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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。

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。
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IPv6でのファーストホップセキュリティの前提条件
• IPv6がイネーブルになった必要な SDMテンプレートが設定されていること。

• IPv6ネイバー探索機能についての知識が必要です。

IPv6でのファーストホップセキュリティの制約事項
•次の制限は、FHSポリシーをEtherChannelインターフェイスに適用する場合に該当します
（ポートチャネル）。

• FHSポリシーがアタッチされた物理ポートはEtherChannelグループに参加することが
できません。

• FHSポリシーは、EtherChannelグループのメンバーである場合に物理ポートにアタッ
チすることができません。

•デフォルトでは、スヌーピングポリシーにはセキュリティレベルのガードがあります。
そのようなスヌーピングポリシーがアクセススイッチに設定されると、ルータまたは

DHCPサーバ/リレーに対応するアップリンクポートが信頼できるポートとして設定され
ていても、IPv6（DHCPv6）サーバパケットに対する外部 IPv6ルータアドバタイズメン
ト(RA)または Dynamic Host Configuration Protocolはブロックされます。IPv6 RAまたは
DHCPv6サーバメッセージを許可するには、次の手順を実行します。

• IPv6 RAガードポリシー（RAの場合）または IPv6 DHCPガードポリシー（DHCP
サーバメッセージの場合）をアップリンクポートに適用します。

•低いセキュリティレベルでスヌーピングポリシーを設定します（たとえば、gleanや
inspectなど）。しかし、ファーストホップセキュリティ機能の利点が有効でないた
め、このようなスヌーピングポリシーでは、低いセキュリティレベルを設定するこ

とはお勧めしません。

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報
IPv6のファーストホップセキュリティ（FHS IPv6）は、ポリシーを物理インターフェイス、
EtherChannelインターフェイス、または VLANにアタッチできる一連の IPv6セキュリティ機
能です。IPv6ソフトウェアポリシーデータベースサービスは、これらのポリシーを保存しア
クセスします。ポリシーを設定または変更すると、ポリシー属性はソフトウェアポリシーデー

タベースに保存または更新され、その後指定したとおりに適用されます。次の IPv6ポリシー
が現在サポートされています。

• IPv6スヌーピングポリシー：IPv6スヌーピングポリシーは、IPv6内の FHSで使用できる
ほとんどの機能をイネーブルにできるコンテナポリシーとして機能します。
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• IPv6 FHSバインディングテーブルの内容：スイッチに接続された IPv6ネイバーのデータ
ベーステーブルはネイバー探索（ND）プロトコルスヌーピングなどの情報ソースから作
成されます。このデータベースまたはバインディングテーブルは、リンク層アドレス

（LLA）、IPv4または IPv6アドレス、およびスプーフィングやリダイレクト攻撃を防止
するためにネイバーのプレフィックスバインディングを検証するために、さまざまな IPv6
ガード機能（IPv6 NDインスペクションなど）によって使用されます。

• IPv6ネイバー探索インスペクション：IPv6 NDインスペクションは、レイヤ 2ネイバー
テーブル内のステートレス自動設定アドレスのバインディングを学習し、保護します。

IPv6 ND検査は、信頼できるバインディングテーブルデータベースを構築するためにネ
イバー探索メッセージを分析します。準拠していない IPv6ネイバー探索メッセージはド
ロップされます。NDメッセージは、その IPv6からメディアアクセスコントロール
（MAC）へのマッピングが検証可能な場合に信頼できると見なされます。

この機能によって、DAD、アドレス解決、ルータディスカバリ、ネイバーキャッシュに
対する攻撃などの、NDメカニズムに固有の脆弱性のいくつかが軽減されます。

• IPv6ルータアドバタイズメントガード：IPv6ルータアドバタイズメント（RA）ガード
機能を使用すると、ネットワーク管理者は、ネットワークスイッチプラットフォームに

到着した不要または不正な RAガードメッセージをブロックまたは拒否できます。RA
は、リンクで自身をアナウンスするためにルータによって使用されます。RAガード機能
は、これらの RAを分析して、未承認のルータによって送信された偽の RAをフィルタリ
ングして除外します。ホストモードでは、ポートではルータアドバタイズメントとルー

タリダイレクトメッセージはすべて許可されません。RAガード機能は、レイヤ 2デバイ
スの設定情報を、受信した RAフレームで検出された情報と比較します。レイヤ 2デバイ
スは、RAフレームとルータリダイレクトフレームの内容を設定と照らし合わせて検証し
た後で、RAをユニキャストまたはマルチキャストの宛先に転送します。RAフレームの
内容が検証されない場合は、RAはドロップされます。

• IPv6DHCPガード：IPv6DHCPガード機能は、承認されないDHCPv6サーバおよびリレー
エージェントからの返信およびアドバタイズメントメッセージをブロックします。IPv6
DHCPガードは、偽造されたメッセージがバインディングテーブルに入るのを防ぎ、
DHCPv6サーバまたはDHCPリレーからデータを受信することが明示的に設定されていな
いポートで受信された DHCPv6サーバメッセージをブロックできます。この機能を使用
するには、ポリシーを設定してインターフェイスまたはVLANにアタッチします。DHCP
ガードパケットをデバッグするには、debug ipv6 snooping dhcp-guard特権 EXECコマン
ドを使用します。

• IPv6ソースガード：IPv4ソースガードと同様、IPv6ソースガードは送信元アドレスス
プーフィングを防ぐために、送信元アドレスまたはプレフィックスを検証します。

ソースガードでは、送信元または宛先アドレスに基づいてトラフィックを許可または拒否

するようにハードウェアをプログラムします。ここでは、データパケットのトラフィック

のみを処理します。

IPv6ソースガードとは、IPv6バインディングテーブルを使用して PACLをインストール
し、ホストが無効な IPv6送信元アドレスを持つパケットを送信しないようにする機能で
す。
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ソースガードパケットをデバッグするには、debug ipv6 snooping source-guard特権 EXEC
コマンドを使用します。

