSM の両方を使用することもできます。

PIM スパース モード
IPv6 マルチキャストでは、PIM-SM を使用したドメイン内マルチキャスト ルーティングがサポー
トされています。 PIM-SM は、ユニキャスト ルーティングを使用して、マルチキャスト ツリー構
築用のリバースパス情報を提供しますが、特定のユニキャストルーティングプロトコルには依存
しません。
PIM-SM は、トラフィックに対して明示的な要求がある場合を除いて、各マルチキャストに関与
しているスイッチの数が比較的少なく、これらのスイッチがグループのマルチキャスト パケット
を転送しないときに、マルチキャスト ネットワークで使用されます。 PIM-SM は、共有ツリー上
のデータ パケットを転送することによって、アクティブな送信元に関する情報を配布します。
PIM-SM は最初に共有ツリーを使用しますが、これには RP の使用が必要となります。
要求は、ツリーのルート ノードに向けてホップバイホップで送信される PIM join を使用して行わ
れます。 PIM-SM のツリーのルート ノードは、共有ツリーの場合は RP、最短パス ツリー（SPT）
の場合はマルチキャスト送信元に直接接続されているファーストホップ スイッチになります。 RP
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はマルチキャストグループを追跡し、マルチキャストパケットを送信するホストはそのホストの
ファーストホップ スイッチによって RP に登録されます。
PIM join がツリーの上位方向に送信されると、要求されたマルチキャスト トラフィックがツリー
の下位方向に転送されるように、パス上のスイッチがマルチキャスト転送ステートを設定します。
マルチキャストトラフィックが不要になったら、スイッチはルートノードに向けてツリーの上位
方向に PIM prune を送信し、不必要なトラフィックをプルーニング（削除）送信します。 この PIM
prune がホップごとにツリーを上位方向に移動する際、各スイッチはその転送状態を適切に更新し
ます。最終的に、マルチキャストグループまたは送信元に関連付けられている転送ステートは削
除されます。
マルチキャストデータの送信側は、マルチキャストグループを宛先としたデータを送信します。
送信側の指定スイッチ（DR）は、これらのデータ パケットを受け取り、ユニキャストでカプセル
化し、RP に直接送信します。 RP は、カプセル化されたこれらのデータ パケットを受信し、カプ
セル化を解除し、共有ツリー上に転送します。 そのあと、パケットは、RP ツリー上のスイッチ
の（*, G）マルチキャスト ツリー ステートに従って、RP ツリー ブランチの任意の場所に複製さ
れ、そのマルチキャスト グループのすべての受信側に最終的に到達します。 RP へのデータ パ
ケットのカプセル化のプロセスは登録と呼ばれ、カプセル化されたパケットは PIM レジスタ パ
ケットと呼ばれます。

IPv6 BSR：RP マッピングの設定
ドメイン内の PIM スイッチは、各マルチキャスト グループを正しい RP アドレスにマッピングで
きる必要があります。 PIM-SM 対応の BSR プロトコルは、グループと RP のマッピング情報をド
メイン全体に迅速に配布するためのダイナミック適応メカニズムを備えています。 IPv6 BSR 機能
を使用すると、到達不能になった RP が検出され、マッピング テーブルが変更されます。これに
より、到達不能な RP が今後使用されなくなり、新しいテーブルがドメイン全体に迅速に配布さ
れるようになります。
すべての PIM-SM マルチキャスト グループを RP の IP または IPv6 アドレスに関連付ける必要が
あります。 新しいマルチキャスト送信側が送信を開始すると、そのローカル DR がこれらのデー
タ パケットを PIM register メッセージにカプセル化し、そのマルチキャスト グループの RP に送
信します。 新しいマルチキャスト受信側が加入すると、そのローカル DR がそのマルチキャスト
グループの RP に PIM join メッセージを送信します。 PIM スイッチは、（*, G）join メッセージを
送信するとき、RP 方向への次のスイッチを認識して、G（グループ）がそのスイッチにメッセー
ジを送信できるようにする必要があります。 また、PIM スイッチは、（*, G）ステートを使用し
てデータ パケットを転送するとき、G を宛先としたパケットの正しい着信インターフェイスを認
識する必要があります。これは、他のインターフェイスに着信するパケットを拒否する必要があ
るためです。
ドメイン内の少数のスイッチが候補ブートストラップ スイッチ（C-BSR）として設定され、単一
の BSR がそのドメイン用に選択されます。 また、ドメイン内の一連のスイッチが候補 RP（C-RP）
として設定されます。通常、これらのスイッチは、C-BSRとして設定されているものと同じスイッ
チです。 候補 RP は、候補 RP アドバタイズメント（C-RP-Adv）メッセージをそのドメインの BSR
に定期的にユニキャストし、RP になる意思をアドバタイズします。 C-RP-Adv メッセージには、
アドバタイズを行っている C-RP のアドレス、およびグループ アドレスとマスク長のフィールド
の任意のリストが含まれています。これらのフィールドは、立候補のアドバタイズの対象となる
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グループ プレフィックスを示します。 BSR は、定期的に発信するブートストラップ メッセージ
（BSM）にこれらの一連の C-RP とそれに対応するグループ プレフィックスを含めます。 BSM
は、ドメイン全体にホップバイホップで配布されます。
双方向 BSR がサポートされているため、双方向 RP を C-RP メッセージおよび BSM の双方向範囲
でアドバタイズできます。 システム内のすべてのスイッチは、BSM で双方向範囲を使用できる必
要があります。使用できない場合は、双方向 RP 機能が機能しません。

PIM 送信元固有マルチキャスト
PIM-SSM は、SSM の実装をサポートするルーティング プロトコルであり、PIM-SM から派生した
ものです。 ただし、PIM-SM では PIM join を受けてすべてのマルチキャスト送信元からデータが
送信されるのに対し、SSM 機能では、受信側が明示的に加入しているマルチキャスト送信元だけ
からその受信側にデータグラム トラフィックが転送されます。これにより、帯域利用率が最適化
され、不要なインターネット ブロードキャスト トラフィックが拒否されます。 さらに、SSM で
は、RP と共有ツリーを使用する代わりに、マルチキャスト グループの送信元アドレスで見つかっ
た情報を使用します。 この情報は、MLD メンバーシップ レポートによってラストホップ スイッ
チにリレーされる送信元アドレスを通して受信側から提供されます。その結果として、送信元に
直接つながる最短パス ツリーが得られます。
SSM では、データグラムは（S, G）チャネルに基づいて配信されます。 1 つの（S, G）チャネル
のトラフィックは、IPv6 ユニキャスト送信元アドレス S とマルチキャスト グループ アドレス G
を IPv6 宛先アドレスとして使用するデータグラムで構成されます。 システムは、（S, G）チャネ
ルのメンバになることによって、このトラフィックを受信します。 シグナリングは不要ですが、
受信側は特定の送信元からのトラフィックを受信する場合は（S, G）チャネルに加入し、トラ
フィックを受信しない場合はチャネルから脱退する必要があります。
SSM を動作させるには、MLD バージョン 2 が必要です。 MLD を使用すると、ホストが送信元の
情報を提供できるようになります。 MLD を使用して SSM を動作させるには、Cisco IOS IPv6 ス
イッチ、アプリケーションが実行されているホスト、およびアプリケーション自体で SSM がサ
ポートされている必要があります。

