
アドレス解決プロトコル（ARP） アクセスコン
トロールは 300 シリーズによって管理されるス
イッチの設定を支配します 

目標
 

アドレス解決プロトコル（ARP）は同じデバイスの MAC アドレスにデバイスの IP アドレ
スをマッピング します。 ARP インスペクションが ARP 不正侵入からネットワークを保護
するのに使用されています。 パケットが信頼できないと定義されるインターフェイス
（port/LAG）に着くとき、ARP インスペクションは以前に ARP アクセスコントロール ル
ールで定義される IP アドレスおよび MAC アドレスとパケットの IP アドレスおよび MAC
アドレスを比較します。 アドレス一致が、パケット有効と見なされ、転送されれば。
SF/SG 300 シリーズの VLAN に ARP アクセスコントロール グループを設定する方法をこ
の記事は ARP アクセスコントロール グループを、ARP アクセスコントロール グループに
ルールを追加する方法を作成する方法を説明しスイッチを管理しました。
 
ARP 不正侵入からの保護を作成するために、いくつかのステップに従って下さい:
 

• ARP インスペクションはスイッチで有効に する必要があります。  ヘルプのための 300
シリーズによって管理されるスイッチの記事アドレス解決プロトコル（ARP） インスペク
ション Properties 設定を参照して下さい。
 
• ARP インスペクションは信頼できない考慮されるインターフェイスでしか実行されたこ
とができません。 インターフェイスを信頼されるように設定するためにまたは信頼できな
い、300 シリーズによって管理されるスイッチの記事アドレス解決プロトコル（ARP） イ
ンスペクション Properties 設定を参照して下さい。
 
• ARP アクセスコントロール グループを作成して下さい。 ARP アクセスコントロール グ
ループは信頼できないインターフェイスのアクセスを許可されるさまざまなデバイスの IP
アドレスおよび MAC アドレスのリストです。
 
• 追加デバイスを ARP アクセスコントロール グループに追加するために、それから追加
ARP アクセスコントロール ルールを作成して下さい。
 
• VLAN に ARP アクセスコントロール グループを割り当てて下さい。 ただし、VLAN ご
との 1 ARP アクセスコントロール グループしか設定しないことができます。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

ARP アクセスコントロール 設定
 
ARP アクセスコントロール グループを作成して下さい
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ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > ARP インスペ
クション > ARP アクセスコントロール 『Security』 を選択 し。 ARP アクセスコントロー
ル ページは開きます:
 

 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 ARP Access Control ウィンドウは現わ
れます。
 

 
ステップ 3. ARP アクセスコントロール Name フィールドでアクセスコントロール グルー
プの望ましい名前を入力して下さい。
 
ステップ 4. IP address フィールドのアクセスコントロールに割り当てられるべき IP アドレ
スを入力して下さい。
 
ステップ 5. MAC Address フィールドのアクセスコントロールに割り当てられるべき MAC
アドレスを入力して下さい。
 
注: IP アドレスおよび MAC アドレスは同じデバイスを示す必要があります。  これはデバ
イスは信頼されるべきであることをスイッチがどのように確認するかです。
 
ステップ 6.変更を加え、次に終了の近くで追加 ARP アクセスコントロール ネーム ウィン
ドウをクリックするために『Apply』 をクリック して下さい。
  

ARP アクセスコントロール ルールを追加して下さい
 

注: ARP アクセスコントロール ルールを追加する ARP アクセスコントロール グループがな
ければなりません。 そうまだ終了しない場合前のセクションを終了して下さい。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > ARP インスペ
クション > ARP 制御ルール『Security』 を選択 し。 Rules ページ ARP アクセスコントロ
ールは開きます:
 



 
注： 多くの ARP アクセスコントロール名前がある場合、不必要な ARP アクセスコントロ
ール名前をフィルタ・アウトするのにフィルター関数を使用して下さい。
 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 ARP アクセスコントロール Rules ウィ
ンドウは現われます。
 

 
ステップ 3. ARP アクセスコントロール名前ドロップダウン リストからに別のルールを追加
するためにアクセスコントロール名前を選択して下さい。
 
ステップ 4. IP address フィールドのアクセスコントロールに割り当てられるべき IP アドレ
スを入力して下さい。
 
ステップ 5. MAC Address フィールドのアクセスコントロールに割り当てられるべき MAC
アドレスを入力して下さい。
 
注: 入るアドレスペアはアクセスコントロール グループに追加したいと思う新しいデバイス
であるはずです。
 
ステップ 6.変更を加え、次に終了の近くで追加 ARP アクセスコントロール ネーム ウィン
ドウをクリックするために『Apply』 をクリック して下さい。
 



  
VLAN に ARP アクセスコントロールを設定して下さい 
 

注: VLAN ごとの 1 ARP アクセスコントロール グループしか追加なできます。  多数のデバ
イスを ARP アクセスコントロール グループに追加し、次に VLAN にそのグループを設定す
る ARP アクセスコントロール ルールを使用して下さい。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > ARP インスペ
クション > VLANの設定 『Security』 を選択 し。 VLANの設定 ページは開きます:
 

 
呼び出します。 利用可能 な VLAN フィールドで、ARP アクセスコントロール グループを
追加したく、イネーブルになった VLAN フィールドにそれを移動するために > ボタンをク
リックする VLAN をクリックして下さい。
 
ステップ 3. VLAN を有効に し、ARP アクセスコントロールが追加されるように『Apply』
をクリック して下さい。
 
ステップ 4. VLAN に ARP アクセスコントロールを追加するために『Add』 をクリック し
て下さい。  VLANの設定 ウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 5. VLAN ドロップダウン リストから VLAN を選択して下さい。
 
ステップ 6. ARP アクセスコントロール名前ドロップダウン リストからその VLAN に適用
することを望む ARP アクセスコントロール名前を選択して下さい。
 
ステップ 7.変更を加え、次に出口の近くで VLANの設定 ウィンドウをクリックするために
『Apply』 をクリック して下さい。 VLANの設定 表は選択した VLAN に適切な ARP アクセ
スコントロールがあること表示する必要があります。
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