IPv6 PACL機能は、入力方向だけでサポートされ、出力方向では
サポートされません。

（注）

次の制約事項が適用されます。

• FHSポリシーは、EtherChannelグループのメンバーである場合に物理ポートにアタッ
チすることができません。

• IPv6ソースガードがスイッチポートでイネーブルになっている場合は、そのスイッ
チポートが属するインターフェイスで NDPまたは DHCPスヌーピングをイネーブル
にする必要があります。そうしないと、このポートからのすべてのデータトラフィッ

クがブロックされます。

• IPv6ソースガードポリシーを VLANに適用することはできません。インターフェイ
スレベルのみでサポートされています。

•インターフェイスで IPv4および IPv6のソースガードを一緒に設定する場合は、ip
verify sourceの代わりに ip verify source mac-checkの使用を推奨します。2つの異な
るフィルタリングルール（IPv4（IPフィルタ）用と IPv6（IP-MACフィルタ）用）が
設定されているため、特定のポートの IPv4接続が切断される可能性があります。

• IPv6ソースガードとプレフィックスガードは同時に使用できません。ポリシーをイ
ンターフェイスに付加する際は、「アドレスを確認」するか「プレフィックスを確

認」する必要はありますが、両方を確認する必要はありません。

• PVLANと送信元/プレフィックスガードは同時に適用できません。

IPv6送信元ガードの詳細については、Cisco.comで『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide
Library』の「IPv6 Source Guard」の章を参照してください。

• IPv6プレフィックスガード：IPv6プレフィックスガードは、IPv6送信元ガード機能内で
動作し、デバイスがトポロジに不正なアドレスから発信されたトラフィックを拒否できる

ようにします。IPv6プレフィックスガードは、IPv6プレフィックスが DHCPプレフィッ
クス委任を使用してデバイス（ホームゲートウェイなど）に委任される場合によく使用さ

れています。この機能は、リンクに割り当てられたアドレスの範囲を検出し、この範囲に

入っていないアドレスを発信元とするトラフィックをブロックします。

IPv6プレフィックスガードの詳細については、Cisco.comで『Cisco IOS IPv6 Configuration
Guide Library』の「IPv6 Prefix Guard」の章を参照してください。

• IPv6宛先ガード：IPv6宛先ガード機能は、IPv6ネイバー探索で動作し、リンク上でアク
ティブであると認識されているアドレスについてのみ、デバイスがアドレスを解決しま

す。アドレスグリーニング機能に依存して、リンク上でアクティブなすべての宛先をバイ

ンディングテーブルに挿入してから、バインディングテーブルで宛先が見つからなかっ

たときに実行される解決をブロックします。
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IPv6宛先ガードはレイヤ 3 にのみ推奨されます。レイヤ 2につ
いては推奨しません。

（注）

IPv6宛先ガードに関する詳細については、Cisco.comで『Cisco IOS IPv6ConfigurationGuide
Library』の「IPv6 Destination Guard」の章を参照してください。

• IPv6ネイバー検索マルチキャスト抑制：IPv6ネイバー検索マルチキャスト抑制機能は、
IPv6のスヌーピング機能で、スイッチまたはワイヤレスコントローラで実行し、適切な
リンク動作に必要な制御トラフィック量を削減するために使用されます。

• DHCPv6リレー：Lightweight DHCPv6リレーエージェント：Lightweight DHCPv6リレー
エージェント機能を使用するとリンクレイヤブリッジング（非ルーティング）機能を実行

するアクセスノードによってリレーエージェント情報が挿入されます。LightweightDHCPv6
リレーエージェント（LDRA）機能は、DSLアクセスマルチプレクサ（DSLAM）や IPv6
制御やルーティング機能をサポートしないイーサネットスイッチなどの既存のアクセス

ノードに実装できます。LDRAを使用して、DHCPバージョン 6（DHCPv6）メッセージ
交換にリレーエージェントオプションを挿入して、主にクライアント側のインターフェイ

スを特定します。LDRA機能は、インターフェイスと VLANでイネーブルにできます。

LDRAデバイスがクライアントに直接接続されている場合は、サー
バ側で特定のサブネットまたはリンク情報を取得するために、イ

ンターフェイスにプール設定が必要です。この場合、LDRAデバ
イスが異なるサブネットまたはリンクに存在する場合、サーバは

正しいサブネットを取得できない場合があります。インターフェ

イスでプール名を設定して、クライアントに適切なサブネットま

たはリンクを選択できるようになりました。

（注）

DHCPv6リレーの詳細については、『IP Addressing: DHCP Configuration Guide, Cisco IOS
Release 15.1SG』の「DHCPv6 Relay—Lightweight DHCPv6 Relay Agent」の項を参照してく
ださい。

IPv6スヌーピングポリシーの設定方法
IPv6スヌーピングポリシーを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

デバイス# configure terminal

スヌーピングポリシーを作成し、IPv6
スヌーピングポリシーコンフィギュ

レーションモードに移行します。

ipv6 snooping policy policy-name

例：

デバイス(config)# ipv6 snooping policy
example_policy

ステップ 2

データアドレスグリーニングをイネー

ブルにし、さまざまな条件に対してメッ

{[default ] | [device-role {node | switch}] |
[ limit address-count value] | [no] |
[protocol {dhcp | ndp} ] | [security-level

ステップ 3

セージを検証し、メッセージのセキュリ

ティレベルを指定します。
{glean | guard | inspect} ] | [tracking
{disable [stale-lifetime [seconds | infinite]
| enable [reachable-lifetime [seconds |
infinite] } ] | [trusted-port ] }

