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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ソースガード機能は、ハードウェア TCAMテーブルにエントリを格納し、ホストが
無効な IPv6送信元アドレスでパケットを送信しないようにします。

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。
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IPv6ソースガード機能およびプレフィックスガード機能は、入
力方向でのみサポートされています。つまり、出力方法ではサ

ポートされていません。

（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。

• 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送信元ガードとプレフィックスガードはEtherChannelでサポートされています。

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。

IPv6宛先ガードは、設定された SVIのレイヤ2 VLANに適用する
ことをお勧めします。

（注）
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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。
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SISFベースの IPv4および IPv6デバイストラッキングに
関する情報

スイッチ統合セキュリティ機能ベース（SISFベース）の IPデバイストラッキングは、IPに依
存しない CLIコマンドを使用して、IPv4と IPv6の両方で FHSが使用可能なスヌーピングおよ
びデバイストラッキング機能を有効にするコンテナポリシーとして機能します。

既存のすべての IPv6スヌーピングコマンド（Cisco IOS XE Denali 16.1.1以前）は、IPv4およ
び IPv6アドレスファミリ両方に設定を適用できる SISFベース device-trackingコマンドに対応
します。

デバイスに存在するレガシー IPデバイストラッキングおよび IPv6スヌーピング設定では、新
しい device-tracking upgrade-cliによって、既存の構成を新しい SISFベースの device-tracking
CLIコマンドに移行することができます。詳細については、IPDTおよび IPv6スヌーピングコ
マンドの SISFベースの Device-Trackingコマンドへの移行を参照してください。

SISFベースデバイストラッキング CLIへの移行時の制限
•デバイスにレガシー IPデバイストラッキング（IPDT）または IPv6スヌーピング CLI設
定がない場合、以降すべての設定に対して新しい SISFベースデバイストラッキング CLI
コマンドのみ使用できます。古い IPデバイストラッキング CLIおよび Ipv6スヌーピング
CLIは使用できません。

•デバイスに IPv6スヌーピングが設定されている場合は、以降の設定に引き続きレガシー
IPv6スヌーピング CLIを使用するか、または device-tracking upgrade-cliコマンドを使用
して、IPv6スヌーピング設定を新しい SISFベースデバイストラッキングCLIに移行でき
ます。すべてのレガシー IPv6スヌーピングコマンドが変換された後は、新しい
device-trackingコマンドのみがデバイスで動作します。device-tracking upgrade-cliコマン
ドを使用していない場合は、レガシー IPv6スヌーピングコマンドのみデバイスで使用で
きます。

•デバイスに IPDTが設定されている場合は、レガシー IPDTコマンドおよび IPv6スヌーピ
ングコマンドを引き続き使用できます。このオプションを使用すると、レガシーモード

に制限されます。このモードでは、レガシー IPDTおよび IPv6スヌーピングコマンドの
みがデバイスで使用可能になります。しかし、既存の設定を新しい SISFベースの
device-trackingコマンドに移行することを推奨します。

•レガシー IPDTおよび IPv6スヌーピング設定を新しい SISFベースの device-trackingコマ
ンドに移行するには、新しい device-tracking upgrade-cliコマンドを実行します。
device-tracking upgrade-cliコマンドを実行した後は、新しい device-trackingコマンドのみ
がデバイスで使用でき、レガシー IPDTまたは IPv6スヌーピングコマンドはサポートさ
れません。

•古い IPDT IPv6スヌーピング CLIと新しい SISFベースデバイストラッキング CLIの両方
を設定することはできません。

•従来の設定を新しい SISFベースデバイストラッキング設定に移行するときに、ip dhcp
snooping vlanコマンドがレガシーモードで有効であれば、WL-DEV-TRACK-DHCPと呼
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ばれるデバイストラッキングポリシーが自動的に IPv4および有効な IPデバイストラッ
キングのある IPv6クライアントの両方をトラックするため作成されます。ipdhcpsnooping
vlanが有効でない場合は、デバイストラッキングに左右される他の機能をサポートする
ために、デバイストラッキングをデバイスで有効にしてください。

IPDTおよび IPv6スヌーピングコマンドのSISFベースのDevice-Tracking
コマンドへの移行

device-tracking upgrade-cliコマンドを使用して、レガシー IPデバイストラッキング（IPDT）
と IPv6スヌーピング CLI設定を、新しい device-tracking CLIコマンドに移行しておくことをお
勧めします。