ルーティング可能アドレスの hello オプション
IPv6 内部ゲートウェイ プロトコルを使用してユニキャスト ルーティング テーブルを構築する場
合、アップストリーム スイッチ アドレスを検出するための手順では、PIM ネイバーとネクスト
ホップ スイッチが同じスイッチを表しているかぎり、これらのアドレスは常に同じであるものと
想定されます。 ただし、スイッチがリンク上に複数のアドレスを持つ場合は、このことが当ては
まるとはかぎりません。
この状況は IPv6 において、2 つの一般的な状況で発生することがあります。 1 つめの状況は、ユ
ニキャスト ルーティング テーブルが IPv6 内部ゲートウェイ プロトコル（マルチキャスト BGP な
ど）によって構築されない場合に発生します。 2 つめの状況は、RP のアドレスがダウンストリー
ム スイッチとサブネット プレフィックスを共有している場合に発生します（RP スイッチ アドレ
スはドメインワイドにする必要があるため、リンクローカル アドレスにはできないことに注意し
てください）。
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ルーティング可能アドレスの hello オプションによって、PIM プロトコルでこのような状況を回避
できます。このためには、PIM hello メッセージがアドバタイズされるインターフェイス上のすべ
てのアドレスを含む PIM hello メッセージ オプションを追加します。 PIM スイッチが何らかのア
ドレスのアップストリーム スイッチを検出すると、RPF 計算の結果は、PIM ネイバーのアドレス
自体に加えて、このオプションのアドレスとも比較されます。 このオプションにはそのリンク上
の PIM スイッチの考えられるアドレスがすべて含まれているため、対象の PIM スイッチがこのオ
プションをサポートしている場合、常に RPF 計算の結果が含まれます。
PIM メッセージにサイズ制限があることと、ルーティング可能アドレスの hello オプションが単一
の PIM hello メッセージ内に収まる必要があるため、インターフェイスで設定できるアドレスの制
限は 16 個になっています。

スタティック mroute
IPv6 スタティック mroute は、RPF チェックを変化させるために使用する IPv4 スタティック mroute
とほぼ同様に動作します。 IPv6 スタティック mroute は、IPv6 スタティック ルートと同じデータ
ベースを共有し、RPF チェックに対するスタティック ルート サポートを拡張することによって実
装されます。 スタティック mroute では、等コスト マルチパス mroute がサポートされています。
また、ユニキャスト専用スタティック ルートもサポートされています。

MRIB
マルチキャストルーティング情報ベース（MRIB）は、マルチキャスト ルーティング プロトコル
（ルーティング クライアント）によってインスタンス化されるマルチキャスト ルーティング エ
ントリのプロトコル非依存リポジトリです。その主要機能は、ルーティングプロトコルとマルチ
キャスト転送情報ベース（MFIB）間の非依存性を実現することです。 また、クライアント間の調
整および通信ポイントとしても機能します。
ルーティング クライアントは、MRIB が提供するサービスを使用して、ルーティング エントリを
インスタンス化し、他のクライアントによってルーティング エントリに加えられた変更を取得し
ます。 MRIB では、ルーティング クライアント以外に、転送クライアント（MFIB インスタンス）
や特別なクライアント（MLD など）も扱われます。 MFIB は、MRIB からその転送エントリを取
得し、パケットの受信に関連するイベントについて MRIB に通知します。 これらの通知は、ルー
ティング クライアントによって明示的に要求されることも、MFIB によって自発的に生成される
こともあります。
MRIB のもう 1 つの重要な機能は、同じマルチキャスト セッション内でマルチキャスト接続を確
立する際に、複数のルーティング クライアントの調整を可能にすることです。 また、MRIB で
は、MLD とルーティング プロトコル間の調整も可能です。

MFIB
MFIB は、IPv6 ソフトウェア用のプラットフォーム非依存およびルーティング プロトコル非依存
ライブラリです。 その主な目的は、転送テーブルが変更されたときに、Cisco IOS プラットフォー
ムに、IPv6 マルチキャスト転送テーブルおよび通知を読み取るインターフェイスを提供すること
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です。 MFIB が提供する情報には、明確に定義された転送セマンティクスが含まれています。こ
の情報は、プラットフォームが特定のハードウェアまたはソフトウェア転送メカニズムに容易に
変換できる設計になっています。
ネットワーク内でルーティングまたはトポロジが変更されると、IPv6 ルーティング テーブルが
アップデートされ、これらの変更が MFIB に反映されます。 MFIB は、IPv6 ルーティング テーブ
ル内の情報に基づいて、ネクストホップ アドレス情報を管理します。 MFIB エントリとルーティ
ング テーブル エントリの間には 1 対 1 の相互関係があるため、MFIB には既知のすべてのルート
が含まれ、高速スイッチングや最適スイッチングなどのスイッチング パスに関連付けられている
ルート キャッシュ管理の必要がなくなります。

分散型 MFIB
分散型 MFIB（dMFIB）は、分散型プラットフォーム上でマルチキャスト IPv6 パケットをスイッ
チングするために使用されます。 また、dMFIB には、ラインカード間での複製に関するプラット
フォーム固有の情報も含まれることがあります。 転送ロジックのコアを実装する基本 MFIB ルー
チンは、すべての転送環境に共通です。
dMFIB は、次の機能を実装します。
• ラインカードに MFIB のコピーを配布します。
• ラインカードで生成されたデータ駆動型プロトコル イベントを PIM にリレーします。
• MFIB プラットフォーム アプリケーション プログラム インターフェイス（API）を提供し、
ハードウェア アクセラレーション エンジンのプログラミングを担っている、プラットフォー
ム固有のコードに MFIB の変更を伝播します。 また、この API には、ソフトウェアでパケッ
トをスイッチングしたり（パケットがデータ駆動型イベントのトリガーとなっている場合に
必要）、ソフトウェアにトラフィックの統計情報をアップロードしたりするエントリ ポイン
トも含まれています。
• RP に存在するクライアントがオンデマンドでトラフィックの統計情報を読み取れるようにす
るフックを提供します （dMFIB はこれらの統計情報を RP に定期的にアップロードすること
はありません）。
また、dMFIB および MRIB サブシステムを組み合わせて使用すると、スイッチが各ラインカード
で MFIB データベースの「カスタマイズ」コピーを保有したり、MFIB 関連のプラットフォーム固
有の情報を RP からラインカードに転送したりできるようになります。

IPv6 マルチキャスト VRF Lite
IPv6 マルチキャスト VRF Lite 機能は、複数の仮想ルーティングおよび転送（VRF）コンテキスト
に対する IPv6 マルチキャスト サポートを提供します。 これらの VRF のスコープは、VRF が定義
されているスイッチに制限されています。
この機能により、別の VRF に属するデバイス間の通信は、明示的に設定されていない限り許可さ
れないため、より高いレベルのセキュリティでのルーティングと転送の切り分けができます。IPv6
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マルチキャスト VRF Lite 機能は、特定の VRF に属するトラフィックの管理とトラブルシューティ
ングを容易にします。