•（任意）default：すべてをデフォル
トオプションに設定します。

例： •（任意）device-role{node] |
switch}：ポートに接続されたデバデバイス(config-ipv6-snooping)#

security-level inspect イスの役割を指定します。デフォル

トは nodeです。例：

デバイス(config-ipv6-snooping)#
trusted-port

•（任意）limit address-count value：
ターゲットごとに許可されるアドレ

ス数を制限します。

•（任意）no：コマンドを無効にする
か、またはそのデフォルトに設定し

ます。

•（任意）protocol{dhcp |ndp}：分析
のために、スヌーピング機能にどの

プロトコルをリダイレクトするかを

指定します。デフォルトは、dhcp
および ndpです。デフォルトを変
更するには、no protocolコマンド
を使用します。

•（任意）
security-level{glean|guard|inspect}：
この機能によって適用されるセキュ

リティのレベルを指定します。デ

フォルトは guardです。

glean：メッセージからアドレス
を収集し、何も確認せずにバイ

ンディングテーブルに入力しま

す。
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6

IPv6ファーストホップセキュリティの設定

IPv6スヌーピングポリシーの設定方法



目的コマンドまたはアクション

guard：アドレスを収集し、メッ
セージを検査します。さらに、

RAおよび DHCPサーバメッ
セージを拒否します。これがデ

フォルトのオプションです。

inspect：アドレスを収集し、
メッセージの一貫性と準拠を検

証して、アドレスの所有権を適

用します。

•（任意）tracking {disable | enable}：
デフォルトのトラッキング動作を上

書きし、トラッキングオプション

を指定します。

•（任意）trusted-port：信頼できる
ポートを設定します。これにより、

該当するターゲットに対するガード

がディセーブルになります。信頼で

きるポートを経由して学習されたバ

インディングは、他のどのポートを

経由して学習されたバインディング

よりも優先されます。テーブル内に

エントリを作成しているときに衝突

が発生した場合、信頼できるポート

が優先されます。

コンフィギュレーションモードから特

権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 4

デバイス(config-ipv6-snooping)# exit

スヌーピングポリシー設定を表示しま

す。

show ipv6 snooping policy policy-name

例：

ステップ 5

デバイス#show ipv6 snooping policy
example_policy

次のタスク

IPv6スヌーピングポリシーをインターフェイスまたは VLANにアタッチします。

IPv6スヌーピングポリシーをインターフェイスにアタッチする方法
インターフェイスまたはVLANに IPv6スヌーピングポリシーをアタッチするには、特権EXEC
モードで次の手順を実行してください。

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプおよび IDを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface Interface_type stack/module/port

例：

デバイス(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 2

switchportモードを開始します。switchport

例：

ステップ 3

インターフェイスがレイヤ 3
モードの場合に、レイヤ 2パ
ラメータを設定するには、パ

ラメータを指定せずに

switchportインターフェイスコ
ンフィギュレーションコマン

ドを入力し、インターフェイ

スをレイヤ 2モードにする必
要があります。これにより、

インターフェイスがいったん

シャットダウンしてから再度

イネーブルになり、インター

フェイスが接続しているデバ

イスに関するメッセージが表

示されることがあります。レ

イヤ 3モードのインターフェ
イスをレイヤ 2モードにした
場合、影響のあるインター

フェイスに関連する以前の設

定情報が消失する可能性があ

り、インターフェイスはデ

フォルト設定に戻ります。

switchportコンフィギュレー
ションモードではコマンドプ

ロンプトは（config-if）#と表
示されます。

（注）

デバイス(config-if)# switchport

インターフェイスまたはそのインター

フェイス上の特定の VLANにカスタム
ipv6 snooping [ attach-policy policy_name
[ vlan {vlan_id | add vlan_ids |
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids}]

ステップ 4

IPv6スヌーピングポリシーをアタッチ
| vlan {vlan_id | add vlan_ids |

します。デフォルトポリシーをインター

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6スヌーピングポリシーをインターフェイスにアタッチする方法



目的コマンドまたはアクション

フェイスにアタッチするには、

attach-policyキーワードを指定せずに
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]

例： ipv6 snoopingコマンドを使用します。
デフォルトポリシーをインターフェイ

デバイス(config-if)# ipv6 snooping
ス上のVLANにアタッチするには、ipv6
snooping vlanコマンドを使用します。or

デフォルトポリシーは、セキュリティ
デバイス(config-if)# ipv6 snooping

レベル guard、デバイスロール node、
プロトコル ndpおよび dhcpです。

attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if)# ipv6 snooping vlan
111,112

or

デバイス(config-if)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy vlan
111,112

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了しないで、ポリシーが

do show running-config

例：

ステップ 5

特定のインターフェイスにアタッチされ

ていることを確認します。
デバイス#(config-if)# do show
running-config

IPv6スヌーピングポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイス
にアタッチする方法

EtherChannelインターフェイスまたは VLANに IPv6スヌーピングポリシーをアタッチするに
は、特権 EXECモードで次の手順を実行してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

EtherChannelの作成時に割り当てられた
ポートチャネルインターフェイスの名

interface range Interface_name

例：

ステップ 2

前を指定します。インターフェイス範囲
デバイス(config)# interface range Po11

コンフィギュレーションモードを開始

します。

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6スヌーピングポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイスにアタッチする方法



目的コマンドまたはアクション

インターフェイス名やタイプ

を簡単に参照するにはdoshow
interfaces summaryコマンドを
使用します。

ヒント

IPv6スヌーピングポリシーをインター
フェイスまたはそのインターフェイス上

ipv6 snooping [ attach-policy policy_name
[ vlan {vlan_ids | add vlan_ids | except
vlan_ids | none | remove vlan_ids | all} ] |

ステップ 3

の特定の VLANにアタッチします。
vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | attach-policyオプションを使用しない場exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

デバイス(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy vlan
222,223,224

or

デバイス(config-if-range)#ipv6 snooping
vlan 222, 223,224

コンフィギュレーションモードを終了

しないで、ポリシーが特定のインター

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

例：

ステップ 4

フェイスにアタッチされていることを確

認します。
デバイス#(config-if-range)# do show
running-config int po11

IPv6バインディングテーブルの内容を設定する方法
IPv6バインディングテーブルコンテンツを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実
行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6バインディングテーブルの内容を設定する方法



目的コマンドまたはアクション

バインディングテーブルデータベース

にスタティックエントリを追加します。

[no] ipv6 neighbor binding [ vlan vlan-id
{ipv6-address interface interface_type
stack/module/port hw_address

ステップ 2

[reachable-lifetimevalue [seconds | default
| infinite] | [tracking{ [default | disable] [
reachable-lifetimevalue [seconds | default
| infinite] | [enable [reachable-lifetimevalue
[seconds | default | infinite] | [retry-interval
{seconds| default [reachable-lifetimevalue
[seconds | default | infinite] } ]

