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（DHCP）サービスは Transmission Control Protocol（TCP）/のアプリケーション層
に実行（動的に IP アドレスを DHCP クライアントに割り当て、DHCP クライアント
に TCP/IP 構成情報を割り当てる TCP/IP）スタック Internet Protocol（IP） Dynamic
Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 あります。 DHCP リレーは同じネッ
トワークにないリモート DHCP サーバとホスト間の DHCP 通信を可能にするのにス
イッチ、別名リレー エージェントによって、使用する機能です。 クライアントが IP
アドレスのための DHCP ブロードキャストを送信するとき、リレー エージェントは
リモート DHCP サーバが常駐するサブネットに要求を転送します。

スイッチの DHCP リレー プロパティを設定することは DHCP リレーをグローバルに
有効に し、スイッチとリモート DHCP サーバ間の接続を確立することを可能にしま
す。  機能が有効に  なれば、スイッチは  DHCP  サーバにクライアントに出入して
DHCP パケットを送信する場合それ自身についての情報が含まれています。 これは
DHCP プロセスに完全に接続を識別することによってより多くのセキュリティを追加
します。 また特定のインターフェイスで適用されるべき DHCP リレーを有効に する
ことができます。

この技術情報は方法で手順をスイッチの Command Line Interface （CLI）によって
DHCP Properties を設定する提供します。

注: 学ぶために Webベース ユーティリティによってスイッチの DHCP プロパティを設
定する方法をここをクリックして下さい。 知るためにスイッチの DHCP スヌーピン
グ設定を行う方法をここをクリックして下さい。

適当なデバイス | [Software Version]

Sx300 シリーズ | 1.4.7.05 （遅のダウンロード）●

Sx350 シリーズ | 2.2.8.4 （遅のダウンロード）●

SG350X シリーズ | 2.2.8.4 （遅のダウンロード）●

Sx500 シリーズ | 1.4.7.05 （遅のダウンロード）●

Sx550X シリーズ | 2.2.8.4 （遅のダウンロード）●
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CLI によるスイッチの設定 DHCP リレー

設定 グローバル な IP DHCP リレー

ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワード
は cisco/cisco です。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、資格情報を代
りに入力して下さい。

注: 利用可能なコマンドかオプションはデバイスの正確なモデルによって変わるかもし
れません。 この例では、SG350X スイッチは Telnet によってアクセスされます。

注: この例では、スイッチは Telnet によってアクセスされます。

呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な
設定 コンテキストを入力して下さい:

SG350X#Configure 

ステップ 3 DHCP リレー機能はデフォルトで無効に なります。 グローバルにスイッ
チの DHCP リレー機能を有効に するために、次を入力して下さい:

SG350X(config)#ip dhcp  

グローバルに DHCP リレー機能を無効に するステップ 4. （オプションの）は次を入
力します:

SG350X(config)#no IP dhcp 

ステップ 5 DHCP リレーのために利用可能な DHCP サーバかサーバを規定 するため
に次を入力して下さい:

SG350X(config)#ip dhcp  [IP ]

ip address — DHCP サーバのIPアドレスを規定 します。 8 つまでの DHCP サーバを定義で
きます。

●

注: この例では、サーバの IP アドレスは 124.167.1.1 および 124.200.1.1 です。



リストから DHCP サーバを削除するステップ 6. （オプションの）は次を入力します:

SG350X(config)#no IP dhcp  [IP ]

スイッチの DHCP オプション 82 データの挿入を有効に するステップ 7. （オプショ
ンの）は次を入力します:

SG350X(config)#ip dhcp  

注: オプション 82 が IP および Media Access Control（MAC） アドレススプーフィン
グのような不正侵入からスイッチを保護するのに使用されています。 それは circuit id
（DHCP クライアントが接続され、インターフェイスに対応し、Virtual  Local  Area
Network （VLAN; バーチャル LAN）名前インターフェイス名の挿入によって DHCP
クライアントの場所についての情報を提供します） DHCP パケットのパケット ヘッ
ダのリモート ID （スイッチの MAC アドレス）。 DHCP サーバはそれから IP アドレ
スを割り当てるのにこの情報を使用します。 DHCP リレーか DHCP スヌーピングが
有効に なる場合だけ DHCP オプション 82 は有効に することができます。

