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はじめに 
■ 対象製品およびソフトウェアバージョン 
このマニュアルは IP8800/S6700，IP8800/S6600 および IP8800/S6300 シリーズを対象に記載しています。また、

IP8800/S6700，IP8800/S6600 および IP8800/S6300 のソフトウェア Ver.11.1.B 以降の ARP/NDP フィルタ機能に

ついて記載しています。 
操作を行う前にこのマニュアルをよく読み，書かれている指示や注意を十分に理解してください。また，この

マニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。 
なお，このマニュアルでは特に断らないかぎり，ARP/NDP フィルタ機能についてのみ記載しています。 

その他の機能につきましては，対応する本装置のマニュアルをご覧ください。 

■ 対象読者 
本装置を利用したネットワークシステムを構築し，運用するシステム管理者の方を対象としています。 
また，次に示す知識を理解していることを前提としています。 
・ネットワークシステム管理の基礎的な知識 

■ マニュアルの構成 
このマニュアルは，次に示す章から構成されています。 

１章 コンフィグレーションガイド 
ARP/NDP フィルタ機能の解説，コンフィグレーションの基本入力方法，運用コマンドを使用しての機能

確認方法について説明しています。 

２章 コンフィグレーションコマンドレファレンス 
ARP/NDP フィルタ機能のコンフィグレーションコマンドの入力シンタックス，パラメータ詳細，注意事

項等について説明しています。 

３章 運用コマンドレファレンス 
ARP/NDP フィルタ機能の運用管理に使用する各コマンドの使用方法について説明しています。 

■ 輸出時の注意 
本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確

認の上，必要な手続きをお取りください。 
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。 

■ 商標一覧 
イーサネットは，富士ゼロックス（株）の商品名称です。 
そのほかの記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標あるいは登録商標です。 

■ ご注意 
このマニュアルの内容については，改良のため，予告なく変更する場合があります。 

■ 発行 

 2



855-040104-009-A 2N 

２００９年   ７月  （第 2版） ８５５－０４０１０４－００９－Ａ ２Ｎ 

 

■ 著作権 
Copyright © 2009 NEC Corporation. All rights reserved. 
 

 3



855-040104-009-A 2N 

変更履歴 

 
表 【第 2 版】に関する訂正内容 

章・節・項・タイトル 追加・変更内容 

3. 運用コマンドリファレンス 
show arp-filter logging 

「図3-5 show arp-filter loggingコマンド実行例」の誤記修正 
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1.1. ARP/NDPフィルタ機能解説 

1.1.1. 機能概要 

本装置が提供する ARP/NDP フィルタ機能の概要について説明します。 

 

ARP フィルタ機能は，ARP フレームの受信時に，あらかじめ設定された条件に従って ARP 情報の

新規追加および更新を抑制する機能です。この機能により，IP アドレスを詐称した ARP フレームを

送信し，他宛のパケットを盗聴する ARP ポイズニング攻撃を防止します。 

 

本装置では，送信元プロトコルアドレス，送信元ハードウェアアドレスと，ARP 情報の追加・更新

を許可するか拒否するかという動作を組み合わせた ARP フィルタエントリを作成し，このフィルタ

エントリを複数指定したアクセスリストを各インタフェースに適用することで ARP フィルタを実施

します。 

 

本装置の ARP フィルタの仕組みを以下に示します。 

1. 各インタフェースで受信した ARP フレームの送信元プロトコルアドレスと送信元ハードウェア

アドレスを，そのインタフェースに適用した ARP フィルタエントリから検索します。 

2. 一致したフィルタエントリが見つかった場合，そこで検索を終了します。 

3. 一致したフィルタエントリに設定された動作が ARP 情報の追加・更新の許可であった場合，受

信した ARP フレームの情報に従って ARP 情報の追加・更新が行われます。 

4. 一致したフィルタエントリに設定された動作が ARP 情報の追加・更新の拒否であった場合，ARP

情報の追加・更新は行われずに，受信した ARP フレームは廃棄されます。 

5. すべてのフィルタエントリに一致しなかった場合，ARP 情報の追加・更新が行われます。ただし，

ARP 情報の追加・更新を行わずに，ARP フレームを廃棄するよう設定することも可能です。 

 

また，本装置では，IPv6 の NDP に対応した NDP フィルタ機能をサポートします。 

 

NDP フィルタ機能は，近隣要請（以降 NS）パケット，近隣広告（以降 NA）パケット，およびルー

タ要請（以降 RS）パケットの受信時に，あらかじめ作成した NDP フィルタエントリの設定に従っ

て NDP 情報の追加・更新を抑制する機能です。 

 

本装置では，NS または RS パケットの送信元 IPv6 アドレス，送信元リンク層オプション，NA パケ
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ットのターゲットアドレス，ターゲットリンク層オプションと，NDP 情報の追加・更新を許可する

か拒否するかという動作を組み合わせた NDP フィルタエントリを作成し，このフィルタエントリを

複数指定したアクセスリストを各インタフェースに適用することで NDP フィルタ機能を実施します。 

 

本装置の NDP フィルタ機能は，ARP フィルタ機能と同様の仕組みで動作します。 

1.1.2. 収容条件 

ARP/NDP フィルタ機能の収容条件を次の表に示します。 

表 1-1 ARP/NDP フィルタの収容条件 

項目 大数 

ARP フィルタのアクセスリスト数 4000 リスト/装置 

ARP フィルタのエントリ数 10000 エントリ/装置 

NDP フィルタのアクセスリスト数 4000 リスト/装置 

NDP フィルタのエントリ数 10000 エントリ/装置 
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1.2. ARP/NDPフィルタのコンフィグレーション 