例：

デバイス(config)# ipv6 neighbor binding

バインディングテーブルキャッシュに

挿入できるエントリの最大数を指定しま

す。

[no] ipv6 neighbor binding max-entries
number [ mac-limit number | port-limit
number [ mac-limit number] | vlan-limit
number [ [mac-limit number] | [ port-limit
number [mac-limitnumber] ] ] ]

ステップ 3

例：

デバイス(config)# ipv6 neighbor binding
max-entries 30000

バインディングテーブルメインイベン

トのロギングをイネーブルにします。

ipv6 neighbor binding logging

例：

ステップ 4

デバイス(config)# ipv6 neighbor binding
logging

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了して、ルータを特権EXEC
モードにします。

exit

例：

デバイス(config)# exit

ステップ 5

バインディングテーブルの内容を表示

します。

show ipv6 neighbor binding

例：

ステップ 6

デバイス# show ipv6 neighbor binding

IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーの設定方法
特権EXECモードから、IPv6NDインスペクションポリシーを設定するには、次の手順に従っ
てください。

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーの設定方法



手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

NDインスペクションポリシー名を指
定し、NDインスペクションポリシー

[no]ipv6 nd inspection policy policy-name

例：

ステップ 2

コンフィギュレーションモードを開始

します。
デバイス(config)# ipv6 nd inspection
policy example_policy

ポートに接続されているデバイスの役

割を指定します。デフォルトはhostで
す。

device-role {host |monitor | router |
switch}

例：

ステップ 3

デバイス(config-nd-inspection)#
device-role switch

オプションが指定されていないか無効

なオプションが指定されているか、ま

drop-unsecure

例：

ステップ 4

たはシグニチャが無効なメッセージを

ドロップします。
デバイス(config-nd-inspection)#
drop-unsecure

1～ 10,000を入力します。limit address-count value

例：

ステップ 5

デバイス(config-nd-inspection)# limit
address-count 1000

暗号化生成アドレス（CGA）オプショ
ンを使用する場合の最小のセキュリ

sec-level minimum value

例：

ステップ 6

ティレベルパラメータ値を指定しま

す。
デバイス(config-nd-inspection)# limit
address-count 1000

ポートでデフォルトのトラッキングポ

リシーを上書きします。

tracking {enable [reachable-lifetime
{value | infinite}] | disable [stale-lifetime
{value | infinite}]}

ステップ 7

例：

デバイス(config-nd-inspection)#
tracking disable stale-lifetime
infinite

信頼できるポートにするポートを設定

します。

trusted-port

例：

ステップ 8

デバイス(config-nd-inspection)#
trusted-port

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーの設定方法



目的コマンドまたはアクション

送信元MediaAccess Control（MAC）ア
ドレスをリンク層アドレスと照合しま

す。

validate source-mac

例：

デバイス(config-nd-inspection)#
validate source-mac

ステップ 9

このコマンドのno形式を使用してパラ
メータの現在の設定を削除します。

no {device-role | drop-unsecure | limit
address-count | sec-level minimum |
tracking | trusted-port | validate
source-mac}

ステップ 10

例：

デバイス(config-nd-inspection)# no
validate source-mac

設定をデフォルト値に戻します。default {device-role | drop-unsecure |
limit address-count | sec-level minimum

ステップ 11

| tracking | trusted-port | validate
source-mac}

例：

デバイス(config-nd-inspection)# default
limit address-count

NDインスペクションコンフィギュレー
ションモードを終了しないで NDイン
スペクションの設定を確認します。

do show ipv6 nd inspection policy
policy_name

例：

ステップ 12

デバイス(config-nd-inspection)# do show
ipv6 nd inspection policy
example_policy

IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーをインターフェイスにア
タッチする方法

インターフェイスまたはそのインターフェース上の VLANに IPv6 ND検査ポリシーをアタッ
チするには、特権 EXECモードで次の手順を実行してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーをインターフェイスにアタッチする方法



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのタイプおよび IDを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface Interface_type stack/module/port

例：

デバイス(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 2

ネイバー探索検査ポリシーをインター

フェイスまたはそのインターフェイス上

ipv6 nd inspection [ attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids
| except vlan_ids | none | remove vlan_ids

ステップ 3

の特定の VLANにアタッチします。
| all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | attach-policyオプションを使用しない場exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

デバイス(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy vlan
222,223,224

or

デバイス(config-if)# ipv6 nd inspection
vlan 222, 223,224

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了しないで、ポリシーが

do show running-config

例：

ステップ 4

特定のインターフェイスにアタッチされ

ていることを確認します。
デバイス#(config-if)# do show
running-config

IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーをレイヤ 2 EtherChannel
インターフェイスにアタッチする方法

EtherChannelインターフェイスまたは VLANに IPv6ネイバー探索検査ポリシーをアタッチす
るには、特権 EXECモードで次の手順を実行してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイスにアタッチする方法



目的コマンドまたはアクション

EtherChannelの作成時に割り当てられた
ポートチャネルインターフェイスの名

interface range Interface_name

例：

ステップ 2

前を指定します。インターフェイス範囲
デバイス(config)# interface Po11

コンフィギュレーションモードを開始

します。

インターフェイス名やタイプ

を簡単に参照するにはdoshow
interfaces summaryコマンドを
使用します。

ヒント

NDインスペクションポリシーをイン
ターフェイスまたはそのインターフェイ

ipv6 nd inspection [ attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids
| except vlan_ids | none | remove vlan_ids

ステップ 3

ス上の特定のVLANにアタッチします。
| all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | attach-policyオプションを使用しない場exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

デバイス(config-if-range)# ipv6 nd
inspection attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if-range)# ipv6 nd
inspection attach-policy example_policy
vlan 222,223,224

or

デバイス(config-if-range)#ipv6 nd
inspection vlan 222, 223,224

コンフィギュレーションモードを終了

しないで、ポリシーが特定のインター

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

例：

ステップ 4

フェイスにアタッチされていることを確

認します。
デバイス#(config-if-range)# do show
running-config int po11

デバイスでの IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリ
シーのアタッチ方法

IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリシーをデバイスにアタッチするには、次の手順を実
行します。

