
ケーブル DHCP リースクエリ

このドキュメントでは、CiscoCableModemTerminationSystem（CMTS）ルータでのDynamicHost
Configuration Protocol（DHCP）リースクエリ機能について説明します。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと

ソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載

されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合

は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）

表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ
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ケーブル DHCP リースクエリの前提条件
• CiscoCMTSルータでDHCPリースクエリを有効にするには、その前に cablesource-verifydhcp
コマンドおよび nocablearpコマンドを使用してケーブルインターフェイスを設定する必要
があります。リースクエリは DHCPサーバまたは設定済みの代替サーバに送信されます。

DHCPリースクエリを特定のサーバに転送するには、Cisco CMTSルータでDHCPリースクエリを
有効にする前に、cable source-verifydhcpserver ipaddressコマンドおよび nocablearpコマンドを使
用する必要があります。設定できる代替サーバは 1つだけです。

• Cisco CMTSルータ上に IPv6顧客宅内機器（CPE）ルータが導入される場合は、ipv6 routeコ
マンドを設定する必要があります。

ケーブル DHCP リースクエリの制限事項
•代替サーバが設定されていない限り、リースクエリは DHCPサーバに送信されます。

•設定できる代替サーバは 1つだけです。

• DHCPサーバと設定済みの代替サーバを同期する責任はユーザにあります。

•設定済みの代替サーバで障害が発生したとしても、リースクエリ要求の送信先はDHCPサー
バに戻されません。

•クライアントごとにサポートされる IA_IADDRは 1つだけです。リースクエリが複数の結果
を返した場合、クエリに一致する IA_ADDRだけが Cisco CMTSサブスクライバデータベー
スに追加されます。

• Cisco CMTSは、CPEの IPv6リンクローカルアドレスのソースを検証しません。

ケーブル DHCP リースクエリについて
ウィルス、サービス妨害（DoS）攻撃、サービス不正使用攻撃により、未使用のアドレスを探し
出すために IPアドレス範囲のスキャンが開始された場合、問題が発生することがあります。Cisco
CMTSルータが不明な IPアドレスを検証しているときに、この種のスキャンによって大量のDHCP
リースクエリが生成されて、次の問題が発生する可能性があります。

• Cisco CMTSルータ PREカードによる CPU使用率が高くなる。

• DHCPサーバの使用率が高くなり、応答が遅くなったり無応答になったりする。

• Cisco CMTSルータまたは DHCPサーバ（あるいは設定済みの代替サーバ）によってパケッ
トがドロップされる。

•ケーブルインターフェースで他の顧客が利用できる帯域幅がなくなる。
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このような大量のリースクエリ要求がケーブルインターフェイスで発生しないようにするには、

アップストリームインターフェイス、ダウンストリームインターフェイス、またはその両方で、

これらの要求のフィルタリングを有効にできます。ケーブル DHCPリースクエリ機能を有効にす
ると、Cisco CMTSは、設定された期間中、サービス ID（SID）ごとに特定の数のDHCPリースク
エリ要求だけをインターフェイスで許可します。ある SIDが最大許容数を超えるリースクエリを
生成すると、ルータは次の設定期間が始まるまで、最大許容数を超える過剰な要求をドロップし

ます。

DHCPサーバ（または設定済みの代替サーバ）とケーブルネットワークの機能に合わせて、DHCP
リースクエリ要求の許容数と間隔を設定できます。

DHCPリースクエリ要求を DHCPサーバに送信するように Cisco CMTSルータを設定するには、
cablesource-verifydhcp andnocablearpコマンドを使用します。ケーブルインターフェイス上でケー
ブルモデムを使用する顧客宅内機器（CPE）デバイスのパケット内で不明な IPアドレスが見つか
ると、それが検証されます。この IPアドレスが割り当てられている CPEデバイスが存在する場
合、そのデバイスの DHCPリレー情報とリース情報を含む DHCP ACKメッセージが DHCPサー
バから返されます。

cablesource-verifydhcpコマンドと nocablearpコマンドが設定されている場合、ケーブルバンド
ルインターフェイスで設定されている IPアドレス範囲内の不明な IPアドレスを検証するために、
ダウンストリームパケットに関する DHCPリースクエリが送信されます。