DHCP オプション 82 データの挿入を無効に するステップ 8. （オプションの）は次を
入力します:

SG350X(config)#no IP dhcp 

ステップ 9.スイッチの EXEC 特権モードに戻る exit コマンドを入力して下さい。

SG350X(config)#exit 

スイッチの EXEC 特権モードのステップ 10. （オプションの）はスタートアップ コン
フィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに次の入力によって、行われ
た設定を保存します:

SG350X#copy running-config startup-config

上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 11. （オプションの
）は YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。



CLI によって今うまくスイッチのグローバル な IP DHCP リレー設定を行う必要があ
ります。

スイッチの CLI の行われた設定を示すために、IP DHCP リレー設定を確認するために
スキップして下さい。

スイッチ インターフェイスの IP DHCP リレーを設定して下さい

インターフェイスの DHCP リレーの操作状態は次のいずれかの条件ある場合アクティ
ブです:

DHCP はグローバルに 有効に なります中継で送り、インターフェイスで定義される IP アド
レスがあります。

●

DHCP リレーはグローバルに 有効に なります、インターフェイスで定義される IP アドレス
がありませんインターフェイスは VLAN であり、オプション 82 は有効に なります。

●

インターフェイスの IP DHCP リレー設定を行うために次の手順に従って下さい:

ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードでは、次の入力によってグローバル な 設
定 コンテキストを入力して下さい:

SG350X#Configure 

ステップ 2.次の入力によって設定したいと思うインターフェイスに入って下さい:

SG350X(config)#interface VLAN [vlan-id]

注: この例では、VLAN 50 は使用されます。

ステップ 3 インターフェイスの DHCP リレーを有効に するために、次を入力して下
さい:

SG350X(config-if)#ip dhcp  

インターフェイスの DHCP リレー エージェント 機能を無効に するステップ 4. （オ



プションの）は次を入力します:

SG350X(config-if)#no IP dhcp 

インターフェイスに接続される DHCP クライアントのために DHCP リレーによって
利用可能な DHCP サーバを定義するステップ 5. （オプションの）は次を入力します:

SG350X(config-if)#ip dhcp  [IP ]

ip address — DHCP サーバのIPアドレスを規定 します。 8 つまでの DHCP サーバを定義で
きます。

●

注: この例では、DHCP サーバの IP アドレスは 124.167.1.1 です。

リストからサーバを削除するステップ 6. （オプションの）は次を入力します:

SG350X(config-if)#no IP dhcp  [IP ]

ステップ 7.スイッチの EXEC 特権モードに戻る end コマンドを入力して下さい。

SG350X(config-if)#end 

スイッチの EXEC 特権モードのステップ 8. （オプションの）はスタートアップ コン
フィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに次の入力によって、行われ
た設定を保存します:

SG350X#copy running-config startup-config

上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 9. （オプションの
）は YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。



CLI によって今うまくスイッチのインターフェイスの IP DHCP リレー設定を行う必要
があります。

スイッチの CLI の行われた設定を示すために、IP DHCP リレー設定を確認するために
スキップして下さい。

IP DHCP リレー設定を確認して下さい

ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードでは、グローバル な DHCP リレー設定を
表示するために次を入力して下さい:

SG350X#show IP dhcp 

注: この例では、DHCP リレーおよびオプション 82 はグローバルに 有効に なる両方
です。 DHCP リレーはポート 1/0/5 および 10 ギガビット イーサネット（802.3z）
1/0/3 で、および VLAN 40 および 50 ギガビット イーサネット（802.3z） 有効に なり
ます。 DHCP サーバは 124.167.1.1 および 124.200.1.1 です。

呼び出します。 DHCP オプション 82 設定を表示するために、次を入力して下さい:

SG350X#show IP dhcp  

注: この例では、オプション 82 は有効に なります。

CLI によって今スイッチの行われた DHCP リレー設定を確認する必要があります。
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