設定シナリオと移行の結果

デバイスにあるレガシー設定に基づいて、device-tracking upgrade-cliコマンドはCLIを異なる
方法でアップグレードします。既存の設定を移行する前に、次のシナリオ、および対応する移

行情報を検討します。

IPDT設定のみが存在する

デバイスに IPデバイストラッキング（IPDT）設定のみがある場合は、device-trackingupgrade-cli
コマンドを実行すると、内部で設定が解釈され、新しく作成されてインターフェイスで割り当

てられる SISFポリシーが使用されます。これにより、この SISFポリシーを更新できます。

IPv6スヌーピング設定のみが存在する

既存の IPv6スヌーピング設定があるデバイスで、古い IPv6スヌーピングコマンドを以降の設
定に使用できます。次のオプションを使用できます。

•（推奨）device-trackingupgrade-cliコマンドを使用して、レガシー設定をすべて、新しい
SISFベースのdevice-trackingコマンドに移行する。すべてのレガシーコマンドが変換され
た後は、新しい device-trackingコマンドのみがデバイスで動作します。

•レガシー IPv6スヌーピングコマンドを今後の設定に使用し、device-tracking upgrade-cli
コマンドは実行しない。このオプションでは、デバイスで使用可能なのはレガシー IPv6
スヌーピングコマンドのみであり、新しい SISFベースの device-tracking CLIコマンドは
使用できません。

Defaultという名前のデバイストラッキングポリシーが、変換プロセスによって作成されます。
このポリシーを他のインターフェイスに手動で割り当てることはできません。

IPDTと IPv6スヌーピングの両方の設定が存在する

レガシー IPDT設定と IPv6スヌーピング設定の両方が存在するデバイスでは、device-tracking
upgrade-cliコマンドを使用して、レガシーコマンドを新しい device-tracking CLIコマンドに変
換します。ただし、インターフェイスに割り当てることができるスヌーピングポリシーは1つ
だけであり、IPv6スヌーピングポリシーパラメータは IPDT設定よりも優先される、という
ことに注意してください。

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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新しい SISFベースのコマンドに移行しておらず、レガシー IPv6スヌーピングや IPDTコマン
ドを使用し続けている場合、IPv4デバイストラッキング設定情報が IPv6スヌーピングコマン
ドに表示される可能性があります。統合された機能では、IPv4と IPv6の両方の設定を扱うた
めです。これを回避するには、レガシー設定を移行して新しい device-trackingコマンドを使用
するようお勧めします。

（注）

IPDTまたは IPv6スヌーピング設定が存在しない

デバイスにレガシー IPデバイストラッキング設定も IPv6スヌーピング設定もない場合は、今
後の設定に使用できるのは新しい SISFベースの device-trackingコマンドのみです。レガシー
IPDTコマンドと IPv6スヌーピングコマンドは使用できません。

IPDT、IPv6スヌーピング、およびデバイストラッキング CLIの互換性
次の表に、新しい SISFベースのデバイストラッキングコマンドと、対応する IPDTおよび
IPv6スヌーピングコマンドを示します。

SISFベースのデバイストラッ
キング

IPv6スヌーピングIPデバイストラッキング
（IPDT）

サポート対象外サポート対象外ip device tracking probe count

device-tracking policy
reachable-lifetime

ipv6 neighbor binding
reachable-lifetime

ip device tracking probe delay

device-tracking policy
retry-interval

ipv6 snooping tracking
retry-interval

ip device tracking probe interval

ip device tracking probe
auto-source overrideとして受
け付け/解釈

ip device tracking probe
auto-source overrideとして受
け付け/解釈

ip device tracking probe use-svi

device-tracking tracking
auto-source fallback ip-address
{ip-prefix | subnet-mask} override

device-tracking tracking
auto-source fallback ip-address
{ip-prefix | subnet-mask} override

ip device tracking probe
auto-source fallback

サポート対象外サポート対象外ip device tracking probe
auto-source override

サポート対象外サポート対象外ip device tracking tracebuffer

device-tracking snooping policy
<name> limit

ipv6 snooping policy <name>
limit

ip device tracking maximum

サポート対象外サポート対象外ip device tracking probe count

サポート対象外サポート対象外ip device tracking probe interval

サポート対象外サポート対象外clear ip device tracking all

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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SISFベースの IPデバイストラッキングおよびスヌーピ
ングポリシーを作成する方法