1.2.1. コンフィグレーションコマンド一覧 

ARP/NDPフィルタ機能のコンフィグレーションコマンド一覧を表 1-2に示します。 

表 1-2 コンフィグレーションコマンド一覧 

コマンド名 機能 

arp access-list ARP フィルタとして動作するアクセスリストを設定します。 

nd access-list NDP フィルタとして動作するアクセスリストを設定します。 

deny(arp access-list) ARP フィルタでのアクセスを拒否する条件を指定します。 

deny(nd access-list) NDP フィルタでのアクセスを拒否する条件を指定します。 

permit(arp access-list) ARP フィルタでのアクセスを許可する条件を指定します。 

permit(nd access-list) NDP フィルタでのアクセスを許可する条件を指定します。 

arp filter インタフェースにて ARP フィルタ機能を有効にします。 

nd filter インタフェースにて NDP フィルタ機能を有効にします。 

1.2.2. ARP/NDPフィルタの基本的な設定 

ARP/NDP フィルタ機能を使用する上での基本的な設定を説明します。 

［設定のポイント］ 

ARP/NDP フィルタ機能は，フィルタの条件を指定したアクセスリストを作成した後，そのアクセス

リストをインタフェースに適用することで有効になります。 

フィルタ条件には，具体的な IPv4 アドレス，IPv6 アドレスおよび MAC アドレスを指定する以外に，

すべての IPv4 アドレス，IPv6 アドレスおよび MAC アドレスを対象とする any 指定が可能です。 

［コマンドによる設定］ 

1. (config)#arp access-list 100 

(config-arp-acl)#deny ip any mac 0012.e240.0c11 

(config-arp-acl)#deny ip 192.168.10.3 mac any 

(config-arp-acl)#permit ip 192.168.10.4 mac 0012.e240.0b02 

(config-arp-acl)#exit 

(config)# 

特定の ARP フレームを拒否または許可する条件を指定したアクセスリストを作成します。 
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2. (config)#nd access-list 100 

(config-arp-acl)#deny ipv6 any mac 0012.e240.0c11 

(config-arp-acl)#deny ipv6 2001:db8::3 mac any 

(config-arp-acl)#permit ipv6 2001:db8::4 mac 0012.e240.0b02 

(config-arp-acl)#exit 

(config)# 

特定の NS，NA および RS パケットを拒否または許可する条件を指定したアクセスリストを作

成します。 

3. (config)#interface vlan 10 

(config-if)#arp filter 100 

(config-if)#nd filter 100 

作成したアクセスリストをインタフェースに適用し，ARP フィルタ機能と NDP フィルタ機能を

有効にします。 

1.2.3. フィルタ条件に該当しないパケットを拒否する設定 

アクセスリストに指定したフィルタ条件のいずれにも該当しない ARPフレームや NS/NA/RSパケッ

トを拒否する設定を説明します。 

［設定のポイント］ 

インタフェースにアクセスリストを適用する際に，いずれのフィルタ条件にも該当しない ARP フレ

ームや NS/NA/RS パケットを拒否する指定が可能です。 

［コマンドによる設定］ 

1. (config)#arp access-list 200 

(config-arp-acl)#permit ip 192.168.10.3 mac 0012.e240.0c11 

(config-arp-acl)#permit ip 192.168.10.4 mac 0012.e240.0b02 

(config-arp-acl)#exit 

(config)# 

特定の ARP フレームを許可する条件を指定したアクセスリストを作成します。 

2. (config)#nd access-list 200 

(config-arp-acl)#permit ipv6 2001:db8::3 mac 0012.e240.0c11 

(config-arp-acl)#permit ipv6 2001:db8::4 mac 0012.e240.0b02 

(config-arp-acl)#exit 

(config)# 

特定の NS，NA および RS パケットを許可する条件を指定したアクセスリストを作成します。 

3. (config)#interface vlan 20 
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(config-if)#arp filter 200 no-default-pass-through 

(config-if)#nd filter 200 no-default-pass-through 

作成したアクセスリストをインタフェースに適用し，ARP フィルタ機能や NDP フィルタを有効

にする際，いずれのフィルタ条件にも該当しない ARP フレームや NS/NA/RS パケットを拒否す

るよう指定します。 
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1.3. ARP/NDPフィルタ機能のオペレーション 

1.3.1. 運用コマンド一覧 
ARP/NDPフィルタ機能の運用コマンド一覧を表 1-3に示します。 

表 1-3 運用コマンド一覧 

コマンド名 機能 
show arp-filter ARP アクセスリストごとの ARP フィルタ統計を表示します。

show nd-filter NDP アクセスリストごとの NDP フィルタ統計を表示します。

clear arp-filter ARP フィルタの統計情報をクリアします。 
clear nd-filter NDP フィルタの統計情報をクリアします。 
show arp-filter logging ARP フィルタ機能により廃棄された ARP フレームのログを表

示します。 
show nd-filter logging NDP フィルタ機能により廃棄された NS/NA/RS パケットのロ

グを表示します。 
show ip arp interface vlan <vlan id> 
arp-filter 

インタフェースごとの ARP フィルタ統計を表示します。 

show ipv6 neighbors interface vlan 
<vlan id> nd-filter 

インタフェースごとの NDP フィルタ統計を表示します。 

1.3.2. ARP/NDPフィルタ機能動作確認 
ARP フィルタのエントリ情報は show arp-filter コマンドまたは show ip arp interface vlan <vlan 

id> arp-filter コマンドにより確認してください。 

図 1-1 ARP フィルタのエントリ情報の確認例 

>show arp-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv4 Address    MAC Address      Action     Flag     Counters 

any             0012.e240.0c11   deny       U        668 

192.168.10.3    any              deny       U        22351 

192.168.10.4    0012.e240.0b02   permit     U        19 

192.168.10.4    any              deny       A        23572 

default         -                -          -        1452270 

> 

 
NDP フィルタのエントリ情報は show nd-filter コマンドまたは show ipv6 neighbors interface vlan 

<vlan id> nd-filter コマンドにより確認してください。 

図 1-2 NDP フィルタのエントリ情報の確認例 

>show nd-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv6 Address                            MAC Address    Action Flag Counters 

any                                     0012.e240.0c11 deny   U    668 

2001:db8::3                             any            deny   U    22351 
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2001:db8::4                             0012.e240.0b02 permit U    19 