IPv6 マルチキャストのプロセススイッチングおよび高速スイッチング
統合 MFIB は、IPv6 マルチキャストでの PIM-SM および PIM-SSM に対するファスト スイッチン
グおよびプロセス スイッチングの両サポートを提供するために使用されます。 プロセス スイッ
チングでは、ルート プロセッサが各パケットの調査、書き換え、および転送を行う必要がありま
す。 最初にパケットが受信され、システム メモリにコピーされます。 次に、スイッチがルーティ
ング テーブル内でレイヤ 3 ネットワーク アドレスを検索します。 そのあと、レイヤ 2 フレーム
がネクストホップの宛先アドレスで書き換えられ、発信インターフェイスに送信されます。 ま
た、RP は、巡回冗長検査（CRC）も計算します。 このスイッチング方式は、IPv6 パケットをス
イッチングする方式の中でスケーラビリティが最も低い方式です。
IPv6 マルチキャストの高速スイッチングを使用すると、スイッチは、プロセス スイッチングより
も高いパケット転送パフォーマンスを実現できます。 従来ルート キャッシュに格納される情報
は、IPv6 マルチキャスト スイッチング用にいくつかのデータ構造に格納されます。 これらのデー
タ構造では、ルックアップが最適化され、パケット転送を効率的に行えるようになっています。
IPv6 マルチキャスト転送では、PIM プロトコル ロジックで許可されていれば、最初のパケットの
ファスト スイッチングが行われます。 IPv6 マルチキャストの高速スイッチングでは、MAC カプ
セル化ヘッダーが事前に計算されます。 IPv6 マルチキャストの高速スイッチングでは、MFIB を
使用して、IPv6 送信先プレフィックス ベースのスイッチング判定が行われます。 IPv6 マルチキャ
ストの高速スイッチングでは、MFIB に加えて、隣接関係テーブルを使用して、レイヤ 2 アドレッ
シング情報が付加されます。 隣接関係テーブルでは、すべての MFIB エントリのレイヤ 2 ネクス
トホップ アドレスが管理されます。
隣接が検出されると、隣接関係テーブルにそのデータが入力されます。 （ARP などを使用して）
隣接エントリが作成されるたびに、その隣接ノードのリンク層ヘッダーが事前に計算され、隣接
関係テーブルに格納されます。ルートが決定されると、そのヘッダーはネクストホップおよび対
応する隣接エントリを指します。そのあと、そのヘッダーはパケットスイッチング時のカプセル
化に使用されます。
ロード バランシングと冗長性の両方に対応するようにスイッチが設定されている場合など、ルー
トには送信先プレフィックスへの複数のパスが存在することがあります。 解決されたパスごと
に、そのパスのネクストホップ インターフェイスに対応する隣接へのポインタが追加されます。
このメカニズムは、複数のパスでのロード バランシングに使用されます。

IPv6 マルチキャストでの NSF と SSO のサポート
IPv6 マルチキャストでは、ノンストップ フォワーディング（NSF）およびステートフル スイッチ
オーバー（SSO）がサポートされています。
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IPv6 マルチキャストの帯域幅ベースの CAC
IPv6 マルチキャストの帯域幅ベースのコール アドミッション制御（CAC）機能は、コスト乗数を
使用してインターフェイス単位の mroute ステート リミッタをカウントする手段を実装します。
この機能を使用すると、マルチキャスト フローで異なる量の帯域幅が使用されるネットワーク環
境で、インターフェイス単位の帯域幅ベースの CAC を提供できます。
この機能では、IPv6 マルチキャスト ステートを詳細に制限および考慮します。 この機能を設定す
ると、IPv6 マルチキャスト PIM トポロジの着信インターフェイスまたは発信インターフェイスと
して使用できる回数にインターフェイスを制限できます。
この機能を使用すると、スイッチ管理者はアクセス リストと一致するステートに対してグローバ
ル制限コスト コマンドを設定して、インターフェイス制限に対してこのようなステートを考慮す
るときに使用するコスト乗数を指定できます。 この機能では、異なる帯域幅要件に応じてコスト
乗数を適切に調整することによって、帯域幅ベースのローカル CAC ポリシーを柔軟に実装できま
す。

IPv6 マルチキャストの実装
IPv6 マルチキャスト ルーティングのイネーブル化
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 multicast-routing [vrf vrf-name]

すべての IPv6 対応インターフェイスでマルチキャスト ルー
ティングをイネーブルにし、イネーブルになっているすべて
のスイッチ インターフェイスで PIM および MLD に対して
マルチキャスト転送をイネーブルにします。

例：
Switch (config)# ipv6
multicast-routing

ステップ 3

copy running-config startup-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。
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MLD プロトコルのカスタマイズおよび確認
インターフェイスでの MLD のカスタマイズおよび確認
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

interface type number

インターフェイスのタイプと番号を指定し、スイッ
チ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。

例：
Switch(config)# interface FastEthernet 1/0

ステップ 3

ipv6 mld join-group [group-address] [include |
exclude] {source-address | source-list [acl]}

指定したグループおよび送信元に対してMLDレポー
トを設定します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 mld join-group
FF04::10

ステップ 4

ipv6 mld access-group access-list-name

ユーザに IPv6 マルチキャストの受信側アクセス コ
ントロールの実行を許可します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 access-list
acc-grp-1

ステップ 5

ipv6 mld static-group [group-address] [include | 指定したインターフェイスにマルチキャストグルー
exclude] {source-address | source-list [acl]}
プのトラフィックをスタティックに転送し、MLD
ジョイナがインターフェイスに存在するかのように
例：
インターフェイスが動作するようにします。
Switch (config-if) # ipv6 mld static-group
ff04::10 include 100::1

ステップ 6

ipv6 mld query-max-response-time seconds

MLD キューにアドバタイズされる最大応答時間を
設定します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 mld
query-max-response-time 20
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 mld query-timeout seconds

スイッチがインターフェイスのクエリアとして引き
継ぐまでのタイムアウト値を設定します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 mld query-timeout
130

ステップ 8

exit
例：

このコマンドを 2 回入力して、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、特権
EXEC モードを開始します。

Switch (config-if) # exit

ステップ 9

show ipv6 mld [vrf vrf-name] groups [link-local] スイッチに直接接続されており、MLD を介して学
[ group-name | group-address] [interface-type
習したマルチキャスト グループを表示します。
interface-number] [detail | explicit]
例：
Switch # show ipv6 mld groups FastEthernet
2/1

ステップ 10

show ipv6 mld groups summary

MLD キャッシュに存在する (*, G) および (S, G) メ
ンバーシップ レポートの番号を表示します。

例：
Switch # show ipv6 mld groups summary

ステップ 11

show ipv6 mld [vrf vrf-name] interface [type
number]

インターフェイスのマルチキャスト関連情報を表示
します。

例：
Switch # show ipv6 mld interface
FastEthernet 2/1

ステップ 12

debug ipv6 mld [group-name | group-address |
interface-type]

MLD プロトコル アクティビティに対するデバッグ
をイネーブルにします。

例：
Switch # debug ipv6 mld

ステップ 13

debug ipv6 mld explicit [group-name |
group-address

ホストの明示的トラッキングに関連する情報を表示
します。

例：
Switch # debug ipv6 mld explicit
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-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。

MLD グループ制限の実装
インターフェイス単位の MLD 制限とグローバル MLD 制限は相互に独立して機能します。 イン
ターフェイス単位の MLD 制限とグローバル MLD 制限の両方を同じスイッチで設定できます。
MLD 制限の数は、グローバルの場合もインターフェイス単位の場合も、デフォルトでは設定され
ません。ユーザが制限を設定する必要があります。 インターフェイス単位のステート制限または
グローバル ステート制限を超えるメンバーシップ レポートは無視されます。

受信側の明示的トラッキングによってホストの動作を追跡するための設定
明示的トラッキング機能を使用すると、スイッチが IPv6 ネットワーク内のホストの動作を追跡で
きるようになります。また、高速脱退メカニズムを MLD バージョン 2 のホスト レポートで使用
できるようになります。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

interface type number

インターフェイスのタイプと番号を指定し、スイッ
チ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。

例：
Switch(config)# interface FastEthernet
1/0

ステップ 3

ipv6 mld explicit-tracking access-list-name

ホストの明示的トラッキングをイネーブルにします。

例：
Switch(config-if)# ipv6 mld
explicit-tracking list1

ステップ 4

copy running-config startup-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。