デバイストラッキ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

Device# configure terminal

デバイストラッキングコンフィギュ

レーションモードを開始します。

[no] device-tracking policy policy-name

例：

ステップ 2

Device(config)# device-tracking policy
example_policy

IPv4と IPv6の両方で次のオプションを
有効にします。

{[device-role {node | switch}] | [limit
address-count value] | [no] |
[destination-glean{recovery|log-only[dhcp]]

ステップ 3

•（任意）device-role{node] |
switch}：ポートに接続されたデバ

| [data-glean{recovery|log-only{dhcp |
ndp}] | prefix-glean ] | [security-level
{glean | guard | inspect} ] | [tracking イスのロールを指定します。デフォ

ルトは nodeです。{disable [stale-lifetime [seconds | infinite]
| enable [reachable-lifetime [seconds |
infinite] } ] | [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。
例：

Device(config-device-tracking)#
security-level inspect •（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。
例：

Device(config-device-tracking)#
trusted-port •（任意）destination-glean{recovery|

log-only}[dhcp]}：データトラ
フィックの送信元アドレスグリー

ニングによるバインディングテー

ブルの回復をイネーブルにします。

•（任意）data-glean{recovery|
log-only}[dhcp | ndp]}：送信元アド
レスまたはデータアドレスのグリー

ニングを使用したバインディング

テーブルの回復をイネーブルにしま

す。

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

•（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。

guard：アドレスを収集し、メッ
セージを検査します。さらに、

ルータアドバタイズメント

（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}：
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。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。

設定モードを終了します。end

例：

ステップ 4

Device(config-device-tracking)# exit

デバイストラッキングポリシー設定を

表示します。

show device-tracking policy policy-name

例：

ステップ 5

Device#show device-tracking policy
example_policy

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

デバイストラッキングポリシーをインターフェイスにアタッチする

方法

デバイストラッキングポリシーをインターフェイスにアタッチするには、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

Device# configure terminal

インターフェイスを指定し、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。

interfaceinterface

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/1/4

ステップ 2

デバイストラッキ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

[no] device-trackingattach-policy policy
name

例：

ステップ 3

ス上で指定された VLANにアタッチし
ます。Device(config-if)# device-tracking

attach-policy example_policy
SISFベースのデバイストラッ
キングポリシーは、カスタム

設定されている場合のみ無効

にできます。

DT-PROGRAMMATICポリ
シーは、DHCPスヌーピング
の結果として適用されるた

め、削除することはできませ

ん。

SISFベースのデバイストラッ
キングを無効にするには、こ

の設定例例：SISFベースのデ
バイストラッキングを無効に

する方法にある手順に従って

ください。

（注）

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

指定されたインターフェイスの種類と番

号に一致するポリシーを表示します。

show device-tracking policies
[interfaceinterface]

例：

ステップ 4

Device#(config-if)# do show
running-config

デバイストラッキングポリシーを VLANにアタッチする方法
複数のインターフェイスでデバイストラッキングポリシーを VLANにアタッチするには、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

Device# configure terminal

デバイストラッキングポリシーをア

タッチするVLANを指定し、そのVLAN
vlan configuration vlan_list

例：

ステップ 2

インターフェイスのコンフィギュレー

ションモードを開始します。
Device(config)# vlan configuration
333

すべてのスイッチインターフェイスで、

デバイストラッキングポリシーを指定

された VLANにアタッチします。

[no] device-tracking [attach-policy
policy_name]

例：

ステップ 3

SISFベースのデバイストラッ
キングポリシーは、カスタム

設定されている場合のみ無効

にできます。

DT-PROGRAMMATICポリ
シーは、DHCPスヌーピング
の結果として適用されるた

め、削除することはできませ

ん。

SISFベースのデバイストラッ
キングを無効にするには、こ

の設定例例：SISFベースのデ
バイストラッキングを無効に

する方法にある手順に従って

ください。

（注）Device(config-vlan-config)#device-tracking
attach-policy example_policy

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

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 VLANにアタッチされているこ
とを確認します。

Device#(config-if)# do show
running-config

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

Device# 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：

Device(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 {glean |

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。
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Device(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：

Device(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

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

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。

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

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

Device(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

Device#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。

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

IPv6ネイバープロービングの設定方法
IPv6ネイバープロービングが機能するには、バインディングテーブルにデータを入力する必
要があります。このタスクは、バインディングテーブル内のエントリのライフサイクルで微

