IPv6 アクセス コントロール リスト
アクセス リストによって、デバイス インターフェイスでブロックされるトラフィックおよび転
送されるトラフィックが決定され、送信元アドレスと宛先アドレスに基づくトラフィックのフィ
ルタリング、および特定のインターフェイスへの着信および発信トラフィックのフィルタリング
を行うことができます。標準の IPv6 ACL 機能が拡張されて、IPv6 オプション ヘッダー、および
任意でより細かい制御を行うための上位層プロトコル タイプ情報に基づくトラフィック フィル
タリングがサポートされています。標準の IPv6 ACL 機能が拡張されて、IPv6 オプション ヘッ
ダー、および任意でより細かい制御を行うための上位層プロトコル タイプ情報に基づくトラ
フィック フィルタリングがサポートされています。
このモジュールは、仮想端末回線へのアクセスを制御する IPv6 トラフィック フィルタリングの
設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• IPv6 ACL の制限, 2 ページ
• IPv6 ACL の設定に関する情報, 3 ページ
• IPv6 ACL の設定方法, 5 ページ
• IPv6 ACL の設定例, 15 ページ
• その他の参考資料, 17 ページ
• IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報, 18 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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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 の制限
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。
• 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。
• 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
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適
用されている ACL に ACE が追加されるのを許可しません。
スイッチの IPv6 ACL には、次の特性があります。
• IPv6 ACL では、IPv4 と同じ統計情報がサポートされます。
• スイッチのハードウェア スペースがなくなった場合、ACL に関連付けられたパケットはイ
ンターフェイスでドロップされます。
• 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。
• スイッチは、プレフィックス長の最大範囲の IPv6 アドレス一致をサポートしません。
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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。

ACL の概要
パケットフィルタリングは、ネットワークトラフィックを限定し、特定のユーザまたはデバイス
によるネットワークの使用を制限するうえで役立ちます。ACL はルータまたはスイッチを通過す
るトラフィックをフィルタリングし、特定のインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）でパ
ケットを許可、または拒否します。ACL は、パケットに適用される許可条件および拒否条件の順
序付けられた集まりです。パケットがインターフェイスに着信すると、スイッチはパケット内の
フィールドを適用される ACL と比較し、アクセス リストに指定された基準に基づいて、パケッ
トが転送に必要な権限を持っているかどうかを確認します。アクセス リスト内の条件を 1 つずつ
調べ、パケットをテストします。最初に一致した条件によって、スイッチがパケットを受け入れ
るか拒否するかが決定されます。スイッチは最初に一致した時点でテストを中止するので、リス
トに条件を指定する順序が重要です。一致する条件がない場合、スイッチはパケットを拒否しま
す。スイッチは、制限条件がない場合はパケットを転送し、制限条件がある場合はパケットをド
ロップします。スイッチは、VLAN 内でブリッジングされるパケットを含めて、転送されるすべ
てのパケットに ACL を使用します。
ネットワークに基本的なセキュリティを導入する場合は、ルータまたはレイヤ 3 スイッチにアク
セス リストを設定します。ACLを設定しなければ、スイッチを通過するすべてのパケットがネッ
トワークのあらゆる部分で許可される可能性があります。ACL を使用すると、ネットワークの場
所ごとにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブロックさ
れるトラフィックの種類を決定したりできます。たとえば、電子メール トラフィックの転送を許
可し、Telnet トラフィックの転送を拒否することもできます。ACL を着信トラフィック、発信ト
ラフィック、またはその両方をブロックするように設定することもできます。

IPv6 ACL の概要
IP Version 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 Version 4（IPv4）
の名前付き ACL を作成し、適用する方法と同じです。
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。
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他の機能およびスイッチとの相互作用
• 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。
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（例えば、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 メモリに空きがない場合、パケットはインターフェイスでドロップされ、アン
ロードのエラー メッセージが記録されます。