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

87

IPv6 マルチキャストの実装
MLD プロトコルのカスタマイズおよび確認

マルチキャスト ユーザ認証およびプロファイル サポートの設定
マルチキャストユーザ認証およびプロファイルサポートを設定する前に、次の制約事項を認識し
ておく必要があります。
• ポート、インターフェイス、VC、または VLAN ID がユーザまたは加入者アイデンティティ
になります。 ホスト名、ユーザ ID、またはパスワードを使用したユーザ アイデンティティ
はサポートされていません。
• IPv6 マルチキャストに対する AAA アクセス コントロールのイネーブル化
• 方式リストの指定およびマルチキャスト アカウンティングのイネーブル化
• スイッチでの未認証マルチキャスト トラフィック受信のディセーブル化
• MLD インターフェイスでの許可ステータスのリセット

IPv6 での MLD プロキシのイネーブル化
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 mld host-proxy [group-acl]

MLD プロキシ機能をイネーブルにします。

例：
Switch (config)# ipv6 mld host-proxy
proxy-group

ステップ 3

ipv6 mld host-proxy interface[ group-acl]

RP 上の指定したインターフェイス上で MLD
プロキシ機能をイネーブルにします。

例：
Switch (config)# ipv6 mld host-proxy interface
Ethernet 0/0

ステップ 4

show ipv6 mld host-proxy[ interface-type
interface-number] group [ group-address]]

IPv6 MLD ホスト プロキシ情報を表示します。

例：
Switch (config)# show ipv6 mld host-proxy
Ethernet0/0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-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。

MLD トラフィック カウンタのリセット
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear ipv6 mld [vrf vrf-name ] traffic

すべての MLD トラフィック カウンタをリセッ
トします。

例：
Switch # clear ipv6 mld traffic

ステップ 2

show ipv6 mld [vr fvrf-name ] traffic

MLD トラフィック カウンタを表示します。

例：
Switch # show ipv6 mld traffic

ステップ 3

copy running-config startup-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。

MLD インターフェイス カウンタのクリア
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

clear ipv6 mld [vrf vrf-name ] counters interface-type MLD インターフェイス カウンタをクリアしま
す。
例：
Switch # clear ipv6 mld counters Ethernet1/0
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-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。

PIM の設定
ここでは、PIM の設定方法について説明します。

PIM-SM の設定およびグループ範囲の PIM-SM 情報の表示
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 pim [vrf vrf-name] rp-address
ipv6-address[group-access-list] [bidir]

特定のグループ範囲の PIM RP のアドレスを設
定します。

例：
Switch (config) # ipv6 pim rp-address
2001:DB8::01:800:200E:8C6C acc-grp-1

ステップ 3

exit
例：

グローバル コンフィギュレーション モードを
終了し、スイッチを特権 EXEC モードに戻しま
す。

Switch (config) # exit

ステップ 4

show ipv6 pim [vrf vrf-name] interface [state-on]
[state-off] [type-number]

PIM に対して設定されたインターフェイスに関
する情報を表示します。

例：
Switch # show ipv6 pim interface

ステップ 5

show ipv6 pim [vrf vrf-name] group-map [group-name IPv6 マルチキャスト グループ マッピング テー
| group-address] | [group-range | group-mask]
ブルを表示します。
[info-source {bsr | default | embedded-rp | static}]
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch # show ipv6 pim group-map

ステップ 6

show ipv6 pim [vrf vrf-name] neighbor [detail]
[interface-type interface-number | count]

Cisco IOS ソフトウェアで検出された PIM ネイ
バーを表示します。

例：
Switch # show ipv6 pim neighbor

ステップ 7

show ipv6 pim [vrf vrf-name] range-list [config]
[rp-address | rp-name]

IPv6 マルチキャスト範囲リストに関する情報を
表示します。

例：
Switch # show ipv6 pim range-list

ステップ 8

show ipv6 pim [vrf vrf-name] tunnel [interface-type
interface-number]

インターフェイス上の PIM レジスタのカプセル
化およびカプセル化解除トンネルに関する情報
を表示します。

例：
Switch # show ipv6 pim tunnel

ステップ 9

debug ipv6 pim [group-name | group-address |
PIM プロトコル アクティビティに対するデバッ
interfaceinterface-type | bsr | group | mvpn | neighbor] グをイネーブルにします。
例：
Switch # debug ipv6 pim

ステップ 10

copy running-config startup-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。

PIM オプションの設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 pim [vrf vrf-name] spt-threshold infinity
[group-list access-list-name]

PIM リーフ スイッチが指定したグループの SPT に
加入するタイミングを設定します。

例：
Switch (config) # ipv6 pim spt-threshold
infinity group-list acc-grp-1

ステップ 3

ipv6 pim [vrf vrf-name] accept-register {list
access-list | route-map map-name}

RP のレジスタを許可または拒否します。

例：
Switch (config) # ipv6 pim accept-register
route-map reg-filter

ステップ 4

interface type number
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定し、スイッ
チ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。

Switch (config) # interface FastEthernet
1/0

ステップ 5

ipv6 pim dr-priority value

PIM スイッチの DR プライオリティを設定します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 pim dr-priority
3

ステップ 6

ipv6 pim hello-interval seconds

インターフェイスにおける PIM hello メッセージの
頻度を設定します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 pim hello-interval
45

ステップ 7

ipv6 pim join-prune-interval seconds

指定したインターフェイスに対して join および
prune の定期的な通知間隔を設定します。

例：
Switch (config-if) # ipv6 pim
join-prune-interval 75

ステップ 8

exit
例：

このコマンドを 2 回入力して、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、特権
EXEC モードを開始します。

Switch (config-if) # exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 pim [vrf vrf-name] join-prune statistic
[interface-type]

各インターフェイスの最後の集約パケットに関す
る平均 join-prune 集約を表示します。

例：
Switch (config-if) # show ipv6 pim
join-prune statistic

ステップ 10

copy running-config startup-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。

双方向 PIM の設定および双方向 PIM 情報の表示
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 pim [vrf vrf-name] rp-address ipv6-address 特定のグループ範囲の PIM RP のアドレスを設定し
[group-access-list] [bidir]
ます。 bidir キーワードを使用すると、そのグルー
プ範囲が双方向共有ツリー転送に使用されるように
例：
なります。
Switch (config) # ipv6 pim rp-address
2001:DB8::01:800:200E:8C6C bidir

ステップ 3

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、スイッチを特権 EXEC モードに戻します。

exit
例：
Switch (config-if) # exit

ステップ 4

show ipv6 pim [vrf vrf-name] df [interface-type
interface-number] [rp-address]

RP の各インターフェイスの Designated Forwarder
（DF）選択ステートを表示します。

例：
Switch (config) # show ipv6 pim df
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show ipv6 pim [vrf vrf-name] df winner
[interface-type interface-number] [rp-address]

各 RP の各インターフェイスの DF 選択ウィナーを
表示します。

例：
Switch (config-if) # show ipv6 pim df winner
ethernet 1/0 200::1

ステップ 6

copy running-config startup-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。

PIM トラフィック カウンタのリセット
PIM が誤動作する場合、または予想される PIM パケット数が送受信されていることを確認するた
めに、ユーザは PIM トラフィック カウンタをクリアできます。 トラフィック カウンタがクリア
されたら、ユーザは show ipv6 pim traffic コマンドを入力して、PIM が正しく機能していること、
および PIM パケットが正しく送受信されていることを確認できます。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear ipv6 pim [vrf vrf-name] traffic

PIM トラフィック カウンタをリセットします。

例：
Switch # clear ipv6 pim traffic

ステップ 2

show ipv6 pim [vrf vrf-name] traffic

PIM トラフィック カウンタを表示します。

例：
Switch # show ipv6 pim traffic

ステップ 3

copy running-config startup-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。
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PIM トポロジ テーブルをクリアすることによる MRIB 接続のリセット
MRIB を使用するのに設定は不要です。 ただし、特定の状況においては、ユーザは PIM トポロジ
テーブルをクリアして MRIB 接続をリセットし、MRIB 情報を確認する必要がある場合がありま
す。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

clear ipv6 pim [vrfvrf-name] topology [group-name | PIM トポロジ テーブルをクリアします。
group-address]
例：
Switch # clear ipv6 pim topology FF04::10