調整を行うために実行します。

1つの IPv6クライアントは、随時に複数の IPv6アドレスを持つことができます。show ipv6
neighbor bindingmacmac_addressコマンドを実行すると、これらのアドレスの状態は、そのク
ライアントMACアドレスの IPv6ネイバーバインディングテーブルで REACHABLEとして表
示されます。これらのアドレス上で300秒間コントロールアクティビティがない場合、アドレ
スは STALE状態に移行し、それ以降はクライアントで使用できなくなります。

device-tracking trackingコマンドを使用して定期プローブ（デフォルトの間隔は 300秒）をす
べての IPv6クライアントに送信し、クライアントの IPv6アドレスがエージアウトしておら
ず、STALE状態に移行していないことを確かめます。これらのプローブは、送信元 IPアドレ
スがすべてゼロ、つまり、重複アドレス検出（DAD）プローブのスイッチから送信されます。
DADプローブに応答しないために 300後にエージアウトするクライアントがいくつか存在し
ます。

IPv6ネイバープロービングは、IPアドレスを取得するかまたは維持するのが難しいホストに
関してネットワークの問題がある場合のみ、有効にしてください。特に、ホストが IPリース
の更新をネゴシエーションしているときの時間枠内でDADプローブがホストに発行されると、
DADチャレンジによりホストが IPアドレスを放棄することがあります。不必要に IPv6ネイ
バープロービングを有効にすると、予期しないホストの動作が生じる場合があります。

（注）

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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Cisco IOS 15.2(5)Eリリース以前の場合は、インターフェイスレベルで IPv6スヌーピングポリ
シーを削除し、VLANレベルでポリシーをアタッチする必要があります。手順 8と手順 9を実
行し、VLANレベルで IPv6スヌーピングポリシーをアタッチします。

IPv6ネイバープロービングが VLANで有効な場合は、トランクポートを介する学習やホスト
を無効にするために、追加の設定を実行する必要があります。トランクポートを介した学習を

無効にするには、trusted-portおよびdevice-role switchでポリシーを設定する必要があります。
この設定では、トランクポートに接続されている他のアクセススイッチに、それぞれが接続

しているホストに対してファーストホップセキュリティを提供するポリシーを用意する必要

があります。各スイッチはそれぞれのホストに対してセキュリティを提供する必要がありま

す。手順 10～ 12を実行し、これらの属性でポリシーを設定します。

（注）

以下の手順を実行し、IPv6ネイバープロービングを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
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）。

Device> 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。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IPv6ネイバープロービングを有効にし
ます。

device-trackingtracking

例：

ステップ 3

IPv6ネイバープロービングを無効にす
るには、このコマンドのnoフォームを
使用します。

Device(config)# device-tracking
tracking

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、IP情報が割
interface vlan vlan-id

例：

ステップ 4

り当てられている VLANを指定しま
す。指定できる範囲は 1～ 4094です。Device(config)# interface vlan 1810

明示的な IPv6アドレスが設定されてい
ないインターフェイスにおける IPv6処
理をイネーブルにします。

ipv6 enable

例：

Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 5

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

IPv6ネイバープロービングの設定方法



目的コマンドまたはアクション

ipv6 enableを設定してVLAN
にSVIを作成すると、結果と
して、SVIのリンクローカル
アドレスがプローブのソース

アドレスとして使われます。

このため、プロービングは

DADメッセージではなく、
NSメッセージとして実行さ
れます。この設定ではプロー

ブ応答のレートが高くなりま

す。一部のホストは DADリ
クエストを無視することがあ

ります。ただし、NSメッ
セージにはすべてのホストが

応答します。

（注）

インターフェイスをイネーブルにしま

す。

no shutdown

例：

ステップ 6

dot1xを IPv4に対して有効にする場合、
dot1xが有効になっているインターフェDevice(config-if)# no shutdown

イス上のポリシーは自動的に設定さ

れ、トラッキングは特に IPv6ネイバー
プロービングに対して有効になりま

す。この場合、グローバル設定レベル

でトラッキング動作を変更しても、こ

れらの自動的に設定されているポリ

シーのトラッキングには何の影響もあ

りません。トラッキングはすべてのイ

ンターフェイスで常に有効になりま

す。

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

例：

ステップ 7

Device(config-if)# exit

VLANインターフェイスのコンフィ
ギュレーションモードを開始し、IPv6

vlan configuration vlan_list

例：

ステップ 8

スヌーピングポリシーをアタッチする

VLANを指定します。Device(config)# vlan configuration
1815

すべてのスイッチおよびスタックイン

ターフェイスで、IPv6スヌーピングポ
ipv6 snooping [attach-policy policy_name]