IPv6 ACL のデフォルト設定
デフォルトの IPv6 ACL 設定は次のとおりです。
Switch# show access-lists preauth_ipv6_acl
IPv6 access list preauth_ipv6_acl (per-user)
permit udp any any eq domain sequence 10
permit tcp any any eq domain sequence 20
permit icmp any any nd-ns sequence 30
permit icmp any any nd-na sequence 40
permit icmp any any router-solicitation sequence 50
permit icmp any any router-advertisement sequence 60
permit icmp any any redirect sequence 70
permit udp any eq 547 any eq 546 sequence 80
permit udp any eq 546 any eq 547 sequence 90
deny ipv6 any any sequence 100

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。
• 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。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
4

IPv6 アクセス コントロール リスト
IPv6 ポートベースのアクセス コントロール リスト サポート

IPv6 ポートベースのアクセス コントロール リスト サポート
IPv6 PACL 機能は、IPv6 トラフィック用のレイヤ 2 スイッチ ポートでアクセス コントロール（許
可または拒否）を提供する機能を備えています。IPv6 PACL は、IPv4 トラフィック用の レイヤ 2
スイッチ ポートでアクセス コントロールを提供する IPv4 PACL と似ています。これらは、入力方
向とハードウェアだけでサポートされます。
PACL は、レイヤ 3 およびレイヤ 4 のヘッダー情報または IP 以外のレイヤ 2 情報に基づいて、レ
イヤ 2 インターフェイスの入力トラフィックをフィルタリングできます。

ACL およびトラフィック転送
ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張機能により、ホップ バイ
ホップ拡張ヘッダーを含む可能性がある IPv6 トラフィックを制御することができます。アクセス
コントロール リスト（ACL）を設定して、すべてのホップ バイ ホップ トラフィックを拒否する
か、またはプロトコルに基づいて選択的にトラフィックを許可することができます。
IPv6 アクセス コントロール リスト（ACL）は、デバイス インターフェイスでブロックされるト
ラフィックと転送されるトラフィックを決定します。ACL を使用すると、特定のインターフェイ
スへの着信および発信を、送信元アドレスと宛先アドレスに基づいてフィルタリングできます。
ipv6 access-list コマンドを使用して、IPv6 ACL を定義し、deny および permit コマンドを使用し
てその条件を構成します。
ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張機能は、上位層プロトコル
タイプでのトラフィック フィルタリングをサポートするために RFC 2460 を実装します。

IPv6 ACL の設定方法
IPv6 ACL の設定
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。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. {ipv6 access-list list-name
4. {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]
5. {deny | permit} tcp {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]] [ack] [dscp value] [established] [fin] [log] [log-input] [neq {port | protocol}] [psh]
[range {port | protocol}] [rst] [routing] [sequence value] [syn] [time-range name] [urg]
6. {deny | permit} udp {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] [log] [log-input] [neq {port | protocol}] [range {port | protocol}] [routing]
[sequence value] [time-range name]]
7. {deny | permit} icmp {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]] [icmp-type [icmp-code] | icmp-message] [dscp value] [log] [log-input] [routing] [sequence
value] [time-range name]
8. end
9. show ipv6 access-list
10. show running-config
11. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力します
（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステッ
プ2

configureterminal

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3

{ipv6 access-list list-name

IPv6 ACL 名を定義し、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：
Switch(config)# ipv6 access-list
example_acl_list
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ4

目的

{deny | permit} protocol
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
{source-ipv6-prefix/|prefix-length|any| 合は permit を指定します。次に、条件について説明します。
host source-ipv6-address} [ operator [
• protocol には、インターネット プロトコルの名前または番号を
port-number ]] { destination-ipv6-prefix/
prefix-length | any | host
入力します。ahp、esp、icmp、ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、ま
destination-ipv6-address} [operator
たは IPv6 プロトコル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できま
[port-number]][dscp value] [fragments]
す。
[log] [log-input] [routing] [sequence
• source-ipv6-prefix/prefix-length または destination-ipv6-prefix/
value] [time-range name]
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。
• 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-ipv6prefix/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
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目的
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。
• （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 ～
4,294,967,295 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
プ5

{deny | permit} tcp
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6prefix/prefix-length | any | host
destination-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]

（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。
TCP の場合は tcp を入力します。パラメータはステップ 3a 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
プ6

{deny | permit} udp
{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]
[log] [log-input] [neq {port | protocol}]

（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。
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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目的