2001:db8::4                             any            deny   A    23572 

default                                 -              -      -    1452270 

> 

 
各々のエントリに一致した ARP フレーム数，および NS/NA/RS パケット数が counters の列に表示さ

れますので，正しくカウントされていることを確認してください。正しくカウントされていない場合

には，作成したアクセスリストが正しいインタフェースに割り当てられていない可能性がありますの

で，コンフィグレーションを確認してください。 
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2. コンフィグレーションコマンドレファレン

ス 
arp access-list 

nd access-list 

deny(arp access-list) 

deny(nd access-list) 

permit(arp access-list) 

permit(nd access-list) 

arp filter 

nd filter 
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arp access-list  

ARP フィルタとして動作するアクセスリストを設定します。ARP フィルタとして動作するアクセスリス

トでは，ARP フレームの送信元プロトコルアドレス，送信元ハードウェアアドレスに基づいてフィルタ

します。 

アクセスリストの一つの ID で複数個のフィルタ条件が指定できます。 

大 4000 リストの ARP アクセスリストを作成できます。アクセスリストのフィルタ条件は，全 ARP ア

クセスリスト合計で，10000 エントリ作成できます。 

［入力形式］ 

情報の設定・変更 

arp access-list <access list number> 

情報の削除 

no arp access-list <access list number>  

［入力モード］ 

（config） 

［パラメータ］ 

<access list number> 

アクセスリストを識別するための識別子を指定します。 

本識別子はアクセスリストを参照するために使用します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

1～4000(10 進数) 

［コマンド省略時の動作］ 

なし 

［通信への影響］ 

アクセスリストをインタフェースに適用した状態でエントリを追加または変更すると，エントリがイン

タフェースに適用されるまでの間，該当インタフェースで受信したパケットが一時的に破棄される場合

があります。 

［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 
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［注意事項］ 

なし 

［関連コマンド］ 

deny(arp access-list) 

permit(arp access-list) 

arp filter 
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nd access-list  

NDP フィルタとして動作するアクセスリストを設定します。NDP フィルタとして動作するアクセスリス

トでは，NS パケットでは送信元 IPv6 アドレスと送信元リンク層オプション，NA パケットではターゲ

ットアドレスとターゲットリンク層オプション，RS パケットでは送信元 IPv6 アドレスと送信元リンク

層オプションに基づいてフィルタします。 

アクセスリストの一つの ID で複数個のフィルタ条件が指定できます。 

大 4000 リストの NDP アクセスリストを作成できます。アクセスリストのフィルタ条件は，全 NDP ア

クセスリスト合計で，10000 エントリ作成できます。 

［入力形式］ 

情報の設定・変更 

nd access-list <access list number> 

情報の削除 

no nd access-list <access list number>  

［入力モード］ 

（config） 

［パラメータ］ 

<access list number> 

アクセスリストを識別するための識別子を指定します。 

本識別子はアクセスリストを参照するために使用します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

1～4000(10 進数) 

［コマンド省略時の動作］ 

なし 

［通信への影響］ 

アクセスリストをインタフェースに適用した状態でエントリを追加または変更すると，エントリがイン

タフェースに適用されるまでの間，該当インタフェースで受信したパケットが一時的に破棄される場合

があります。 
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［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

なし 

［関連コマンド］ 

deny(nd access-list) 

permit(nd access-list) 

nd filter 
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deny(arp access-list)  

ARP フィルタでのアクセスを拒否する条件を指定します。 

［入力形式］ 

情報の設定 

deny ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

情報の削除 

no deny ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

［入力モード］ 

（config-arp-acl） 

［パラメータ］ 

ip {<ipv4 address> | any} 

ARP フレームの送信元プロトコルアドレスを指定します。送信元プロトコルアドレスをフィルタ条

件としない場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<ipv4 address>には，IPv4 アドレスを指定します。ただし，0.0.0.0 は指定できません。 

mac {<mac address> | any} 

ARP フレームの送信元ハードウェアアドレスを指定します。送信元ハードウェアアドレスをフィル

タ条件としない場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<mac address>には，MAC アドレスを指定します。ただし，0000.0000.0000 は指定できません。 

［コマンド省略時の動作］ 

なし 

［通信への影響］ 

アクセスリストをインタフェースに適用した状態でエントリを追加または変更すると，エントリがイン

タフェースに適用されるまでの間，該当インタフェースで受信したパケットが一時的に破棄される場合

があります。 
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［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

1. 同一リスト内に設定されているフィルタエントリと同じ送信元プロトコルアドレスと送信元ハード

ウェアアドレスの組み合わせで，フィルタエントリの設定または削除が行われた場合，後から行われ

た設定または削除が有効となります。したがって，同じ組み合わせで deny と permit の両方のフィル

タエントリを設定した場合，後から設定した方で上書きされます。また，フィルタエントリの削除を

実行した場合，同じ組み合わせのフィルタエントリは deny と permit の区別なく削除されます。 

2. ip any mac any パラメータを指定した場合，同一リスト内で設定したその他のエントリは全て無効に

なります。したがって，ip any mac any パラメータを指定したリストを ARP フィルタに適用すると，

全ての ARP フレームを拒否することになります。 

［関連コマンド］ 

arp access-list 

permit(arp access-list) 

arp filter 
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deny(nd access-list)  

NDP フィルタでのアクセスを拒否する条件を指定します。 

［入力形式］ 

情報の設定 

deny ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

情報の削除 

no deny ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

［入力モード］ 

（config-nd-acl） 

［パラメータ］ 

ipv6 {<ipv6 address> | any} 

NS パケットの送信元 IPv6 アドレス，NA パケットのターゲットアドレス，または RS パケットの送

信元アドレスを指定します。NS または RS パケットの送信元 IPv6 アドレス，または NA パケットの

ターゲットアドレスをフィルタ条件としない場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<ipv6 address>には，IPv6 アドレスを指定します。ただし，::0 は指定できません。 

mac {<mac address> | any} 

NS または RS パケットの送信元リンク層オプション，または NA パケットのターゲットリンク層オ

プションのリンク層アドレスを指定します。NS または RS パケットの送信元リンク層オプション，

または NA パケットのターゲットリンク層オプションのリンク層アドレスをフィルタ条件としない

場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<mac address>には，MAC アドレスを指定します。ただし，0000.0000.0000 は指定できません。 