ステップ 2

show ipv6 pim [vrf vrf-name] client [filter] [name
{client-name | client-name : client-id}]

インターフェイスのマルチキャスト関連情報を
表示します。

例：
Switch # show ipv6 mrib client

ステップ 3

show ipv6 pim [vrf vrf-name] route {link-local |
summary | [sourceaddress-or-name | *]
[groupname-or-address[ prefix-length]]]

MRIB ルート情報を表示します。

例：
Switch # show ipv6 mrib route

ステップ 4

show ipv6 pim [vrf vrf-name] topology
[groupname-or-address [sourceaddress-or-name] |
link-local | route-count [detail]]

特定のグループまたはすべてのグループの PIM
トポロジ テーブル情報を表示します。

例：
Switch # show ipv6 pim topology

ステップ 5

debug ipv6 mrib vrf vrf-name client

MRIB クライアント管理アクティビティに対す
るデバッグをイネーブルにします。

例：
Switch # debug ipv6 mrib client

ステップ 6

debug ipv6 mrib vrf vrf-name io

MRIB I/O イベントに対するデバッグをイネーブ
ルにします。

例：
Switch # debug ipv6 mrib io
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

debug ipv6 mrib proxy

Switch # debug ipv6 mrib proxy

分散型スイッチ プラットフォームにおけるス
イッチ プロセッサとラインカード間の MRIB プ
ロキシ アクティビティに対するデバッグをイ
ネーブルにします。

debug ipv6 mrib vrf vrf-name route [group-name |
group-address]

MRIB ルーティング エントリ関連のアクティビ
ティに関する情報を表示します。

例：

ステップ 8

例：
Switch # debug ipv6 mrib route

ステップ 9

debug ipv6 mrib [vrf vrf-name] table

MRIB テーブル管理アクティビティに対するデ
バッグをイネーブルにします。

例：
Switch # debug ipv6 mrib table

ステップ 10

（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

BSR の設定
ここでの作業について、以下に説明します。

BSR の設定および BSR 情報の確認
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate bsr
ipv6-address[hash-mask-length] [priority
priority-value]

候補 BSR になるようにスイッチを設定します。

例：
Switch (config) # ipv6 pim bsr candidate
bsr 2001:DB8:3000:3000::42 124 priority 10
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイスのタイプと番号を指定し、スイッ
チ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。

例：
Switch (config) # interface FastEthernet
1/0

ステップ 4

インターフェイスのタイプと番号を指定し、スイッ
チ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。

ipv6 pim bsr border
例：
Switch (config-if) # ipv6 pim bsr border

ステップ 5

このコマンドを 2 回入力して、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、特権 EXEC
モードを開始します。

exit
例：
Switch (config-if) # exit

ステップ 6

show ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr {election |
rp-cache | candidate-rp}

PIM BSR プロトコル処理に関連する情報を表示しま
す。

例：
Switch (config-if) # show ipv6 pim bsr
election

ステップ 7

copy running-config startup-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。

BSR への PIM RP アドバタイズメントの送信
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate rp
BSR に PIM RP アドバタイズメントを送信しま
ipv6-address [group-list access-list-name] [priority す。
priority-value] [interval seconds] [scope scope-value]
[bidir]
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config) # ipv6 pim bsr candidate rp
2001:DB8:3000:3000::42 priority 0

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、ス
イッチ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。

Switch(config) # interface FastEthernet 1/0

ステップ 4

ipv6 pim bsr border

指定したインターフェイスの任意のスコープの全
BSM に対して境界を設定します。

例：
Switch(config-if) # ipv6 pim bsr border

ステップ 5

copy running-config startup-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。

限定スコープ ゾーン内で BSR を使用できるようにするための設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate bsr ipv6-address 候補 BSR になるようにスイッチを設定します。
[hash-mask-length] [priority priority-value]
例：
Switch(config) # ipv6 pim bsr candidate bsr
2001:DB8:1:1:4

ステップ 3

ipv6 pim [vrf vrf-name] bsr candidate rp ipv6-address BSR に PIM RP アドバタイズメントを送信する
[group-list access-list-name] [priority priority-value] ように候補 RP を設定します。
[interval seconds] [scope scope-value] [bidir]

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
98

OL-29422-01-J

IPv6 マルチキャストの実装
BSR の設定

コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config) # ipv6 pim bsr candidate rp
2001:DB8:1:1:1 group-list list scope 6

ステップ 4

interface type number

インターフェイスのタイプと番号を指定し、ス
イッチ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。

例：
Switch(config-if) # interface FastEthernet 1/0

ステップ 5

ipv6 multicast boundary scope scope-value

指定されたスコープのインターフェイスでマル
チキャスト境界を設定します。

例：
Switch(config-if) # ipv6 multicast boundary
scope 6

ステップ 6

copy running-config startup-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。

BSR スイッチにスコープと RP のマッピングをアナウンスさせるための設定
IPv6 BSR スイッチは、スコープと RP のマッピングを候補 RP メッセージから学習するのではな
く、直接アナウンスするようにスタティックに設定できます。 ユーザは、スコープと RP のマッ
ピングをアナウンスするように BSR スイッチを設定して、BSR をサポートしていない RP がその
BSR にインポートされるように設定できます。 この機能をイネーブルにすると、ローカルの候補
BSR スイッチの既知のリモート RP が、企業の BSR ドメインの外部に配置されている RP を学習
できるようになります。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 mld limit [vrf vrf-name] bsr announced rp
ipv6-address [group-list access-list-name] [priority
priority-value] [bidir] [scope scope-value]

指定した候補 RP の BSR からスコープと RP の
マッピングを直接アナウンスします。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config)# ipv6 pim bsr announced rp
2001:DB8:3000:3000::42 priority 0

ステップ 3

copy running-config startup-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。

SSM マッピングの設定
SSM マッピング機能をイネーブルにすると、DNS ベースの SSM マッピングが自動的にイネーブ
ルになります。つまり、スイッチは、マルチキャスト MLD バージョン 1 レポートの送信元を DNS
サーバから検索するようになります。
スイッチ設定に応じて、DNS ベースのマッピングまたはスタティック SSM マッピングのいずれ
かを使用できます。 スタティック SSM マッピングを使用する場合は、複数のスタティック SSM
マッピングを設定できます。 複数のスタティック SSM マッピングを設定すると、一致するすべ
てのアクセス リストの送信元アドレスが使用されるようになります。

（注）

DNS ベースの SSM マッピングを使用するには、スイッチは正しく設定されている DNS サー
バを少なくとも 1 つ見つける必要があります。スイッチは、その DNS サーバに直接接続され
る可能性があります。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 pim [vrf vrf-name] ssm-map enable

設定済みの SSM 範囲内のグループに対して SSM
マッピング機能をイネーブルにします。

例：
Switch(config) # ipv6 mld ssm-map enable
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

no ipv6 pim [vrf vrf-name] ssm-map query dns

DNS ベースの SSM マッピングをディセーブルに
します。

例：
Switch(config) # no ipv6 mld ssm-map query
dns

ステップ 4

ipv6 mld [vrf vrf-name] ssm-map static access-list スタティック SSM マッピングを設定します。
source-address
例：
Switch(config-if) # interface FastEthernet
1/0