例：

ステップ 9

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

リシーを指定したVLANにアタッチし
ます。attach-policyオプションを使用し

Device(config-vlan-config)# ipv6
snooping attach-policy example_policy

ない場合、デフォルトポリシーがア

タッチされます。デフォルトポリシー

は、セキュリティレベル guard、デバ
イスロール node、プロトコル ndpおよ
び dhcpです。

すべてのインターフェイスで

同じユーザ定義のポリシーが

設定されている場合、このポ

リシーを VLAN上に設定し
て、インターフェイスから削

除できます。インターフェイ

ス上に設定されているポリ

シーが異なる場合、インター

フェイスに設定されているポ

リシーは削除しないでくださ

い。上記のデフォルトポリ

シーはVLANレベルで適用し
てください。

（注）

IPv6スヌーピングポリシーを設定し、
IPv6スヌーピングコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ipv6 snooping policy policy_name

例：

Device(config-vlan-config)# ipv6
snooping policy example_policy

ステップ 10

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 11

Device(config-ipv6-snooping)#
trusted-port

スイッチに接続されているデバイスの

役割を設定します。

device-roleswitch

例：

ステップ 12

Device(config-ipv6-snooping)#
device-role switch

設定モードを終了します。end

例：

ステップ 13

Device(config-ipv6-snooping)# end

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
インターフェイスまたは VLANに IPv6ルータ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

Device# 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：

Device(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）

Device(config-if)# switchport

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

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exceptvlan_ids | none | remove vlan_ids |
all} ] 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
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Device(config-if)# ipv6 snooping

ス上のVLANにアタッチするには、ipv6or
snooping vlanコマンドを使用します。

Device(config-if)# ipv6 snooping
デフォルトポリシーは、セキュリティattach-policy example_policy
レベル guard、デバイスロール node、
プロトコル ndpおよび dhcpです。or

Device(config-if)# ipv6 snooping vlan
111,112

or

Device(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。
Device#(config-if)# do show
running-config

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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

Device# configure terminal

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

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
Device(config)# interface range 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do show
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

ipv6snooping [ policy_name [ {vlan_ids |
vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |

ステップ 3

の特定の VLANにアタッチします。
} ]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all 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。例：

Device(config-if-range)# ipv6 snooping
attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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-configinterfaceportchannel_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。Device#(config-if-range)# do show
running-config int po11

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

IPv6スヌーピングポリシーを全体的に VLANにアタッチする方法
複数のインターフェイス上の 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

Device# configure terminal

VLANインターフェイスのコンフィギュ
レーションモードを開始し、IPv6スヌー

vlan configuration vlan_list

例：

ステップ 2

ピングポリシーをアタッチする VLAN
を指定します。

Device(config)# vlan configuration
333

すべてのスイッチおよびスタックイン

ターフェイスで、IPv6スヌーピングポ
ipv6 snooping [attach-policy policy_name]

例：

ステップ 3

リシーを指定した VLANにアタッチし
Device(config-vlan-config)#ipv6
snooping attach-policy example_policy ます。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。デフォルトポリシーは、

セキュリティレベル guard、デバイス
ロール node、プロトコル ndpおよび
dhcpです。

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 VLANにアタッチされているこ
とを確認します。

Device#(config-if)# do show
running-config

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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

Device# configure terminal

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

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。

[] [ vlan-id {ipv6-address interface_type
stack/module/port hw_address [[seconds | |
] | [{ [default | disable] [ [seconds | | ] | [

ステップ 2

[[seconds | | ] | [ {seconds| [[seconds | | ] }
]noipv6 neighbor
bindingvlaninterfacereachable-lifetimevalue
defaultinfinitetrackingreachable-lifetimevalue
defaultinfiniteenablereachable-lifetimevalue
defaultinfiniteretry-intervaldefaultreachable-lifetimevalue
defaultinfinite

例：

Device(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：

Device(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 bindinglogging

例：

ステップ 4

Device(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：

Device(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

Device# show ipv6 neighbor binding

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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
23