［コマンド省略時の動作］ 

なし 

［通信への影響］ 

アクセスリストをインタフェースに適用した状態でエントリを追加または変更すると，エントリがイン
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タフェースに適用されるまでの間，該当インタフェースで受信したパケットが一時的に破棄される場合

があります。 

［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

1. 同一リスト内に設定されているフィルタエントリと同じ NSまたはRS パケットでの送信元 IPv6 アド

レスと送信元リンク層オプション，または NA パケットでのターゲットアドレスとターゲットリンク

層オプションの組み合わせで，フィルタエントリの設定または削除が行われた場合，後から行われた

設定または削除が有効となります。したがって，同じ組み合わせで deny と permit の両方のフィルタ

エントリを設定した場合，後から設定した方で上書きされます。また，フィルタエントリの削除を実

行した場合，同じ組み合わせのフィルタエントリは deny と permit の区別なく削除されます。 

2. ipv6 any mac any パラメータを指定した場合，同一リスト内で設定したその他のエントリは全て無効

になります。したがって、ipv6 any mac any パラメータを指定したリストを NDP フィルタに適用する

と，全ての NS，NA および RS パケットを拒否することになります。 

［関連コマンド］ 

nd access-list 

permit(nd access-list) 

nd filter 
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permit(arp access-list)  

ARP フィルタでのアクセスを許可する条件を指定します。 

［入力形式］ 

情報の設定 

permit ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

情報の削除 

no permit ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

［入力モード］ 

（config-arp-acl） 

［パラメータ］ 

ip {<ipv4 address> | any} 

ARP フレームの送信元プロトコルアドレスを指定します。送信元プロトコルアドレスをフィルタ条

件としない場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<ipv4 address>には，IPv4 アドレスを指定します。ただし，0.0.0.0 は指定できません。 

mac {<mac address> | any} 

ARP フレームの送信元ハードウェアアドレスを指定します。送信元ハードウェアアドレスをフィル

タ条件としない場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<mac address>には，MAC アドレスを指定します。ただし，0000.0000.0000 は指定できません。 

［コマンド省略時の動作］ 

なし 

［通信への影響］ 

アクセスリストをインタフェースに適用した状態でエントリを追加または変更すると，エントリがイン

タフェースに適用されるまでの間，該当インタフェースで受信したパケットが一時的に破棄される場合

があります。 
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［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

1. 同一リスト内に設定されているフィルタエントリと同じ送信元プロトコルアドレスと送信元ハード

ウェアアドレスの組み合わせで，フィルタエントリの設定または削除が行われた場合，後から行われ

た設定または削除が有効となります。したがって，同じ組み合わせで deny と permit の両方のフィル

タエントリを設定した場合，後から設定した方で上書きされます。また，フィルタエントリの削除を

実行した場合，同じ組み合わせのフィルタエントリは deny と permit の区別なく削除されます。 

2. ip any mac any パラメータを指定した場合，同一リスト内で設定したその他のエントリは全て無効に

なります。したがって、ip any mac any パラメータを指定したリストを ARP フィルタに適用すると，

全ての ARP フレームを許可することになります。 

［関連コマンド］ 

arp access-list 

deny(arp access-list) 

arp filter 
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permit(nd access-list)  

NDP フィルタでのアクセスを許可する条件を指定します。 

［入力形式］ 

情報の設定 

permit ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

情報の削除 

no permit ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

［入力モード］ 

（config-nd-acl） 

［パラメータ］ 

ipv6 {<ipv6 address> | any} 

NS パケットの送信元 IPv6 アドレス，NA パケットのターゲットアドレス，または RS パケットの送

信元アドレスを指定します。NS または RS パケットの送信元 IPv6 アドレス，または NA パケットの

ターゲットアドレスをフィルタ条件としない場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<ipv6 address>には，IPv6 アドレスを指定します。ただし，::0 は指定できません。 

mac {<mac address> | any} 

NS または RS パケットの送信元リンク層オプション，または NA パケットのターゲットリンク層オ

プションのリンク層アドレスを指定します。NS または RS パケットの送信元リンク層オプション，

または NA パケットのターゲットリンク層オプションのリンク層アドレスをフィルタ条件としない

場合は any を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

<mac address>には，MAC アドレスを指定します。ただし，0000.0000.0000 は指定できません。 

［コマンド省略時の動作］ 

なし 

［通信への影響］ 

アクセスリストをインタフェースに適用した状態でエントリを追加または変更すると，エントリがイン
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タフェースに適用されるまでの間，該当インタフェースで受信したパケットが一時的に破棄される場合

があります。 

［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

1. 同一リスト内に設定されているフィルタエントリと同じ NSまたはRS パケットでの送信元 IPv6 アド

レスと送信元リンク層オプション，または NA パケットでのターゲットアドレスとターゲットリンク

層オプションの組み合わせで，フィルタエントリの設定または削除が行われた場合，後から行われた

設定または削除が有効となります。したがって，同じ組み合わせで deny と permit の両方のフィルタ

エントリを設定した場合，後から設定した方で上書きされます。また，フィルタエントリの削除を実

行した場合，同じ組み合わせのフィルタエントリは deny と permit の区別なく削除されます。 

2. ipv6 any mac any パラメータを指定した場合，同一リスト内で設定したその他のエントリは全て無効

になります。したがって、ipv6 any mac any パラメータを指定したリストを NDP フィルタに適用する

と，全ての NS，NA および RS パケットを許可することになります。 

［関連コマンド］ 

nd access-list 

deny(nd access-list) 

nd filter 
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arp filter  

インタフェースにて ARP フィルタ機能を有効にします。 

［入力形式］ 

情報の設定・変更 

arp filter <access list number> [no-default-pass-through] 