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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デバイスでの IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリシーのアタッチ方法



手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminalステップ 2

ネイバー探索抑制ポリシー名を定義し

て、ネイバー探索抑制ポリシーコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

ipv6 nd suppress policy policy-nameステップ 3

IPv6 DADプロキシモードでネイバー探
索抑制をイネーブルにします。

mode dad-proxyステップ 4

プロキシマルチキャストおよびユニキャ

ストのネイバー送信要求メッセージに対

mode full-proxyステップ 5

するネイバー探索抑制をイネーブルにし

ます。

プロキシマルチキャストネイバー送信

要求メッセージに対するネイバー探索抑

制をイネーブルにします。

mode mc-proxyステップ 6

インターフェイスでの IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリシー
のアタッチ方法

IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリシーをインターフェイスにアタッチするには、次の
手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminalステップ 2

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
16

IPv6ファーストホップセキュリティの設定

インターフェイスでの IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリシーのアタッチ方法



目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのタイプと番号を指定

し、デバイス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。

次のいずれかの作業を実行します。ステップ 3

• interface type number

• ipv6 nd inspection [attach-policy
policy_name [ vlan { add | except | IPv6ネイバー探索マルチキャストポリ

シーをインターフェイスまたは VLAN
にアタッチします。

none | remove | all} vlan [ vlan1,
vlan2, vlan3... ]]]

または

• vlan configuration vlan-id
• ipv6 nd inspection [attach-policy
policy_name [ vlan { add | except |
none | remove | all} vlan [ vlan1,
vlan2, vlan3... ]]]

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了します。

exitステップ 4

レイヤ 2 EtherChannelインターフェイスへの IPv6ネイバー探索マルチ
キャスト抑制ポリシーのアタッチ方法

IPv6ネイバー探索マルチキャスト抑制ポリシーをEtherChannelインターフェイスにアタッチす
るには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminalステップ 2

インターフェイスのタイプとポート番号

を指定し、スイッチをポートチャネル

次のいずれかの作業を実行します。ステップ 3

• interface port-channel
port-channel-number コンフィギュレーションモードにしま

す。
• ipv6 nd inspection [attach-policy
policy_name [ vlan { add | except | IPv6ネイバー探索マルチキャストポリ

シーをインターフェイスまたは VLAN
にアタッチします。

none | remove | all} vlan [ vlan1,
vlan2, vlan3... ]]]

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

または

• vlan configuration vlan-id
• ipv6 nd inspection [attach-policy
policy_name [ vlan { add | except |
none | remove | all} vlan [ vlan1,
vlan2, vlan3... ]]]

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了します。

exitステップ 4

IPv6ルータアドバタイズメントガードポリシーの設定
方法

IPv6ルータアドバタイズメントポリシーを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実
行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

RAガードポリシー名を指定し、RA
ガードポリシーコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no]ipv6 nd raguard policy policy-name

例：

デバイス(config)# ipv6 nd raguard
policy example_policy

ステップ 2

ポートに接続されているデバイスの役

割を指定します。デフォルトはhostで
す。

[no]device-role {host |monitor | router |
switch}

例：

ステップ 3

デバイス(config-nd-raguard)#
device-role switch

（1～255）最大および最小のホップ制
限値の範囲。

[no]hop-limit {maximum |minimum}
value

例：

ステップ 4

ホップ制限値によるルータアドバタイ

ズメントメッセージのフィルタリングデバイス(config-nd-raguard)# hop-limit
maximum 33 をイネーブルにします。不正 RAメッ

セージは低いホップ制限値（IPv4の

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

Time toLiveと同じ）を持つ可能性があ
るため、ホストによって受け入れられ

ると、ホストが不正 RAメッセージ
ジェネレータを超えて宛先にトラ

フィックを生成することができなくな

ります。指定されていないホップ制限

値を持つ RAメッセージはブロックさ
れます。

設定されていない場合、このフィルタ

はディセーブルになります。

「minimum」を設定して、指定する値
より低いホップ制限値を持つ RAメッ
セージをブロックします。

「maximum」を設定して、指定する値
より高いホップ制限値を持つ RAメッ
セージをブロックします。

管理アドレス設定（「M」フラグ）
フィールドに基づいてルータアドバタ

[no]managed-config-flag {off | on}

例：

ステップ 5

イズメントメッセージのフィルタリン
デバイス(config-nd-raguard)#
managed-config-flag on グをイネーブルにします。「M」フィー

ルドが 1の不正 RAメッセージの結果
としてホストが不正 DHCPv6サーバを
使用する場合があります。設定されて

いない場合、このフィルタはディセー

ブルになります。

On：「M」値が 1の RAメッセージを
受け入れて転送し、0のものをブロッ
クします。

Off：「M」値が 0の RAメッセージを
受け入れて転送し、1のものをブロッ
クします。

指定したプレフィックスリストまたは

アクセスリストと照合します。

[no]match {ipv6 access-list list | ra
prefix-list list}

例：

ステップ 6

デバイス(config-nd-raguard)# match ipv6
access-list example_list

その他の設定（「O」フラグ）フィー
ルドに基づくルータアドバタイズメン

[no]other-config-flag {on | off}

例：

ステップ 7

トメッセージのフィルタリングをイ
デバイス(config-nd-raguard)#
other-config-flag on ネーブルにします。「O」フィールド
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目的コマンドまたはアクション