IPv6ファーストホップセキュリティの設定

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

Device# 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 inspectionpolicy 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。
Device(config)# ipv6 nd inspection
policy example_policy

ポートに接続されているデバイスの

ロールを指定します。デフォルトは

hostです。

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

例：

ステップ 3

Device(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。
Device(config-nd-inspection)#
drop-unsecure

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

例：

ステップ 5

Device(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。
Device(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：

Device(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

Device(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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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：

Device(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：

Device(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：

Device(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

Device(config-nd-inspection)# do show
ipv6 nd inspection policy
example_policy

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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

Device# configure terminal

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

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：

Device(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 [ policy_name [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |
} ] | [ {vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | |

ステップ 3

の特定の VLANにアタッチします。
vlan_ids | } ]attach-policyvlan attach-policyオプションを使用しない場addexceptnoneremove allvlan
addexceptnoneremove all 合、デフォルトポリシーがアタッチさ

れます。
例：

Device(config-if)# ipv6 nd inspection
attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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。
Device#(config-if)# do show
running-config

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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。

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

Device# 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
Device(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do show
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

ipv6ndinspection [ policy_name [ {vlan_ids
| vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |

ステップ 3

ス上の特定のVLANにアタッチします。
} ]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all 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。例：

Device(config-if-range)# ipv6 nd
inspection attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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-configinterfaceportchannel_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。Device#(config-if-range)# do show
running-config int po11
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IPv6ネイバー探索インスペクションポリシーを全体的にVLANにアタッ
チする方法

複数のインターフェイス上のVLANに IPv6ND探索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

Device# configure terminal

VLANインターフェイスのコンフィギュ
レーションモードを開始し、IPv6スヌー

vlan configuration vlan_list

例：

ステップ 2

ピングポリシーをアタッチする VLAN
を指定します。

Device(config)# vlan configuration 334

すべてのスイッチおよびスタックイン

ターフェイスで、IPv6ネイバー探索ポ
ipv6 nd inspection [attach-policy
policy_name]

例：

ステップ 3

リシーを指定した VLANにアタッチし
ます。attach-policyオプションを使用しDevice(config-vlan-config)#ipv6 nd

inspection attach-policy example_policy ない場合、デフォルトポリシーがアタッ

チされます。

デフォルトのポリシーは、device-role
host、no drop-unsecure、limit address-count
disabled、sec-level minimum is disabled、
tracking is disabled、no trusted-port、no
validate source-macです。

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 VLANに
アタッチされていることを確認します。

do show running-config

例：

Device#(config-if)# do show
running-config

ステップ 4

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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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

Device# 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 raguardpolicy policy-name

例：

Device(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

ロールを指定します。デフォルトは

hostです。

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

例：

ステップ 3

Device(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Device(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
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

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
29

IPv6ファーストホップセキュリティの設定

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



目的コマンドまたはアクション

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
Device(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

Device(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
Device(config-nd-raguard)#
other-config-flag on ネーブルにします。「O」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：「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。

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

「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。
Device(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。
Device(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：

Device(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。Device(config-nd-raguard)# do show

ipv6 nd raguard policy example_policy

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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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

Device# 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：

Device(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 [ policy_name [ {vlan_ids
| vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |

ステップ 3

の特定の VLANにアタッチします。
} ]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all 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。例：

Device(config-if)# ipv6 nd raguard
attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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。
Device#(config-if)# do show
running-config

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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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

Device# 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
Device(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do show
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

ipv6ndraguard [ policy_name [ {vlan_ids |
vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |

ステップ 3

VLANにアタッチします。attach-policy
} ]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all 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。
例：

Device(config-if-range)# ipv6 nd
raguard attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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-configinterfaceportchannel_interface_name

例：

ステップ 4

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
33

IPv6ファーストホップセキュリティの設定

IPv6ルータアドバタイズメント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



目的コマンドまたはアクション

フェイスにアタッチされていることを確

認します。

Device#(config-if-range)# do show
running-config int po11

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

IPv6ルータアドバタイズメントガードポリシーをVLANにグローバル
にアタッチする方法

インターフェイスに関係なく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

Device# configure terminal

VLANインターフェイスのコンフィギュ
レーションモードを開始し、IPv6 RA

vlan configuration vlan_list

例：

ステップ 2

ガードポリシーをアタッチする VLAN
を指定します。

Device(config)# vlan configuration 335

すべてのスイッチおよびスタックイン

ターフェイスで、IPv6 RAガードポリ
ipv6dhcp guard [attach-policy
policy_name]

例：

ステップ 3

シーを指定した VLANにアタッチしま
す。attach-policyオプションを使用しなDevice(config-vlan-config)#ipv6 nd

raguard attach-policy example_policy い場合、デフォルトポリシーがアタッ

チされます。

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 VLANに
アタッチされていることを確認します。

do show running-config

例：

Device#(config-if)# do show
running-config

ステップ 4

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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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

Device# 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 guardpolicy policy-name

例：

Device(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。

Device(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

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] matchserveraccess-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
Device(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。

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

;;configure DCHPv6 Guard to match
approved access list.