情報の削除 

no arp filter 

［入力モード］ 

（config-if） 

［パラメータ］ 

<access list number> 

設定する ARP フィルタの識別子を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

1～4000(10 進数) 

no-default-pass-through 

ARP アクセスリスト内のいずれのフィルタエントリにも該当しない ARP フレームを拒否します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

ARP アクセスリスト内のいずれのフィルタエントリにも該当しない ARP フレームを許可しま

す。 

［コマンド省略時の動作］ 

インタフェースにて ARP フィルタを適用しません。 

［通信への影響］ 

なし 

［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

1. deny コマンドの ip any mac any パラメータまたは permit コマンドの ip any mac any パラメータのいず
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れかが指定されたエントリを含む ARP アクセスリストを適用した場合，そのインタフェースでの

ARP フレームはすべて拒否または許可となり，その他のフィルタエントリは無効となります。これ

らのエントリが存在しない場合，どのフィルタエントリにも該当しない ARP フレームは通常許可さ

れますが，no-default-pass-through パラメータを指定すると拒否します。 

2. 本コマンドで指定する ARP フィルタはダイナミック ARP のみ対象です。スタティック ARP は ARP

アクセスリストの内容に関わらず設定可能です。 

3. 不正な ARP フレームについては，フィルタ対象とはならずすべて廃棄されます。 

4. VLAN インタフェースにのみ ARP フィルタを設定できます。イーサネットインタフェースやマネー

ジメントポートには設定できません。 

5. １つの VLAN インタフェースに対して適用できる ARP アクセスリストは１つです。ただし，同一の

ARP アクセスリストを異なる複数の VLAN インタフェースに適用することは可能です。 

［関連コマンド］ 

arp access-list  

deny(arp access-list) 

permit(arp access-list) 
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nd filter 

インタフェースにて NDP フィルタ機能を有効にします。 

［入力形式］ 

情報の設定・変更 

nd filter <access list number> [no-default-pass-through] 

情報の削除 

no nd filter 

［入力モード］ 

（config-if） 

［パラメータ］ 

<access list number> 

設定する NDP フィルタの識別子を指定します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません 

2. 値の設定範囲 

1～4000(10 進数) 

no-default-pass-through 

NDP アクセスリスト内のいずれのフィルタエントリにも該当しない NS，NA および RS パケットを

拒否します。 

1. 本パラメータ省略時の初期値 

NDP アクセスリスト内のいずれのフィルタエントリにも該当しない NS，NA および RS パケッ

トを許可します。 

［コマンド省略時の動作］ 

インタフェースに NDP フィルタを適用しません。 

［通信への影響］ 

なし 

［設定値の反映契機］ 

設定値変更後，すぐに運用に反映されます。 

［注意事項］ 

1. deny コマンドの ipv6 any mac any パラメータまたは permit コマンドの ipv6 any mac any パラメータの
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いずれかが指定されたエントリを含む NDP アクセスリストを適用した場合，そのインタフェースで

のすべての NS，NA および RS パケットは拒否または許可となり，その他のフィルタエントリは無効

となります。これらのエントリが存在しない場合，どのフィルタエントリにも該当しない NS，NA

および RS パケットは通常許可されますが，no-default-pass-through パラメータを指定すると拒否しま

す。 

2. 本コマンドで指定する NDP フィルタはダイナミック近隣検索のみ対象です。スタティック NDP は

NDP アクセスリストの内容に関わらず設定可能です。 

3. 不正な NS，NA および RS パケットについては，フィルタ対象とはならずすべて廃棄されます。 

4. VLAN インタフェースにのみ NDP フィルタを設定できます。イーサネットインタフェースやマネー

ジメントポートには設定できません。 

5. １つの VLAN インタフェースに対して適用できる NDP アクセスリストは１つです。ただし，同一の

NDP アクセスリストを異なる複数の VLAN インタフェースに適用することは可能です。 

［関連コマンド］ 

nd access-list  

deny(nd access-list) 

permit(nd access-list) 
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3. 運用コマンドレファレンス 
show arp-filter 

show nd-filter 

clear arp-filter 

clear nd-filter 

show arp-filter logging 

show nd-filter logging 

show ip arp interface vlan <vlan id> arp-filter 

show ipv6 neighbors interface vlan <vlan id> nd-filter 
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show arp-filter 

ARP アクセスリストごとの ARP フィルタ統計を表示します。 

［入力形式］ 

show arp-filter <access list number> [ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any}] 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

<access list number> 

統計を表示するアクセスリスト番号を指定します。 

指定できる値の範囲は，1～4000 です。 

ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

<ipv4 address>と<mac address>の組み合わせで指定した特定のフィルタエントリの統計のみを表示

します。any はいずれにも該当しないエントリを意味します。指定したエントリが存在しない場合，

何も表示しません。 

本パラメータ省略時の動作 

  ARP アクセスリストのすべての ARP フィルタエントリの統計を表示します。 

［実行例］ 

図 3-1 show arp-filter コマンド実行結果画面 

>show arp-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv4 Address    MAC Address      Action     Flag     Counters 

any             0012.e240.0c11   deny       U        668 

192.168.10.3    any              deny       U        22351 

192.168.10.4    any              deny       A        23572 

192.168.10.4    0012.e240.0b02   permit     U        19 

default         -                -          -        1452270 

> 

［実行例の表示説明］ 

表示形式 

Total: <entry> entries 

IPv4 Address    MAC Address    Action    Flag    Counters 

<ipv4 address>  <mac address>  <action>  <flag>  <count> 
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表 3-1 show arp-filter コマンドの表示内容 