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、スイッチを特権 EXEC モードに戻します。

exit
例：
Switch(config-if) # exit

ステップ 6

show ipv6 mld [vrf vrf-name] ssm-map
[source-address]

SSM マッピング情報を表示します。

例：
Switch(config-if) # show ipv6 mld ssm-map

ステップ 7

copy running-config startup-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。

スタティック mroute の設定
IPv6 のスタティック マルチキャスト ルート（mroute）は、IPv6 スタティック ルートの拡張とし
て実装できます。スイッチを設定する際には、ユニキャストルーティング専用としてスタティッ
ク ルートを使用するか、マルチキャスト RPF 選択専用としてスタティック マルチキャスト ルー
トを使用するか、またはユニキャストルーティングとマルチキャストRPF選択の両方にスタティッ
ク ルートを使用するように設定できます。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

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。

ステップ 2

ipv6 route ipv6-prefix / prefix-length ipv6-address |
interface-type interface-number ipv6-address]}
[administrative-distance]
[administrative-multicast-distance | unicast | multicast]
[tag tag]

スタティック IPv6 ルートを確立します。 この例
は、ユニキャスト ルーティングとマルチキャスト
RPF 選択の両方に使用されるスタティック ルート
を示しています。

例：
Switch (config) # ipv6 route 2001:DB8::/64
6::6 100

ステップ 3

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、スイッチを特権 EXEC モードに戻します。

例：
Switch # exit

ステップ 4

show ipv6 mroute [vrf vrf-name] [link-local |
[group-name | group-address [source-address |
source-name]] [summary] [count]

IPv6 マルチキャスト ルーティング テーブルの内
容を表示します。

例：
Switch # show ipv6 mroute ff07::1

ステップ 5

show ipv6 mroute [vrf vrf-name] [link-local |
group-name | group-address] active [kbps]

スイッチ上のアクティブなマルチキャスト スト
リームを表示します。

例：
Switch (config-if) # show ipv6 mroute active

ステップ 6

show ipv6 rpf [vrf vrf-name] [ipv6-prefix

特定のユニキャスト ホスト アドレスおよびプレ
フィックスの RPF 情報を確認します。

例：
Switch (config-if) # show ipv6 mroute active

ステップ 7

copy running-config startup-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。
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IPv6 マルチキャストでの MFIB の使用
IPv6 マルチキャスト ルーティングをイネーブルにすると、マルチキャスト転送が自動的にイネー
ブルになります。

IPv6 マルチキャストでの MFIB の動作の確認
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

show ipv6 mfib [vrf vrf-name] [link-local | verbose |
IPv6 MFIB での転送エントリおよびインター
group-address-name | ipv6-prefix / prefix-length |
フェイスを表示します。
source-address-name | active | count | interface | status |
summary]
例：
Switch # show ipv6 mfib

ステップ 2

show ipv6 mfib [vrf vrf-name] [link-local | group-name | アクティブな送信元からマルチキャスト グ
group-address] active [kbps]
ループへの送信レートを表示します。
例：
Switch # show ipv6 mfib active

ステップ 3

show ipv6 mfib [vrf vrf-name] [all | linkscope | group-name IPv6 マルチキャスト ルーティング テーブル
| group-address [source-name | source-address]] count
の内容を表示します。
例：
Switch # show ipv6 mroute ff07::1

ステップ 4

IPv6 マルチキャスト対応インターフェイスと
その転送ステータスに関する情報を表示しま
す。

show ipv6 mfib interface
例：
Switch # show ipv6 mfib interface

ステップ 5

一般的な MFIB 設定と動作ステータスを表示
します。

show ipv6 mfib status
例：
Switch (config-if) # show ipv6 mfib status
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show ipv6 mfib [vrf vrf-name] summary

IPv6 MFIB エントリおよびインターフェイス
の数に関するサマリー情報を表示します。

例：
Switch (config-if) # show ipv6 mfib summary

ステップ 7

debug ipv6 mfib [vrf vrf-name] [group-name |
IPv6 MFIB に対するデバッグ出力をイネーブ
group-address] [adjacency | db | fs | init | interface | mrib ルにします。
[detail] | nat | pak | platform | ppr | ps | signal | table]
例：
Switch (config-if) # debug ipv6 mfib FF04::10 pak

ステップ 8

copy running-config startup-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。

MFIB トラフィック カウンタのリセット
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

clear ipv6 mfib [vrfvrf-name] counters [group-name |
group-address [source-address | source-name]]

アクティブなすべての MFIB トラフィック カ
ウンタをリセットします。

例：
Switch # clear ipv6 mfib counters FF04::10

ステップ 2

copy running-config startup-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。
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IPv6 ACL の設定
• 機能情報の確認, 105 ページ
• IPv6 ACL の設定に関する情報, 105 ページ
• IPv6 ACL の設定, 108 ページ
• IPv6 ACL の設定例, 115 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。
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。

IPv6 ACL の設定に関する情報
IP バージョン 6（IPv6）アクセス コントロール リスト（ACL）を作成し、それをインターフェイ
スに適用することによって、IPv6 トラフィックをフィルタリングできます。これは、IP バージョ
ン 4（IPv4）の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。 レイヤ 3 管理トラフィックを
フィルタリングするために、入力ルータ ACL を作成し、適用することもできます。

（注）

IPv6 を使用するには、デュアル IPv4 および IPv6 スイッチング データベース管理（SDM）テ
ンプレートがスイッチに設定されている必要があります。 テンプレートの選択は、sdm prefer
{default } グローバル コンフィギュレーション コマンドで行います。
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（注）

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応する
コマンド リファレンスまたは手順に記載された Cisco IOS のマニュアルを参照してください。

IPv6 ACL の概要
スイッチ イメージは、次の 2 種類の IPv6 ACL をサポートします。
• IPv6 ルータ ACL：ルーテッド ポート、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）、またはレイ
ヤ 3 EtherChannel に設定できるレイヤ 3 インターフェイスの送信トラフィックまたは着信ト
ラフィックでサポートされます。 経路選択済みの IPv6 パケットだけに適用されます。
• IPv6 ポート ACL：レイヤ 2 インターフェイスの着信トラフィックでだけサポートされます。
インターフェイスに届くすべての IPv6 パケットに適用されます。

（注）

サポートされない IPv6 ACL を設定した場合、エラー メッセージが表示され、その設定は有効
になりません。
スイッチは、IPv6 トラフィックの Virtual LAN（VLAN）ACL（VLAN マップ）をサポートしませ
ん。
1 つのインターフェイスに、IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を適用できます。
IPv4 ACL の場合と同様に、IPv6 ポート ACL はルータ ACL よりも優先されます。
• SVI に入力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用
されているポートに着信したパケットはポート ACL によってフィルタリングされます。 そ
の他のポートに着信したルーテッド IP パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングさ
れます。 他のパケットはフィルタリングされません。
• SVI に出力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用
されているポートに着信したパケットはポート ACL によってフィルタリングされます。 発
信ルーテッド IPv6 パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングされます。 他のパケッ
トはフィルタリングされません。

（注）

いずれかのポート ACL（IPv4、IPv6、または MAC）がインターフェイスに適用された場合、
そのポート ACL を使用してパケットをフィルタリングし、ポート VLAN の SVI に適用された
ルータ ACL は無視されます。

サポートされる ACL 機能
スイッチの IPv6 ACL には、次の特性があります。
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• 分割フレーム（IPv4 では fragments キーワード）がサポートされます。
• IPv6 ACL では、IPv4 と同じ統計情報がサポートされます。
• スイッチの Ternary CAM（TCAM）スペースが不足している場合、ACL ラベルに対応付けら
れたパケットは CPU に転送され、ACL はソフトウェアで適用されます。
• ホップバイホップ オプションがあるルーテッド パケットまたはブリッジド パケットには、
ソフトウェアで適用される IPv6 ACL が設定されます。
• ロギングは、ルータ ACL ではサポートされますが、ポート ACL ではサポートされません。