が 1の不正 RAメッセージの結果とし
てホストが不正 DHCPv6サーバを使用
する場合があります。設定されていな

い場合、このフィルタはディセーブル

になります。

On：「O」値が 1の RAメッセージを
受け入れて転送し、0のものをブロッ
クします。

Off：「O」値が 0の RAメッセージを
受け入れて転送し、1のものをブロッ
クします。

「Router Preference」フラグを使用した
ルータアドバタイズメントメッセージ

[no]router-preference maximum {high |
medium | low}

例：

ステップ 8

のフィルタリングをイネーブルにしま

す。設定されていない場合、このフィ

ルタはディセーブルになります。
デバイス(config-nd-raguard)#
router-preference maximum high

• high：「Router Preference」が
「high」、「medium」、または
「low」に設定されたRAメッセー
ジを受け入れます。

• medium：「Router Preference」が
「high」に設定されたRAメッセー
ジをブロックします。

• low：「Router Preference」が
「medium」または「high」に設定
された RAメッセージをブロック
します。

信頼できるポートとして設定すると、

すべての接続デバイスが信頼され、よ

[no]trusted-port

例：

ステップ 9

り詳細なメッセージ検証は実行されま

せん。
デバイス(config-nd-raguard)#
trusted-port

コマンドをデフォルト値に戻します。default {device-role | hop-limit
{maximum |minimum} |

ステップ 10

managed-config-flag |match {ipv6
access-list | ra prefix-list } |
other-config-flag | router-preference
maximum| trusted-port}

例：
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目的コマンドまたはアクション

デバイス(config-nd-raguard)# default
hop-limit

（任意）：RAガードポリシーコン
フィギュレーションモードを終了しな

do show ipv6 nd raguard policy
policy_name

例：

ステップ 11

いで NDガードポリシー設定を表示し
ます。

デバイス(config-nd-raguard)# do show
ipv6 nd raguard policy example_policy

IPv6ルータアドバタイズメントガードポリシーをインターフェイス
にアタッチする方法

インターフェイスまたはそのインターフェース上の VLANに IPv6ルータアドバタイズメント
ポリシーをアタッチするには、特権 EXECモードで次の手順を実行してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプおよび IDを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface Interface_type stack/module/port

例：

デバイス(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 2

ネイバー探索検査ポリシーをインター

フェイスまたはそのインターフェイス上

ipv6 nd raguard [ attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids
| except vlan_ids | none | remove vlan_ids

ステップ 3

の特定の VLANにアタッチします。
| all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | attach-policyオプションを使用しない場exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

デバイス(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy vlan
222,223,224

or
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目的コマンドまたはアクション

デバイス(config-if)# ipv6 nd raguard
vlan 222, 223,224

コンフィギュレーションモードを終了

しないで、ポリシーが特定のインター

do show running-config

例：

ステップ 4

フェイスにアタッチされていることを確

認します。
デバイス#(config-if)# do show
running-config

IPv6ルータアドバタイズメントガードポリシーをレイヤ2EtherChannel
インターフェイスにアタッチする方法

EtherChannelインターフェイスまたは VLANに IPv6ルータアドバタイズメントガードポリ
シーをアタッチするには、特権 EXECモードで次の手順を実行してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

EtherChannelの作成時に割り当てられた
ポートチャネルインターフェイスの名

interface range Interface_name

例：

ステップ 2

前を指定します。インターフェイス範囲
デバイス(config)# interface Po11

コンフィギュレーションモードを開始

します。

インターフェイス名やタイプ

を簡単に参照するにはdoshow
interfaces summaryコマンドを
使用します。

ヒント

RAガードポリシーをインターフェイス
またはそのインターフェイス上の特定の

ipv6 nd raguard [ attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids
| except vlan_ids | none | remove vlan_ids

ステップ 3

VLANにアタッチします。attach-policy
| all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids |

オプションを使用しない場合、デフォル

トポリシーがアタッチされます。
exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ]

例：

デバイス(config-if-range)# ipv6 nd
raguard attach-policy example_policy
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目的コマンドまたはアクション

or

デバイス(config-if-range)# ipv6 nd
raguard attach-policy example_policy
vlan 222,223,224

or

デバイス(config-if-range)#ipv6 nd
raguard vlan 222, 223,224

コンフィギュレーションモードを終了

しないで、ポリシーが特定のインター

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

例：

ステップ 4

フェイスにアタッチされていることを確

認します。
デバイス#(config-if-range)# do show
running-config int po11

IPv6 DHCPガードポリシーの設定方法
IPv6 DHCP（DHCPv6）ガードポリシーを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行
します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

DHCPv6ガードポリシー名を指定し、
DHCPv6ガードポリシーコンフィギュ
レーションモードを開始します。

[no]ipv6 dhcp guard policy policy-name

例：

デバイス(config)# ipv6 dhcp guard policy
example_policy

ステップ 2

（任意）特定の役割のデバイスからのも

のではないポート上の DHCPv6応答お
[no]device-role {client | server}

例：

ステップ 3

よびDHCPv6アドバタイズメントをフィ
ルタします。デフォルトは clientです。

デバイス(config-dhcp-guard)# device-role
server

• client：デフォルト値。アタッチさ
れたデバイスがクライアントである

ことを指定します。サーバメッセー

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

ジにはこのポートでドロップされま

す。

• server：適用されたデバイスが
DHCPv6サーバであることを指定し
ます。このポートでは、サーバメッ

セージが許可されます。

（任意）。アドバタイズされたDHCPv6
サーバまたはリレーアドレスが認証さ

[no] match server access-list
ipv6-access-list-name

例：

ステップ 4

れたサーバのアクセスリストからのも

のであることの確認をイネーブルにしま

;;Assume a preconfigured IPv6 Access す（アクセスリストの宛先アドレスは
List as follows:

「any」です）。設定されていない場
デバイス(config)# ipv6 access-list

合、このチェックは回避されます。空のmy_acls
アクセスリストは、permit allとして処
理されます。

デバイス(config-ipv6-acl)# permit host
FE80::A8BB:CCFF:FE01:F700 any

;;configure DCHPv6 Guard to match
approved access list.