表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

Total: <entry> entries フィルタエントリ数 ARP アクセスリストに指定されたフィルタエ

ントリ数の合計 

IPv4 アドレス フィルタエントリの IPv4 アドレス 

any IPv4 アドレスをフィルタ条件としない 

<ipv4 address> 

default いずれにも該当しない 

この場合，<mac address>, <action>, <flag> 
の各項目は”-”で表示されます 

MAC アドレス フィルタエントリの MAC アドレス <mac address> 
any MAC アドレスをフィルタ条件としない 

deny 一致する ARP フレームを拒否 <action> 
permit 一致する ARP フレームを許可 

U ユーザがコンフィグレーションで指定 <flag> 
A 装置内で自動生成 

<count> ARP フレーム数 一致した ARP フレーム数 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-2 show arp-filter コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No such access list number. 指定したアクセスリスト番号は存在しません。 

［注意事項］ 

1. 本コマンドで表示される ARP フィルタエントリは，コンフィグレーションコマンドの入力順ではな

く，装置内で整列された順番となります。 

2. 本コマンドで表示される ARP フィルタエントリには，装置内部で自動生成されるエントリも含まれ

ます。 

3. 装置内部で自動生成される ARP フィルタエントリは，生成元となったユーザ入力エントリより先に

表示されますが，実際のフィルタ実行時にはユーザ入力エントリの方が評価されます。 
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show nd-filter 

NDP アクセスリストごとの NDP フィルタ統計を表示します。 

［入力形式］ 

show nd-filter <access list number> [ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any}] 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

<access list number> 

統計を表示するアクセスリスト番号を指定します。 

指定できる値の範囲は，1～4000 です。 

ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

<ipv6 address>と<mac address>の組み合わせで指定した特定のフィルタエントリの統計のみを表示

します。any はいずれにも該当しないエントリを意味します。指定したエントリが存在しない場合，

何も表示しません。 

本パラメータ省略時の動作 

  NDP アクセスリストのすべての NDP フィルタエントリの統計を表示します。 

［実行例］ 

図 3-2 show nd-filter コマンド実行結果画面 

>show nd-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv6 Address                            MAC Address    Action Flag Counters 

any                                     0012.e240.0c11 deny   U    668 

2001:db8::3                             any            deny   U    22351 

2001:db8::4                             any            deny   A    23572 

2001:db8::4                             0012.e240.0b02 permit U    19 

default                                 -              -      -    1452270 

> 

［実行例の表示説明］ 

表示形式 

Total: <entry> entries 

IPv6 Address    MAC Address    Action    Flag    Counters 

<ipv6 address>  <mac address>  <action>  <flag>  <count> 

 

 34



855-040104-009-A 2N 

表 3-3 show nd-filter コマンドの表示内容 

表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

Total: <entry> entries フィルタエントリ数 NDP アクセスリストに指定されたフィルタエ

ントリ数の合計 

IPv6 アドレス フィルタエントリの IPv6 アドレス 

any IPv6 アドレスをフィルタ条件としない 

<ipv6 address> 

default いずれにも該当しない 

この場合，<mac address>, <action>, <flag> 
の各項目は”-”で表示されます 

MAC アドレス フィルタエントリの MAC アドレス <mac address> 
any MAC アドレスをフィルタ条件としない 

deny 一致する NS/NA/RS パケットを拒否 <action> 
permit 一致する NS/NA/RS パケットを許可 

U ユーザがコンフィグレーションで指定 <flag> 
A 装置内で自動生成 

<count> NS/NA/RS パケット数 一致した NS/NA/RS パケット数 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-4 show nd-filter コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No such access list number. 指定したアクセスリスト番号は存在しません。 

［注意事項］ 

1. 本コマンドで表示される NDP フィルタエントリは，コンフィグレーションコマンドの入力順ではな

く，装置内で整列された順番となります。 

2. 本コマンドで表示される NDP フィルタエントリには，装置内部で自動生成されるエントリも含まれ

ます。 

3. 装置内部で自動生成される NDP フィルタエントリは，生成元となったユーザ入力エントリより先に

表示されますが，実際のフィルタ実行時にはユーザ入力エントリの方が評価されます。 
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clear arp-filter  

ARP フィルタの統計情報をクリアします。 

［入力形式］ 

clear arp-filter <access list number> [ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any}] 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

<access list number> 

統計情報をクリアするアクセスリスト番号を指定します。 

指定できる値の範囲は，1～4000 です。 

ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

<ipv4 address>と<mac address>の組み合わせで指定した特定のフィルタエントリの統計情報のみを

クリアします。any はいずれにも該当しないエントリを意味します。指定したエントリが存在しな

い場合，何も表示しません。 

本パラメータ省略時の動作 

  ARP アクセスリストのすべての ARP フィルタエントリの統計情報をクリアします。 

［実行例］ 

図 3-3  clear arp-filter コマンド実行結果画面 

>show arp-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv4 Address    MAC Address      Action     Flag     Counters 

any             0012.e240.0c11   deny       U        668 

192.168.10.3    any              deny       U        22351 

192.168.10.4    any              deny       A        23572 

192.168.10.4    0012.e240.0b02   permit     U        19 

default         -                -          -        1452270 

>clear arp-filter 100 

>show arp-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv4 Address    MAC Address      Action     Flag     Counters 

any             0012.e240.0c11   deny       U        0 

192.168.10.3    any              deny       U        0 

192.168.10.4    any              deny       A        0 

192.168.10.4    0012.e240.0b02   permit     U        0 

default         -                -          -        0 
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> 

［表示説明］ 

なし 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-5 clear arp-filter コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No such access list number. 指定したアクセスリスト番号は存在しません。 

［注意事項］ 

なし 
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clear nd-filter  

NDP フィルタの統計情報をクリアします。 

［入力形式］ 

clear nd-filter <access list number> [ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any}] 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