IPv6 ACL の制限事項
IPv4 では、番号制の標準 IP ACL および拡張 IP ACL、名前付き IP ACL、および MAC ACL を設定
できます。 IPv6 がサポートするのは名前付き ACL だけです。
スイッチは Cisco IOS がサポートする IPv6 ACL の大部分をサポートしますが、一部例外もありま
す。
• IPv6 送信元および宛先アドレス：ACL 照合は、Extended Universal Identifier（EUI）-64 形式
の /0 ～/64 のプレフィックスおよびホスト アドレス（/128）だけでサポートされます。 ス
イッチは、情報損失のない次のホスト アドレスだけをサポートします。
集約グローバル ユニキャスト アドレス
リンク ローカル アドレス
• スイッチは、flowlabel、routing header、および undetermined-transport というキーワードの
照合をサポートしません。
• スイッチは再起 ACL（reflect キーワード）をサポートしません。
• このリリースが IPv6 用にサポートしているのは、ポート ACL およびルータ ACL だけです。
VLAN ACL（VLAN マップ）はサポートしていません。
• スイッチは IPv6 フレームに MAC ベース ACL を適用しません。
• レイヤ 2 EtherChannel に IPv6 ポート ACL を適用できません。
• スイッチは出力ポート ACL をサポートしません。
• IPv6 の出力ルータ ACL および入力ポート ACL は、だけでサポートされます。 スイッチは、
コントロール プレーン（着信）IPv6 ACL だけをサポートします。
• ACL を設定する場合、ACL に入力されるキーワードには、それがプラットフォームでサポー
トされるかどうかにかかわらず、制限事項はありません。 ハードウェア転送が必要なイン
ターフェイス（物理ポートまたは SVI）に ACL を適用する場合、スイッチはインターフェイ
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スで ACL がサポートされるかどうか判別します。 サポートされない場合、ACL の付加は拒
否されます。
• インターフェイスに適用される ACL に、サポートされないキーワードを持つアクセス コン
トロール エントリ（ACE）を追加しようとする場合、スイッチは現在インターフェイスに接
続されている ACL に ACE が追加されるのを許可しません。

IPv6 ACL の設定
IPv6 ACL を設定する場合は、事前にデュアル IPv4 および IPv6 SDM テンプレートのいずれかを選
択する必要があります。
IPv6 トラフィックをフィルタリングする場合は、次の手順を実行します

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

IPv6 ACL を作成し、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。

ステップ 2

IPv6 ACL が、トラフィックをブロックする（拒否）または通過させる（許可）よ
う設定します。

ステップ 3

インターフェイスに IPv6 ACL を適用します。 ルータ ACL では、ACL が適用され
るレイヤ 3 インターフェイスにも IPv6 アドレスを設定する必要があります。

IPv6 ACL のデフォルト設定
デフォルトでは、IPv6 ACL は設定または適用されていません。

他の機能およびスイッチとの相互作用
• IPv6 ルータ ACL がパケットを拒否するよう設定されている場合、パケットはルーティング
されません。 パケットのコピーがインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）キュー
に送信され、フレームに ICMP 到達不能メッセージが生成されます。
• ブリッジド フレームがポート ACL によってドロップされる場合、このフレームはブリッジ
ングされません。
• IPv4 ACL および IPv6 ACL の両方を 1 つのスイッチまたはスイッチ スタックに作成したり、
同一インターフェイスに適用できます。 各 ACL には一意の名前が必要です。設定済みの名
前を使用しようとすると、エラー メッセージが表示されます。

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
108

OL-29422-01-J

IPv6 ACL の設定
IPv6 ACL の作成

IPv4 ACL と IPv6 ACL の作成、および同一のレイヤ 2 インターフェイスまたはレイヤ 3 イン
ターフェイスへの IPv4 ACL または IPv6 ACL の適用には、異なるコマンドを使用します。
ACL を付加するのに誤ったコマンドを使用すると（たとえば、IPv6 ACL の付加に IPv4 コマ
ンドを使用するなど）、エラー メッセージが表示されます。
• MAC ACL を使用して、IPv6 フレームをフィルタリングできません。 MAC ACL は非 IP フ
レームだけをフィルタリングできます。
• ハードウェア メモリが満杯の場合、設定済みの ACL を追加すると、パケットは CPU に転送
され、ACL はソフトウェアで適用されます。

IPv6 ACL の作成
IPv6 ACL を作成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステッ configure terminal
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。

例：
Switch# configure terminal

ステッ ipv6access-listacl_name
プ2

名前を使用して IPv6 アクセス リストを定義し、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。

例：
ipv6 access-list access-list-name

ステッ {deny|permit} protocol
プ3

条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は
deny、許可する場合は permit を指定します。 次に、
条件について説明します。

例：
{deny | permit} 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]][dscp value] [fragments][log]
[log-input] [routing][sequence value]
[time-range name]

• protocol には、インターネット プロトコルの名
前または番号を入力します。ahp、esp、icmp、
ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、または IPv6 プロト
コル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できます。
• source-ipv6-prefix/prefix-length または
destination-ipv6-prefix/ prefix-length は、拒否条件
または許可条件を設定する送信元または宛先IPv6
ネットワークあるいはネットワーク クラスで、
コロン区切りの 16 ビット値を使用した 16 進形
式で指定します（RFC 2373 を参照）。
• IPv6 プレフィックス ::/0 の短縮形として、any を
入力します。

Catalyst 2960-XR Switch IPv6 設定ガイド、Cisco IOS リリース 15.0(2)EX1
OL-29422-01-J

109

IPv6 ACL の設定
IPv6 ACL の作成

コマンドまたはアクション

目的
• host source-ipv6-address または
destination-ipv6-address には、拒否条件または許
可条件を設定する送信元または宛先 IPv6 ホスト
アドレスを入力します。アドレスはコロン区切
りの 16 ビット値を使用した 16 進形式で指定し
ます。
• （任意）operator には、指定のプロトコルの送信
元ポートまたは宛先ポートを比較するオペラン
ドを指定します。 オペランドには、lt（より小さ
い）、gt（より大きい）、eq（等しい）、neq（等
しくない）、range（包含範囲）があります。
source-ipv6-prefix/prefix-length 引数のあとの operator
は、送信元ポートに一致する必要があります。
destination-ipv6- prefix/prefix-length 引数のあとの
operator は、宛先ポートに一致する必要があります。
• （任意）port-number は、0 ～ 65535 の 10 進数ま
たは TCP あるいは UDP ポートの名前です。 TCP
ポート名を使用できるのは、TCP のフィルタリ
ング時だけです。 UDP ポート名を使用できるの
は、UDP のフィルタリング時だけです。
• （任意）dscp value を入力して、各 IPv6 パケッ
ト ヘッダーの Traffic Class フィールド内のトラ
フィック クラス値と DiffServ コード ポイント値
を照合します。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
• （任意）fragments を入力して、先頭ではないフ
ラグメントを確認します。 このキーワードが表
示されるのは、プロトコルが ipv6 の場合だけで
す。
• （任意）log を指定すると、エントリと一致する
パケットに関するログ メッセージがコンソール
に送信されます。 log-input を指定すると、ログ
エントリに入力インターフェイスが追加されま
す。 ロギングはルータ ACL でだけサポートされ
ます。
• （任意）routing を入力して、IPv6 パケットのルー
ティングを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• （任意）sequence value を入力して、アクセス リ
スト ステートメントのシーケンス番号を指定し
ます。 指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。
• （任意）time-range name を入力して、拒否また
は許可ステートメントに適用される時間の範囲
を指定します。