デバイス(config-dhcp-guard)# match
server access-list my_acls

（任意）DHCPv6応答メッセージ内のア
ドバタイズされたプレフィクスが設定さ

[no] match reply prefix-list
ipv6-prefix-list-name

例：

ステップ 5

れた承認プレフィクスリストからのも

のであることの確認をイネーブルにしま

;;Assume a preconfigured IPv6 prefix す。設定されていない場合、このチェッ
list as follows:

クは回避されます。空のプレフィクス

リストは、permitとして処理されます。
デバイス(config)# ipv6 prefix-list
my_prefix permit 2001:0DB8::/64 le 128

;; Configure DCHPv6 Guard to match
prefix

デバイス(config-dhcp-guard)# match
reply prefix-list my_prefix

device-roleが serverである場合に max
および minを設定して、DHCPv6サー

[no]preference{max limit |min limit }

例：

ステップ 6

バアドバタイズメント値をサーバ優先
デバイス(config-dhcp-guard)# preference
max 250 度値に基づいてフィルタします。デフォ

ルトではすべてのアドバタイズメントが

許可されます。

デバイス(config-dhcp-guard)#preference
min 150

max limit：（0～ 255）（任意）アドバ
タイズされたプリファレンス

（[preference]オプション内）が指定さ
れた制限未満であるかどうかの検証をイ

ネーブルにします。デフォルトは255で
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24

IPv6ファーストホップセキュリティの設定

IPv6 DHCPガードポリシーの設定方法



目的コマンドまたはアクション

す。設定されていない場合、このチェッ

クは回避されます。

min limit：（0～ 255）（任意）アドバ
タイズされたプリファレンス

（[preference]オプション内）が指定さ
れた制限を超過しているかどうかの検証

をイネーブルにします。デフォルトは0
です。設定されていない場合、この

チェックは回避されます。

（任意）trusted-port：ポートを信頼モー
ドに設定します。このポートでは、これ

以上のポリシングは実行されません。

[no] trusted-port

例：

デバイス(config-dhcp-guard)#
trusted-port

ステップ 7

信頼できるポートを設定した

場合、device-roleオプションは
使用できません。

（注）

（任意）default：コマンドをデフォルト
に設定します。

default {device-role | trusted-port}

例：

ステップ 8

デバイス(config-dhcp-guard)# default
device-role

（任意）コンフィギュレーションサブ

モードを終了せずに IPv6 DHCPのガー
do show ipv6 dhcp guard policy
policy_name

例：

ステップ 9

ドポリシーの設定を表示します。

policy_name変数を省略すると、すべて
の DHCPv6ポリシーが表示されます。

デバイス(config-dhcp-guard)# do show
ipv6 dhcp guard policy example_policy

DHCPv6ガード設定の例

enable
configure terminal
ipv6 access-list acl1
permit host FE80::A8BB:CCFF:FE01:F700 any
ipv6 prefix-list abc permit 2001:0DB8::/64 le 128
ipv6 dhcp guard policy pol1
device-role server
match server access-list acl1
match reply prefix-list abc
preference min 0
preference max 255
trusted-port
interface GigabitEthernet 0/2/0
switchport
ipv6 dhcp guard attach-policy pol1 vlan add 1
vlan 1
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ipv6 dhcp guard attach-policy pol1
show ipv6 dhcp guard policy pol1

IPv6 DHCPガードポリシーをインターフェイスまたはインターフェイ
ス上の VLANにアタッチする方法

IPv6バインディングテーブルコンテンツを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実
行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプおよび IDを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface Interface_type stack/module/port

例：

デバイス(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 2

DHCPガードポリシーをインターフェ
イスまたはそのインターフェイス上の特

ipv6 dhcp guard [ attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids
| except vlan_ids | none | remove vlan_ids

ステップ 3

定の VLANにアタッチします。
| all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | attach-policyオプションを使用しない場exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

デバイス(config-if)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy vlan
222,223,224

or

デバイス(config-if)# ipv6 dhcp guard
vlan 222, 223,224

コンフィギュレーションモードを終了

しないで、ポリシーが特定のインター

do show running-config interface
Interface_type stack/module/port

例：

ステップ 4

フェイスにアタッチされていることを確

認します。
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目的コマンドまたはアクション

デバイス#(config-if)# do show
running-config gig 1/1/4

IPv6 DHCPガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイスに
アタッチする方法

EtherChannelインターフェイスまたは VLANに IPv6 DHCPガードポリシーをアタッチするに
は、特権 EXECモードで次の手順を実行してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

デバイス# configure terminal

EtherChannelの作成時に割り当てられた
ポートチャネルインターフェイスの名

interface range Interface_name

例：

ステップ 2

前を指定します。インターフェイス範囲
デバイス(config)# interface Po11

コンフィギュレーションモードを開始

します。

インターフェイス名やタイプ

を簡単に参照するにはdoshow
interfaces summaryコマンドを
使用します。

ヒント

DHCPガードポリシーをインターフェ
イスまたはそのインターフェイス上の特

ipv6 dhcp guard [ attach-policy
policy_name [ vlan {vlan_ids | add vlan_ids
| except vlan_ids | none | remove vlan_ids

ステップ 3

定の VLANにアタッチします。
| all} ] | vlan [ {vlan_ids | add vlan_ids | attach-policyオプションを使用しない場exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

デバイス(config-if-range)# ipv6 dhcp
guard attach-policy example_policy

or

デバイス(config-if-range)# ipv6 dhcp
guard attach-policy example_policy vlan
222,223,224

or
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目的コマンドまたはアクション

デバイス(config-if-range)#ipv6 dhcp
guard vlan 222, 223,224

コンフィギュレーションモードを終了

しないで、ポリシーが特定のインター

do show running-config
interfaceportchannel_interface_name

例：

ステップ 4

フェイスにアタッチされていることを確

認します。
デバイス#(config-if-range)# do show
running-config int po11

IPv6ソースガードの設定方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

IPv6ソースガードポリシー名を指定
し、IPv6ソースガードポリシーコン

[no] ipv6 source-guard policy policy_name

例：

ステップ 3

フィギュレーションモードを開始しま

す。
デバイス(config)# ipv6 source-guard
policy example_policy

（任意）IPv6ソースガードポリシーを
定義します。

[deny global-autoconf] [permit link-local]
[default{. . . }] [exit] [no{. . . }]