<access list number> 

統計情報をクリアするアクセスリスト番号を指定します。 

指定できる値の範囲は，1～4000 です。 

ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

<ipv6 address>と<mac address>の組み合わせで指定した特定のフィルタエントリの統計情報のみを

クリアします。any はいずれにも該当しないエントリを意味します。指定したエントリが存在しな

い場合，何も表示しません。 

本パラメータ省略時の動作 

  NDP アクセスリストのすべての NDP フィルタエントリの統計情報をクリアします。 

［実行例］ 

図 3-4  clear nd-filter コマンド実行結果画面 

>show nd-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv6 Address                            MAC Address    Action Flag Counters 

any                                     0012.e240.0c11 deny   U    668 

2001:db8::3                             any            deny   U    22351 

2001:db8::4                             any            deny   A    23572 

2001:db8::4                             0012.e240.0b02 permit U    19 

default                                 -              -      -    1452270 

>clear nd-filter 100 

>show nd-filter 100 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv6 Address                            MAC Address    Action Flag Counters 

any                                     0012.e240.0c11 deny   U    0 

2001:db8::3                             any            deny   U    0 

2001:db8::4                             any            deny   A    0 

2001:db8::4                             0012.e240.0b02 permit U    0 

default                                 -              -      -    0 
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> 

［表示説明］ 

なし 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-6 clear arp-filter コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No such access list number. 指定したアクセスリスト番号は存在しません。 

［注意事項］ 

なし 
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show arp-filter logging 

ARPフィルタにより廃棄されたARPフレームのログを表示します。 新の廃棄フレームのログを時間的

に降順に 100 フレーム分表示します。 

［入力形式］ 

show arp-filter logging 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

なし  

［実行例］ 

図 3-5 show arp-filter logging コマンド実行結果画面 

>show arp-filter logging 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Date                IPv4 Address    MAC Address    Netif    Type 

2009/03/14 10:30:00 192.168.10.3    0012.e200.0a10 VLAN0100 Request  

2009/03/14 09:20:00 192.168.10.4    0012.e200.0a20 VLAN0200 Reply    

2009/03/13 20:50:30 192.168.10.4    0012.e200.0b30 VLAN0200 Request  

2009/03/13 19:40:20 192.168.10.4    0012.e200.0c33 VLAN0200 Request  

> 

［実行例の表示説明］ 

表示形式 

Date    IPv4 Address    MAC Address    Netif             Type 

<date>  <ipv4 address>  <mac address>  <interface name>  <type> 

 

表 3-7 show arp-filter logging コマンドの表示内容 

表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

<date> 年/月/日 時:分:秒 ARP フレームの廃棄時刻 

<ipv4 address> IPv4 アドレス ARP フレームの送信元プロトコルアドレス 

<mac address> MAC アドレス ARP フレームの送信元ハードウェアアドレス 
<interface name> インタフェース名称 - 

<type> Request 
Reply 
- 

廃棄した ARP フレームの種別 

Request:ARP 要求 

Reply:ARP 応答 

-:上記以外 
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［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-8 show arp-filter logging コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No logging information on a discarded ARP frame. 廃棄された ARP フレームはありません。 

［注意事項］ 

保持するログの 大数は 新のものから 100 フレーム分になります。 
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show nd-filter logging 

NDP フィルタにより廃棄された NS/NA/RS パケットのログを表示します。 新の廃棄フレームのログを

時間的に降順に 100 フレーム分表示します。 

［入力形式］ 

show nd-filter logging 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

なし  

［実行例］ 

図 3-6 show nd-filter logging コマンド実行結果画面 

>show nd-filter logging 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Date                IPv6 Address                            MAC Address 

 Netif    Type 

2009/03/14 10:30:00 2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f298      0012.e200.0a10 

 VLAN0100 NS 

2009/03/14 09:20:00 2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8e1b      0012.e200.0a20 

 VLAN0200 NA 

2009/03/14 09:20:00 2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8e1b      0012.e200.0b30 

 VLAN0200 NS 

2009/03/14 09:20:00 2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8e1b      0012.e200.0c33 

 VLAN0200 RS 
> 

［実行例の表示説明］ 

表示形式 

Date    IPv6 Address    MAC Address    Netif             Type 

<date>  <ipv6 address>  <mac address>  <interface name>  <type> 

表 3-9 show nd-filter logging コマンドの表示内容 

表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

<date> 年/月/日 時:分:秒 NS/NA/RS パケットの廃棄時刻 

<ipv6 address> IPv6 アドレス NS または RS パケットの送信元 IPv6 アドレス，

NA パケットのターゲットアドレス 

<mac address> MAC アドレス NSまたはRSパケットの送信元リンク層オプシ

ョン，または NA パケットのターゲットリンク

層オプションのリンク層アドレス 
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表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

<interface name> インタフェース名称 - 

<type> NS 
NA 
RS 
- 

廃棄したパケットの種別 

NS:近隣要請パケット 

NA:近隣広告パケット 

RS:ルータ要請パケット 

-:上記以外 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-10 show nd-filter logging コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No logging information on a discarded NS, NA or 

RS packet. 

廃棄された NS/NA/RS パケットはありません。 

［注意事項］ 

保持するログの 大数は 新のものから 100 フレーム分になります。 
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show ip arp interface vlan <vlan id> arp-filter 

インタフェースごとの ARP フィルタ統計を表示します。 

［入力形式］ 

show ip arp interface vlan <vlan id> arp-filter [ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any}] 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

interface vlan <vlan id> 

統計を表示するインタフェースを指定します。 

ip {<ipv4 address> | any} mac {<mac address> | any} 

<ipv4 address>と<mac address>の組み合わせで指定した特定のフィルタエントリの統計のみを表示

します。any はいずれにも該当しないエントリを意味します。指定したエントリが存在しない場合，

何も表示しません。 

本パラメータ省略時の動作 

インタフェースに割り当てられた ARP アクセスリストのすべての ARP フィルタエントリの統

計を表示します。 

［実行例］ 

図 3-7 show ip arp interface vlan <vlan id> arp-filter コマンド実行結果画面 

>show ip arp interface vlan 100 arp-filter 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv4 Address    MAC Address      Action     Flag     Counters 

any             0012.e240.0c11   deny       U        668 

192.168.10.3    any              deny       U        22351 

192.168.10.4    any              deny       A        23572 

192.168.10.4    0012.e240.0b02   permit     U        19 

default         -                -          -        1452270 

> 

［実行例の表示説明］ 

表示形式 

Total: <entry> entries 

IPv4 Address    MAC Address    Action    Flag    Counters 

<ipv4 address>  <mac address>  <action>  <flag>  <count> 
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表 3-11 show ip arp interface vlan <vlan id> arp-filter コマンドの表示内容 