DHCPリースクエリがダウンストリーム方向で機能するためには、CiscoNetworkRegistrar（CNR）
が DHCP Option 82を認識する必要があります。CMTSで CPE IPアドレスを正しい CMにマッピ
ングするためには、これが必要です。これを行うには、DHCP DISCOVERメッセージの中にサー
ビスクラスリレーエージェントオプションを挿入するよう、バンドルインターフェイスで

ipdhcprelayinformationoptionコマンドを設定します。このように設定すると、DHCP DISCOVER
実行中に DHCP Option 82の値が CNRによりキャッシュに入れられ、その IPアドレスに関する後
続の DHCPリースクエリでこの値が CMTSに返されます。

DHCPリースクエリ要求を DHCPサーバ以外のサーバに送るように Cisco CMTSルータを設定す
るには、cablesource-verifydhcpserveripaddressandnocablearpコマンドを使用します。

CiscoCMTSでは、シスコの標準に従ったDHCPリースクエリ、およびRFC4388標準準拠のDHCP
リースクエリの 2種類の DHCPリースクエリ実装がサポートされます。これらの 2つの標準の主
な違いは、クエリまたは DHCPサーバへの応答で使用される識別子です。DHCPサーバでサポー
トされている標準に応じて、いずれかの実装を選択できます。

Ciscoモードまたは RFC 4388標準モードで Cisco CMTSを設定するには、ipdhcpcompatibility
lease-query client {cisco | standard}コマンドを使用します。

DHCP MAC アドレス除外リスト
この機能により、Cisco CMTSの標準的なDHCP送信元検証から、信頼できるMACアドレスを除
外することができます。DHCPMACアドレス除外リスト機能により、標準的なDHCP送信元検証
では拒否されるようなパケットでも、信頼できるMACアドレスからのパケットであれば通過で
きます。この機能は、指定したMACアドレスに対する Cisco CMTSでの cable source-verifyコマ
ンドをオーバーライドしますが、標準的な有効化された DHCP送信元検証プロセスのサポートを
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完全に維持します。この機能は、Cisco cBRルータシャーシ上のパフォーマンスルーティングエ
ンジン 1（PRE1）、PRE2、および PRE4モジュールでサポートされます。

送信元検証チェックを行わずに、DHCPで信頼できる送信元MACアドレスからのパケットを通過
させるには、グローバルコンフィギュレーションモードで cable trustコマンドを使用します。信
頼できるMACアドレスをMAC除外リストから削除するには、このコマンドの no形式を使用し
ます。除外リストからMACアドレスを削除すると、その送信元からのすべてのパケットが標準
の DHCP送信元検証の対象になります。

cable trustコマンドの詳細については、『Cisco IOS CMTS Cable Command Reference Guide』を参照
してください。

統一 DHCPv6 リースクエリ
この機能は、アップストリーム IPv6ソース検証用に Cisco CMTSルータで統一 DHCPv6リースク
エリプロトコル（RFC5007）をサポートします。このプロトコルは、家庭や小規模なオフィスの
ケーブル展開の背後にある IPv6 CPEの信頼性を検証します。

ルータで IPv6ソース検証が失敗した場合、バンドルインターフェイスまたはサブインターフェイ
スで cableipv6source-verifydhcp and nocablendコマンドが設定されていれば、Cisco CMTSはCisco
NetworkRegistrar（CNR）に対して統一DHCPv6リースクエリをトリガーします。有効なリースク
エリ応答がCNRから受信される場合、Cisco CMTSはCPEをサブスクライバデータベースに追加
し、その CPEに関する以降のトラフィックを許可します。

Cisco CMTSルータでの統一 DHCPv6リースクエリプロトコルの主な用途は、プレフィックス委
任（PD）ルートを含むCPEのデータ損失を回復することです。Cisco CMTSからの IPv6 CPEデー
タが損失する場合はいくつかあります。たとえば、Cisco CMTSリロード中に PDルート損失が発
生することがあります。

統一 DHCPv6リースクエリプロトコルでは、次のものもサポートされます。

• DHCPv6リースクエリプロトコル

•ソース検証が失敗したクライアントに関する不正クライアントデータベース

• DHCPv6リースクエリフィルタ

•特定の DHCPv6サーバに対する DHCPv6リースクエリ

ケーブル DHCP リースクエリ要求のフィルタリングの設
定方法

CiscoCMTSのダウンストリームとアップストリームでDHCPリースクエリ要求のフィルタリング
を設定するには、次の手順に従います。
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ダウンストリームでの DHCP リースクエリフィルタリングの有効化
ケーブルインターフェイスのすべてのダウンストリームでDHCPリースクエリのフィルタリング
を開始するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求
された場合）。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