ステッ {deny|permit} tcp
プ4

（任意）TCP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。

例：
{deny | permit} tcp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any |hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][ack] [dscp
value][established] [fin]
[log][log-input] [neq {port |protocol}] [psh]
[range{port | protocol}] [rst][routing] [sequence
value]
[syn] [time-range name][urg]

TCP の場合は tcp を入力します。 パラメータはステッ
プ 3 で説明されているパラメータと同じですが、次に
示すオプションのパラメータが追加されています。
• ack：確認応答（ACK）ビット セット
• established：確立された接続。 TCP データグラム
に ACK または RST ビットが設定されている場
合、照合が行われます。
• fin：終了ビット セット。送信元からのデータは
それ以上ありません。
• neq {port | protocol}：所定のポート番号上にない
パケットだけを照合します。
• psh：プッシュ機能ビット セット
• range {port | protocol}：ポート番号の範囲内のパ
ケットだけを照合します。
• rst：リセット ビット セット
• syn：同期ビット セット
• urg：緊急ポインタ ビット セット

ステッ {deny|permit} udp
プ5

（任意）UDP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。

例：
{deny | permit} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostsource-ipv6-address}
[operator
[port-number]]{destination-ipv6-prefix/prefix-length
| any | hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][dscp value] [log][log-input]
[neq {port |protocol}] [range {port |protocol}]
[routing][sequence value][time-range name]

ユーザ データグラム プロトコルの場合は、udp を入
力します。 UDP パラメータは TCP に関して説明され
ているパラメータと同じです。ただし、[operator [port]]
のポート番号またはポート名は、UDP ポートの番号
または名前でなければなりません。UDP の場合、
established パラメータは無効です。
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コマンドまたはアクション
ステッ {deny|permit} icmp
プ6
例：
{deny | permit} icmp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostsource-ipv6-address}
[operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |
hostdestination-ipv6-address}
[operator [port-number]][icmp-type [icmp-code]
|icmp-message] [dscpvalue] [log] [log-input]
[routing] [sequence value][time-range name]

目的
（任意）ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を
定義します。
インターネット制御メッセージプロトコルの場合は、
icmp を入力します。 ICMP パラメータはステップ 3a
の IP プロトコルの説明にあるパラメータとほとんど
同じですが、ICMP メッセージ タイプおよびコード
パラメータが追加されています。 オプションのキー
ワードの意味は次のとおりです。
• icmp-type：ICMP メッセージ タイプでフィルタ
リングする場合に入力します。指定できる値の
範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-code：ICMP パケットを ICMP メッセージ
コード タイプでフィルタリングする場合に入力
します。指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
• icmp-message：ICMP パケットを ICMP メッセー
ジ タイプ名または ICMP メッセージ タイプと
コード名でフィルタリングする場合に入力しま
す。 ICMP メッセージのタイプ名およびコード
名のリストについては、? キーを使用するか、ま
たはこのリリースのコマンド リファレンスを参
照してください。

ステッ end
プ7
例：

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを
押しても、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。

Switch(config)# end

ステッ show ipv6 access-list
プ8

アクセス リストの設定を確認します。

例：
show ipv6 access-list

ステッ copy running-config startup-config
プ9

（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。

例：
copy running-config startup-config
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インターフェイスへの IPv6 の適用
ここでは、ネットワーク インターフェイスに IPv6 ACL を適用する手順について説明します。 レ
イヤ 3 インターフェイスで発信または着信トラフィックに、あるいはレイヤ 2 インターフェイス
で着信トラフィックに ACL を適用できます。 レイヤ 3 インターフェイスで着信トラフィックに
だけ ACL を適用できます。
インターフェイスへのアクセスを制御するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

アクセス リストを適用するレイヤ 2 インターフェイス
（ポート ACL 用）またはレイヤ 3 スイッチ仮想インター
フェイス（ルータ ACL 用）を特定して、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 interface_id
例：
Switch# interface interface-id

ステップ 3

レイヤ 2 モード（デフォルト）からレイヤ 3 モードにイ
ンターフェイスを変更します（ルータ ACL を適用する
場合のみ）。

no switchport
例：
Switch# no switchport

ステップ 4

ipv6 address ipv6_address
例：
Switch# ipv6 address ipv6-address

ステップ 5

ipv6 traffic-filter acl_name

レイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL 用）で IPv6 ア
ドレスを設定します。
（注）
このコマンドは、レイヤ 2 インターフェイス
では、またはインターフェイスに明示的な
IPv6 アドレスが設定されている場合には、必
要ありません。
インターフェイスの着信トラフィックまたは発信トラ
フィックにアクセス リストを適用します。

例：
Switch# ipv6 traffic-filter
access-list-name {in | out}

ステップ 6

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押
しても、グローバル コンフィギュレーション モードを
終了できます。

Switch(config)# end

ステップ 7

show running-config interface
tenGigabitEthernet 1/0/3

設定の概要を示します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch# show running-config interface
tenGigabitEthernet 1/0/3
..........................
..........................
Building configuration ............
..........................
Current configuration : 98 bytes
!
interface TenGigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
ipv6 traffic-filter MyFilter out
end

ステップ 8

copy running-config startup-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。

例：
copy running-config startup-config

IPv6 ACL の表示
1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用して、設定済みのすべてのアクセス リスト、すべて
の IPv6 アクセス リスト、または特定のアクセス リストに関する情報を表示できます。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show access-list

スイッチに設定されたすべてのアクセス リストを表
示します。

例：
Switch# show access-lists

ステップ 2

show ipv6 access-list acl_name

設定済みのすべての IPv6 アクセス リストまたは名
前付けされたアクセス リストを表示します。

例：
Switch# show ipv6 access-list
[access-list-name]
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IPv6 ACL の設定例
例：IPv6 ACL の作成
次に、CISCO と名前が付けられた IPv6 アクセス リストを設定する例を示します。 リスト内の最
初の拒否エントリは、宛先 TCP ポート番号が 5000 より大きいパケットをすべて拒否します。 2
番めの拒否エントリは、送信元 UDP ポート番号が 5000 未満のパケットを拒否します。 また、こ
の 2 番めの拒否エントリは、すべての一致をコンソールに表示します。 リスト内の最初の許可エ
ントリは、すべての ICMP パケットを許可します。 リスト内の 2 番めの許可エントリは、その他
のすべてのトラフィックを許可します。 暗黙の全否定の条件が各 IPv6 アクセス リストの末尾に
あるため、2 番めの許可エントリは必要です。
Switch(config)# ipv6 access-list CISCO
Switch(config-ipv6-acl)# deny tcp any any gt 5000
Switch (config-ipv6-acl)# deny ::/0 lt 5000 ::/0 log
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any
Switch(config-ipv6-acl)# permit any any

例：IPv6 ACL の適用
次に、レイヤ 3 インターフェイスの発信トラフィックに対して、アクセス リスト Cisco を適用す
る例を示します。
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ipv6 address 2001::/64 eui-64
Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter CISCO out

例：IPv6 ACL の表示
次に、show access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。 出力には、スイッチまたはス
イッチ スタックに設定済みのすべてのアクセス リストが表示されます。
Switch #show access-lists
Extended IP access list hello
10 permit ip any any
IPv6 access list ipv6
permit ipv6 any any sequence 10

次に、show ipv6 access-lists 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。 出力には、スイッチまたは
スイッチ スタックに設定済みの IPv6 アクセス リストだけが表示されます。
Switch# 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
IPv6 access list outbound
deny udp any any sequence 10
deny tcp any any eq telnet sequence 20
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