表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

Total: <entry> entries フィルタエントリ数 ARP アクセスリストに指定されたフィルタエ

ントリ数の合計 

IPv4 アドレス フィルタエントリの IPv4 アドレス 

any IPv4 アドレスをフィルタ条件としない 

<ipv4 address> 

default いずれにも該当しない 

この場合，<mac address>, <action>, <flag> 
の各項目は”-”で表示されます 

MAC アドレス フィルタエントリの MAC アドレス <mac address> 
any MAC アドレスをフィルタ条件としない 

deny 一致する ARP フレームを拒否 <action> 
permit 一致する ARP フレームを許可 

U ユーザがコンフィグレーションで指定 <flag> 
A 装置内で自動生成 

<count> ARP フレーム数 一致した ARP フレーム数 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-12 show arp-filter コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No such Interface. 指定インタフェースは設定されていないものです。指定パ

ラメータを確認し再実行してください。 

No ARP access list for specified interface. 指定したインタフェースに ARP アクセスリストは存在しま

せん。 

［注意事項］ 

1. 本コマンドは，指定インタフェースに割り当てられた ARP アクセスリストを指定した show 

arp-filter コマンドと同一の実行結果となります。 

2. 指定したインタフェースに割り当てられた ARP アクセスリストを他のインタフェースにも割り当て

ている場合，統計情報はそれぞれのインタフェースとの合計値となります。 

3. 本コマンドで表示される ARP フィルタエントリは，コンフィグレーションコマンドの入力順ではな

く，装置内で整列された順番となります。 

4. 本コマンドで表示される ARP フィルタエントリには，装置内部で自動生成されるエントリも含まれ

ます。 

5. 装置内部で自動生成される ARP フィルタエントリは，生成元となったユーザ入力エントリより先に

表示されますが，実際のフィルタ実行時にはユーザ入力エントリの方が評価されます。 
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show ipv6 neighbors interface vlan <vlan id> nd-filter 

インタフェースごとの NDP フィルタ統計を表示します。 

［入力形式］ 

show ipv6 neighbors interface vlan <vlan id> nd-filter [ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any}] 

［入力モード］ 

一般ユーザモードおよび装置管理者モード 

［パラメータ］ 

interface vlan <vlan id> 

統計を表示するインタフェースを指定します。 

ipv6 {<ipv6 address> | any} mac {<mac address> | any} 

<ipv6 address>と<mac address>の組み合わせで指定した特定のフィルタエントリの統計のみを表示

します。any はいずれにも該当しないエントリを意味します。指定したエントリが存在しない場合，

何も表示しません。 

本パラメータ省略時の動作 

インタフェースに割り当てられた NDP アクセスリストのすべての NDP フィルタエントリの統

計を表示します。 

［実行例］ 

図 3-8 show ipv6 neighbors interface vlan <vlan id> nd-filter コマンド実行結果画面 

>show ipv6 neighbors interface vlan 100 nd-filter 

Date 2009/03/14 12:00:00 UTC 

Total: 5 entries 

IPv6 Address                            MAC Address    Action Flag Counters 

any                                     0012.e240.0c11 deny   U    668 

2001:db8::3                             any            deny   U    22351 

2001:db8::4                             any            deny   A    23572 

2001:db8::4                             0012.e240.0b02 permit U    19 

default                                 -              -      -    1452270 

> 

［実行例の表示説明］ 

表示形式 

Total: <entry> entries 

IPv6 Address    MAC Address    Action    Flag    Counters 

<ipv6 address>  <mac address>  <action>  <flag>  <count> 
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表 3-13 show ipv6 neighbors interface vlan <vlan id> nd-filter コマンドの表示内容 

表示内容 表示項目 

詳細情報 意味 

Total: <entry> entries フィルタエントリ数 NDP アクセスリストに指定されたフィルタエ

ントリ数の合計 

IPv6 アドレス フィルタエントリの IPv6 アドレス 

any IPv6 アドレスをフィルタ条件としない 

<ipv6 address> 

default いずれにも該当しない 

この場合，<mac address>, <action>, <flag> 
の各項目は”-”で表示されます 

MAC アドレス フィルタエントリの MAC アドレス <mac address> 
any MAC アドレスをフィルタ条件としない 

deny 一致する NS/NA/RS パケットを拒否 <action> 
permit 一致する NS/NA/RS パケットを許可 

U ユーザがコンフィグレーションで指定 <flag> 
A 装置内で自動生成 

<count> NS/NA/RS パケット数 一致した NS/NA/RS パケット数 

［通信への影響］ 

なし 

［応答メッセージ］ 

表 3-14 show ipv6 neighbors interface vlan <vlan id> nd-filter コマンドの応答メッセージ一覧 

メッセージ 内容 

Can't execute this command in standby system. 本コマンドは待機系システムでは実行できません。 

No such Interface. 指定インタフェースは設定されていないものです。指定パ

ラメータを確認し再実行してください。 

No ND access list for specified interface.. 指定したインタフェースに NDP アクセスリストは存在しま

せん。 

［注意事項］ 

1. 本コマンドは，指定インタフェースに割り当てられた NDP アクセスリストを指定した show 

nd-filter コマンドと同一の実行結果となります。 

2. 指定したインタフェースに割り当てられた NDP アクセスリストを他のインタフェースにも割り当て

ている場合，統計情報はそれぞれのインタフェースとの合計値となります。 

3. 本コマンドで表示される NDP フィルタエントリは，コンフィグレーションコマンドの入力順ではな

く，装置内で整列された順番となります。 

4. 本コマンドで表示される NDP フィルタエントリには，装置内部で自動生成されるエントリも含まれ

ます。 

5. 装置内部で自動生成される NDP フィルタエントリは，生成元となったユーザ入力エントリより先に

表示されますが，実際のフィルタ実行時にはユーザ入力エントリの方が評価されます。 
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