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

Device(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] matchreplyprefix-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。
Device(config)# ipv6 prefix-list
my_prefix permit 2001:0DB8::/64 le 128

;; Configure DCHPv6 Guard to match
prefix
Device(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
Device(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。

Device(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
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：

Device(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）
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目的コマンドまたはアクション

（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

Device(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。

Device(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
ipv6 dhcp guard attach-policy pol1

show ipv6 dhcp guard policy pol1

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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

Device# configure terminal
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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：

Device(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 [ policy_name [ {vlan_ids
| vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |

ステップ 3

定の VLANにアタッチします。
} ]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all 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。例：

Device(config-if)# ipv6 dhcp guard
attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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。Device#(config-if)# do show
running-config gig 1/1/4

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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。
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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

Device# 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
Device(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do show
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

ipv6dhcpguard [ policy_name [ {vlan_ids |
vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids | } ] | [
{vlan_ids | vlan_ids | vlan_ids | | vlan_ids |

ステップ 3

定の VLANにアタッチします。
} ]attach-policyvlan addexceptnoneremove
allvlan addexceptnoneremove all 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。例：

Device(config-if-range)# ipv6 dhcp
guard attach-policy example_policy

or

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

or

Device(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-configinterfaceportchannel_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。Device#(config-if-range)# do show
running-config int po11

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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IPv6 DHCPガードポリシーを全体的に VLANにアタッチする方法
複数のインターフェイス上の VLANに IPv6 DHCPの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

Device# configure terminal

VLANインターフェイスのコンフィギュ
レーションモードを開始し、IPv6スヌー

vlan configuration vlan_list

例：

ステップ 2

ピングポリシーをアタッチする VLAN
を指定します。

Device(config)# vlan configuration 334

すべてのスイッチおよびスタックイン

ターフェイスで、IPv6ネイバー探索ポ
ipv6 dhcp guard [attach-policy
policy_name]

例：

ステップ 3

リシーを指定した VLANにアタッチし
ます。attach-policyオプションを使用しDevice(config-vlan-config)#ipv6 dhcp

guard attach-policy example_policy ない場合、デフォルトポリシーがアタッ

チされます。デフォルトポリシーは、

device-role client、no trusted-portです。

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 VLANに
アタッチされていることを確認します。

do show running-config

例：

Device#(config-if)# do show
running-config

ステップ 4

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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モードをイネーブルにしま
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）。

Device> enable

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

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

Device# 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。
Device(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Device(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。

• 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

Device(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：

Device# 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。

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

IPv6ファーストホップセキュリティの設定
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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モードをイネーブルにしま
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）。

Device> 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

Device# 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：

Device(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。
Device(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：

Device#(config-if)# show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）

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モードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

Device> enable
•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# 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。
Device (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。
Device(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：

Device(config-if) #show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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（47ページ）

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モードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

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

Device> enable
•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# 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。Device (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：

Device (config-sisf-sourceguard)# no
validate address

ステップ 4

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：

Device (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。

Device (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

Device # show ipv6 source-guard policy
policy1

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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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モードをイネーブルにしま
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）。

Device> 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

Device# 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：

Device(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。
Device(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：

Device(config-if)# show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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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モードをイネーブルにしま
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）。

Device> 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

Device# 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。
Device (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。
Device(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：

Device(config-if)# show ipv6
source-guard policy example_policy

ステップ 5

関連トピック

IPv6でのファーストホップセキュリティに関する情報（2ページ）
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（47ページ）
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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)#

関連トピック

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（42ページ）

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

関連トピック

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（46ページ）
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『IPv6 Configuration Library,
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
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(Catalyst 3850 Switches)』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/command/ipv6-xe-3se-3850-cr-book.html

IPv6コマンドリファレンス

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

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

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの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、
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