[range {port | protocol}] [routing]
[sequence value] [time-range name]]
ステッ
プ7

{deny | permit} icmp
{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]] [icmp-type
[icmp-code] | icmp-message] [dscp value]
[log] [log-input] [routing] [sequence
value] [time-range name]

（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 1 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
プ8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステッ
プ9

show ipv6 access-list

アクセス リストの設定を確認します。

ステッ
プ 10

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステッ
プ 11

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

次の作業
インターフェイスに IPv6 ACL をアタッチします。
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IPv6 アクセス コントロール リスト
インターフェイスへの IPv6 ACL の付加

インターフェイスへの IPv6 ACL の付加
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、次の手順を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interface interface-id
4. no switchport
5. ipv6 address ipv6-address
6. ipv6traffic-filter access-list-name {in | out}
7. end
8. show running-config
9. 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

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Switch> enable

ステップ 2

configureterminal

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 3

interface interface-id

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 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。

ステップ 4

no switchport

ルータ ACL を適用する場合は、これによってインターフェ
イスがレイヤ 2 モード（デフォルト）からレイヤ 3 モードに
変化します。
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IPv6 アクセス コントロール リスト
IPv6 ACL のモニタリング

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

ipv6 address ipv6-address

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。

ステップ 6

ipv6traffic-filter access-list-name {in 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
| out}
クにアクセス リストを適用します。
out キーワードはレイヤ 2 インターフェイス（ポー
ト ACL）ではサポートされません。
特権 EXEC モードに戻ります。
（注）

ステップ 7

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 8

show running-config

入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 9

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 ACL のモニタリング
次の表に示された 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。
コマンド

目的

show access-lists

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。

show ipv6 access-list [access-list-name]

設定済みのすべての IPv6 アクセス リストまた
は名前で指定されたアクセス リストを表示しま
す。
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IPv6 アクセス コントロール リスト
インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用

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

インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用
はじめる前に
IPv6 PACL 機能を設定する前に、IPv6 アクセス リストを設定する必要があります。IPv6 アクセス
リストを設定した後、指定された IPv6 レイヤ 2 インターフェイスでポートベース アクセス コン
トロール リスト（PACL）モードを設定する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 access-list access-list-name
4. exit
5. interface type number
6. ipv6traffic-filter access-list-name {in | out}
7. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal
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IPv6 アクセス コントロール リスト
インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 access-list access-list-name

IPv6 ACL を定義し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュ
レーション モードを開始します。

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

ステップ 4

IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モードを終
了し、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。

exit
例：
Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 5

interface type number

インターフェイスのタイプと番号を指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ステップ 6

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

インターフェイス上の着信および発信 IPv6 トラフィック
をフィルタリングします。

例：
Device(config-if)# ipv6
traffic-filter list1 in

ステップ 7

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。

end
例：
Device(config-if)# end
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IPv6 アクセス コントロール リスト
ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張の設定

ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の拡張
の設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6access-list access-list-name
4. permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] [dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value] [flow-label value]
[fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility] [mobility-type [mh-number | mh-type]] [reflect name
[timeout value]] [routing] [routing-type routing-number] [sequence value] [time-range name]
5. deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |host source-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |host destination-ipv6-address | auth} [operator
[port-number]] [dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value] [flow-label value]
[fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility] [mobility-type [mh-number | mh-type]] [routing]
[routing-type routing-number] [sequence value] [time-range name] [undetermined-transport]
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求
された場合）。

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6access-list access-list-name
例：

IPv6 ACL を定義し、IPv6 アクセス リ
スト コンフィギュレーション モード
を開始します。

Device(config)# ipv6 access-list hbh-acl

ステップ 4

permit protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value]

IPv6 ACL の許可条件を設定します。
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IPv6 アクセス コントロール リスト
IPv6 ACL の設定例

コマンドまたはアクション

目的

[flow-label value] [fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility]
[mobility-type [mh-number | mh-type]] [reflect name [timeout value]]
[routing] [routing-type routing-number] [sequence value] [time-range
name]
例：
Device(config-ipv6-acl)# permit icmp any any dest-option-type

