
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの IPソ
ース ガード 設定 

目標
 

IPソース ガードはホストが近隣ホストの IP アドレスを使用するために試みるとき引き起こ
されるトラフィック不正侵入を防ぐのに使用できるセキュリティ機能です。 IPソース ガー
ドが有効に なるとき、スイッチは DHCPスヌーピング バインディング データベースに含ま
れている IP アドレスにだけクライアントIP トラフィックを送信します。 ホストは一致をデ
ータベースのエントリ 送信 することパケットが、スイッチ パケットを転送すれば。 パケ
ットがデータベースのエントリを一致する廃棄されます。
 
リアルタイム シナリオでは、IPソース ガードが使用される 1 つの方法は信頼できないサー
ド パーティが本物ユーザをマスカレードするように試みる man-in-the-middle攻撃を防ぐの
を助けることです。 アドレス IPソース ガード バインディング データベースで設定される
、その IP アドレスのクライアントからのトラフィックだけが許可されますおよびパケット
の他に基づいて廃棄されます。
 
注: DHCPスヌーピングは IPソース ガードが機能することができるように有効に する必要
があります。 得るために方法のより多くの詳細は DHCPスヌーピングを有効に する 
SX500 シリーズ スタック 可能 スイッチの記事 DHCPスヌーピング 設定を示します。 バイ
ンディング データベースをどの IP アドレスが許可されるか規定 するために設定することも
また必要です。 これのより多くの詳細は SX500 シリーズ スタック 可能 スイッチの
DHCPスヌーピング バインディング データベースの記事設定で見つけることができます。
 
この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの IPソース ガードを設定する方法を説
明します。
  

適当なデバイス
 

• Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

• v1.2.7.76
  

設定 IPソース ガード設定
 
グローバルに イネーブル IPソース ガード設定
 

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 > IPソース ガード
> Properties 『Security』 を選択 し。 Properties ページ IPソース ガードは開きます:
 



 
呼び出します。 IPソース ガードをグローバルに 有効に するために Enable チェックボック
スをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3.設定を加えるために『Apply』 をクリック して下さい。
  

IPソース ガードのインターフェイス設定を編集して下さい
 

IPソース ガードが信頼できないポートかラグで有効に なる場合、送信される DHCP パケッ
トは DHCPスヌーピング データベースによって許可されます。 IP アドレスがフィルタと有
効に なれば パケット伝送は次の通り許可されます:
 

• IPv4 は traffic — IPv4 トラフィック 特定のポートのソース IP アドレスと対応づけられる
許可されます。
 
• 非 IPv4 は traffic —すべての non-IPv4 トラフィック許可されます。
 

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 > IPソース ガード
> インターフェイス設定『Security』 を選択 し。 Settings ページ インターフェイスは開き
ます:
 



 
ステップ 2.インターフェイスの種類をインターフェイスの種類 ドロップダウン リストから
選択し、フィルタ フィールドで『Go』 をクリック して下さい。
 
インターフェイス設定表は次のパラメータで構成されています。
 

• interface — IPソース ガードが適用するインターフェイスを示します。
 
• IPソース ガード— IPソース ガードが有効に なるかどうか示します。 
 
• interface —信頼される DHCPスヌーピングはそれが DHCP によって信頼されるインター
フェイスであるかどうか示します。 信頼されたインターフェイスはネットワーク内からだ
けトラフィックを受信できます。  IPソース ガードは通常信頼されない DHCP インターフ
ェイスで設定されます。 信頼できないインターフェイスはネットワーク以外からメッセー
ジを受け取ることができることそのような物設定されるインターフェイスです。
 



 
ステップ 3.編集されるべきインターフェイスに対応するクリックし、ページの一番下に『
Edit』 をクリック して下さい Radio ボタンを。 編集インターフェイス Settings ウィンドウ
は現われます。
 

 
ステップ 4 現在のインターフェイスの IPソース ガードを有効に するために IPソース ガー
ド フィールドのイネーブルをチェックして下さい。
 

 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。 変更は表示する。
 



  
IPソース ガードのインターフェイス設定をコピーして下さい
 

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 > IPソース ガード
> インターフェイス設定『Security』 を選択 し。 Settings ページ インターフェイスは開き
ます:
 

 
ステップ 2.望ましいインターフェイスのための Radio ボタンをクリックし、設定を『
Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われます。
 

 



ステップ 3.選択されたエントリがコピーされる必要がある入力し、『Apply』 をクリック
して下さいインターフェイスのインターフェイスか範囲を。 設定は適用します。
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