
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの IP 出
典監視バインディング データベースの設定 

目標
 

IP 出典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 出典ガードが
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場合、廃棄されます。
 
リアルタイム シナリオでは、IP 出典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マン イン ザ ミドル不正侵入を防ぐ
のを助けることです。 アドレス IP 出典ガード 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 出典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。 得るためにスヌーピングする方法のより多くの詳細は DHCP 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 バインディング データ
ベース 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。 
 
この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの IP 出典監視のためのバインディング
データベース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
  

IP 出典ガード バインディング データベースの設定
 
バインディング データベース
 

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 出典ガード
> バインディング データベース 『Security』 を選択 し。 バインディング データベース ペ
ージは開きます:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3306
ukp.aspx?vw=1&articleid=3306
ukp.aspx?vw=1&articleid=3306


 
ステップ 2.どの位の割りで非アクティブ エントリがスイッチによってアクティブ作成する
必要があるか選択するために挿入非アクティブ フィールドの次のオプションからの適切な
エントリをクリックして下さい。 DHCP スヌーピング バインディング データベースは
Ternary Content Addressable Memory （TCAM）をデータベースを維持するのに使用します
。
 

• 再試行周波数— TCAM リソースがチェックされる周波数を与えます。 デフォルト値は
60 です。
 
• 決して—決して非アクティブ アドレスをアクティブにすることを試みないで下さい。
 

ステップ 3.実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするために『Apply』 を
クリック して下さい。
  

バインディング データベース エントリを追加して下さい
 

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、DHCP スヌーピ
ング バインディング データベース ページを開く IP 設定 > DHCP > DHCP スヌーピング バ
インディング データベースを選択し。
 



 
ステップ 2.追加 DHCP スヌーピング エントリ ページでエントリを入力するために『Add』
をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.パケットが VLAN ID フィールドで期待されるドロップダウン リストから VLAN
ID を選択して下さい。
 
ステップ 4. MAC Address フィールドで一致するべき MAC アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5. IP address フィールドで一致するべき IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 6.示すためにインターフェイス ドロップダウン リストからインターフェイスをパ
ケットが期待されるラグかポートを表示するためにかどうか選択して下さい。
 

 
ステップ 7.エントリが Type フィールドでダイナミックまたは静的であるかどうか示すため
にタイプをクリックして下さい。
 

• dynamic —エントリに限られた Lease Time があります。
 
• 静的エントリは静的に設定されます。
 



ステップ 8. Lease Time フィールドで Lease Time を入力して下さい。 エントリがダイナミ
ック エントリがアクティブのままになる時間の期間に入って下さい。 Lease Time がなかっ
たり無限をクリックして下さい。
 

 
インターフェイスが非アクティブなら原因は Reason フィールドで表示されます。 原因は
次の通りである場合もあります:
 

• オーケーです—インターフェイスはアクティブです。
 
• スヌープ vlan — DHCP スヌーピングは VLAN で有効に なりません。
 
• 信頼できるポート—ポートは信頼されます。
 
• リソースの問題— TCAM リソースは消費されます。
 

 
ステップ 9： エントリのサブセットを見るために、適切な検索 基準をバインディング デー
タベース表で入力し、『Go』 をクリック して下さい。 フィルタ チェックボックスが
DHCP バインディング データベース表からの特定のエントリをフィルタ・アウトするのに
使用されています。 
 
新しい値を入力するために入った値を取除くステップ 10. （オプションの）は、ダイナミッ
クを『CLEAR』 をクリック し。
 
ステップ 11.実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするために『Apply』 を
クリック して下さい。
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