ステップ 5

deny protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any |host
source-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any |host
destination-ipv6-address | auth} [operator [port-number]]
[dest-option-type [header-number | header-type]] [dscp value]
[flow-label value] [fragments] [hbh] [log] [log-input] [mobility]
[mobility-type [mh-number | mh-type]] [routing] [routing-type
routing-number] [sequence value] [time-range name]
[undetermined-transport]

IPv6 ACL の拒否条件を設定します。

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

ステップ 6

特権 EXEC コンフィギュレーション
モードに戻ります。

end
例：
Device (config-ipv6-acl)# end

IPv6 ACL の設定例
例：IPv6 ACL の設定
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
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IPv6 アクセス コントロール リスト
例：インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用

Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any
Switch(config-ipv6-acl)# permit any any

例：インターフェイスでの PACL モードの設定および IPv6 PACL の適用
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 access-list list1
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter list1 in

例：ホップ バイ ホップ フィルタリングに対応するための IPv6 ACL の
拡張
Device(config)# ipv6 access-list hbh_acl
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any hbh
Device(config-ipv6-acl)# permit tcp any any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp any any
Device(config-ipv6-acl)# permit udp any any hbh
Device(config-ipv6-acl)# permit hbh any any
Device(config-ipv6-acl)# permit any any
Device(config-ipv6-acl)# hardware statistics
Device(config-ipv6-acl)# exit
! Assign an IP address and add the ACL on the interface.
Device(config)# interface FastEthernet3/1
Device(config-if)# ipv6 address 1001::1/64
Device(config-if)# ipv6 traffic-filter hbh_acl in
Device(config-if)# exit
Device(config)# exit
Device# clear counters
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]
Device#
! Verify the configurations.
Device# show running-config interface FastEthernet3/1
Building configuration...
Current configuration : 114 bytes
!
interface FastEthernet3/1
no switchport
ipv6 address 1001::1/64
ipv6 traffic-filter hbh_acl
end
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 セキュリティ設定のトピック

『IPv6 Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
config_library/xe-3se/3850/
ipv6-xe-3se-3850-library.html

IPv6 コマンド リファレンス

『IPv6 Command Reference, Cisco IOS XE Release
3SE (Catalyst 3850 Switches)』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/
command/ipv6-xe-3se-3850-cr-book.html

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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IPv6 アクセス コントロール リスト
IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IPv6 アクセス コントロール リスト
IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報

表 1：IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

ホップバイホップ フィルタリ
ング用の IPv6 ACL 拡張

15.1(1)SG

これによって、ホップ バイ
ホップ拡張ヘッダーを含むIPv6
トラフィックを制御できます。
この機能は、CAT3560C
CAT3560CX、CAT3560X、
CAT3750X、CAT4500-X でサ
ポートされていました。
次のコマンドが導入または変更
されました。deny (IPv6)
（IPv6）、permit (IPv6)
（IPv6）

IPv6 PACL サポート

IPv6 PACL 機能は、ポートベー
スのインターフェイス、レイヤ
3（L3）サブネット、無線また
有線のクライアント、VLAN の
間、または VLAN 内の、トラ
フィックの移動を許可または拒
否します。
この機能は、CAT2960、
CAT2960S、CAT3560X、
CAT3650、CAT3560CX、
CAT4500 でサポートされてい
ました。
次のコマンドが導入または変更
されました。ipv6 traffic-filter

IPv6 サービス：拡張アクセス
コントロール リスト

12.2(25)SG

標準の IPv6 ACL 機能が拡張さ
れて、IPv6 オプション ヘッ
ダー、および任意でより細かい
制御を行うための上位層プロト
コル タイプ情報に基づくトラ
フィック フィルタリングがサ
ポートされています。
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IPv6 アクセス コントロール リスト
IPv6 アクセス コントロール リストに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

IPv6 サービス：標準アクセス
コントロール リスト

12.2(25)SG

アクセスリストによって、ルー
タ インターフェイスでブロッ
クされるトラフィックおよび転
送されるトラフィックが決定さ
れ、送信元アドレスと宛先アド
レスに基づいて、特定のイン
ターフェイスへの着信と発信を
フィルタリングできます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォーム コンフィギュレーショ
ン ガイド
20