例：

ステップ 4

• deny global-autoconf：自動設定され
たグローバルアドレスからのデーデバイス(config-sisf-sourceguard)# deny

global-autoconf タトラフィックを拒否します。こ

れは、リンク上のすべてのグローバ

ルアドレスが DHCPによって割り
当てられている際に、管理者が、自

己設定されたアドレスを持つホスト

によるトラフィックの送信をブロッ

クしたい場合に役立ちます。
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目的コマンドまたはアクション

• permit link-local：リンクローカル
アドレスから送信されたすべての

データトラフィックを許可します。

ソースガードポリシーに基づ

く信頼できるオプションはサ

ポートされません。

（注）

IPv6ソースガードポリシーコンフィ
ギュレーションモードを終了します。

end

例：

ステップ 5

デバイス(config-sisf-sourceguard)# end

ポリシー設定と、そのポリシーが適用さ

れるすべてのインターフェイスを表示し

ます。

show ipv6 source-guard policy policy_name

例：

デバイス# show ipv6 source-guard policy
example_policy

ステップ 6

次のタスク

インターフェイスに IPv6ソースガードポリシーを適用します。

IPv6ソースガードポリシーをインターフェイスにアタッチする方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプおよび IDを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface Interface_type stack/module/port

例：

デバイス(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに IPv6ソースガード
ポリシーをアタッチします。

ipv6 source-guard [attach-policy
<policy_name> ]

例：

ステップ 4

attach-policyオプションを使用しない場
合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
デバイス(config-if)# ipv6 source-guard
attach-policy example_policy

ポリシー設定と、そのポリシーが適用さ

れるすべてのインターフェイスを表示し

ます。

show ipv6 source-guard policy policy_name

例：

デバイス#(config-if)# show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

IPv6ソースガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイス
にアタッチする方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプとポート番号

を指定し、スイッチをポートチャネル

interface port-channel port-channel-number

例：

ステップ 3

コンフィギュレーションモードにしま

す。
デバイス (config)# interface Po4

インターフェイスに IPv6ソースガード
ポリシーをアタッチします。

ipv6 source-guard [attach-policy
<policy_name> ]

例：

ステップ 4

attach-policyオプションを使用しない場
合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
デバイス(config-if) # ipv6 source-guard
attach-policy example_policy
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目的コマンドまたはアクション

ポリシー設定と、そのポリシーが適用さ

れるすべてのインターフェイスを表示し

ます。

show ipv6 source-guard policy policy_name

例：

デバイス(config-if) #show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

IPv6プレフィックスガードの設定方法

プレフィックスガードが適用されている場合にリンクローカルアドレスから送信されたルー

ティングプロトコル制御パケットを許可するには、ソースガードポリシーコンフィギュレー

ションモードで permit link-localコマンドをイネーブルにします。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

IPv6ソースガードポリシー名を定義し
て、スイッチ統合セキュリティ機能の

[no] ipv6 source-guard policy
source-guard-policy

例：

ステップ 3

ソースガードポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。
デバイス (config)# ipv6 source-guard
policy my_snooping_policy

アドレス検証機能をディセーブルにし、

IPv6プレフィックスガード機能を設定
できるようにします。

[ no ] validate address

例：

デバイス (config-sisf-sourceguard)# no
validate address

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

IPv6ソースガードをイネーブルにし、
IPv6プレフィックスガード動作を実行
します。

validate prefix

例：

デバイス (config-sisf-sourceguard)#
validate prefix

ステップ 5

スイッチ統合セキュリティ機能のソース

ガードポリシーコンフィギュレーショ

exit

例：

ステップ 6

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

デバイス (config-sisf-sourceguard)# exit

IPv6ソースガードポリシー設定を表示
します。

show ipv6 source-guard policy
[source-guard-policy]

例：

ステップ 7

デバイス # show ipv6 source-guard policy
policy1

IPv6プレフィックスガードポリシーをインターフェイスにアタッチす
る方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプおよび IDを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface Interface_type stack/module/port

例：

デバイス(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 3

インターフェイスに IPv6ソースガード
ポリシーをアタッチします。

ipv6 source-guard attach-policy
policy_name

例：

ステップ 4

attach-policyオプションを使用しない場
合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
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目的コマンドまたはアクション

デバイス(config-if)# ipv6 source-guard
attach-policy example_policy

ポリシー設定と、そのポリシーが適用さ

れるすべてのインターフェイスを表示し

ます。

show ipv6 source-guard policy policy_name

例：

デバイス(config-if)# show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

IPv6プレフィックスガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインター
フェイスにアタッチする方法

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

デバイス> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

デバイス# configure terminal

インターフェイスのタイプとポート番号

を指定し、スイッチをポートチャネル

interface port-channel port-channel-number

例：

ステップ 3

コンフィギュレーションモードにしま

す。
デバイス (config)# interface Po4

インターフェイスに IPv6ソースガード
ポリシーをアタッチします。

ipv6 source-guard [attach-policy
<policy_name> ]

例：

ステップ 4

attach-policyオプションを使用しない場
合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
デバイス(config-if)# ipv6 source-guard
attach-policy example_policy

ポリシー設定と、そのポリシーが適用さ

れるすべてのインターフェイスを表示し

ます。

show ipv6 source-guard policy policy_name

例：

デバイス(config-if)# show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5
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IPv6ファーストホップセキュリティの設定例

例：IPv6ソースガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェ
イスにアタッチする方法

次の例は、IPv6ソースガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイスにアタッチ
する方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 source-guard policy POL
Switch(config-sisf-sourceguard) # validate address
switch(config-sisf-sourceguard)# exit
Switch(config)# interface Po4
Switch(config)# ipv6 snooping
Switch(config-if)# ipv6 source-guard attach-policy POL
Switch(config-if)# exit
switch(config)#

例：IPv6プレフィックスガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelイン
ターフェイスにアタッチする方法

次の例は、IPv6プレフィックスガードポリシーをレイヤ 2 EtherChannelインターフェイスに
アタッチする方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 source-guard policy POL
Switch (config-sisf-sourceguard)# no validate address
Switch((config-sisf-sourceguard)# validate prefix
Switch(config)# interface Po4
Switch(config-if)# ipv6 snooping
Switch(config-if)# ipv6 source-guard attach-policy POL
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