指定されたバンドルインターフェイ

スに対し、指定のしきい値および間隔

cablesource-verifyleasequery-filterdownstream
threshold interval

例：

Router(config)# cable source-verify
leasequery-filter downstream 5 10

ステップ 3   

の値を使用して、すべてのダウンスト

リームでリースクエリフィルタリン

グを有効にします。

コンフィギュレーションモードを終

了し、特権EXECモードに戻ります。
end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

アップストリームでの DHCP リースクエリフィルタリングの有効化
バンドルインターフェイスのすべてのアップストリームでDHCPリースクエリのフィルタリング
を開始するには、次の手順に従います。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ス

テッ

プ 1   
•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ス

テッ

プ 2   

指定したバンドルインターフェイスに関するイ

ンターフェイスコンフィギュレーションモード

を開始します。

interfacebundle bundle-no

例：

Router(config)# interface bundle 1

ス

テッ

プ 3   

指定されたバンドルインターフェイスに対し、

指定のしきい値および間隔の値を使用して、す

cablesource-verifyleasequery-filterupstream
threshold interval

例：

Router(config-if)# cable source-verify

ス

テッ

プ 4   べてのアップストリームでリースクエリフィル

タリングを有効にします。

cablesource-verifyleasequery-filterupstream
コマンドはバンドルインターフェイス

でのみ設定できます。

（注）

ステップ 3とステップ 4を繰り返し
て、他のバンドルインターフェイスに

対してアップストリームでの DHCP
リースクエリのフィルタリングを有効

にします。ケーブルバンドル内のマス

ターとスレーブのインターフェイスは

個別に設定する必要があります。

（注）

leasequery-filter upstream 2 5

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

Router(config-if)# end

ス

テッ

プ 5   
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統一 DHCPv6 リースクエリフィルタリングの設定
IPv6CPEの信頼性を検証するためにDHCPサーバにリースクエリを送信するようCiscoCMTSルー
タを設定するには、次の手順に従います。また、バンドルインターフェイスでのリースクエリ要

求の数量を抑えるために、これらの要求のフィルタリングを有効にすることもできます。同様に、

許容されるリースクエリ要求の数と間隔を設定することもできます。

リースクエリタイマが満了すると、IPv4静的CPEのみがホストデータベースから削除されま
す。

（注）

はじめる前に

•統一DHCPv6リースクエリプロトコルを設定する前に、バンドルインターフェイスコンフィ
ギュレーションモードで no形式の cablendコマンドを使用して IPv6ネイバー探索（ND）収
集機能を無効にしてください。IPv6 ND収集の詳細については、IPv6対応ケーブル機能ガイ
ドを参照してください。

•統一 DHCPv6リースクエリプロトコルを有効にするには、Cisco CMTSバンドルまたはバン
ドルサブインターフェイスで cableipv6source-verifydhcpコマンドを設定します。

•単一のDHCPサーバに対しては cableipv6source-verifydhcp [server ipv6-address]コマンドを使
用します。

•複数のDHCPサーバに対しては cableipv6source-verifydhcpcommandwithoutanykeywords コ
マンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

指定したバンドルインターフェイスに関する

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interfacebundle bundle-no

例：

Router(config)# interface bundle 1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

指定したバンドルインターフェイスでのリー

スクエリフィルタリングを有効にし、複数の

cableipv6source-verifyまたは
cableipv6source-verifydhcp [server
ipv6-address]

ステップ 4   

DHCPv6サーバで IPアドレスを検証します。

例：

Router(config-if)# cable ipv6

または、指定したバンドルインターフェイス

でのリースクエリフィルタリングを有効に

し、指定した DHCPv6サーバで IPアドレス
を検証します。source-verify

or
Router(config-if)# cable ipv6
source-verify dhcp server
2001:DB8:1::1

Cisco CMTSの内部 CPEデータベースを検査
してリース時間が満了した IPv6アドレスを

cableipv6source-verifyleasetimer value

例：

Router(config-if)# cable ipv6

ステップ 5   

調べるために、指定したバンドルインター

フェイスでのリースクエリタイマーを有効に

します。source-verify leasetimer 200

IPv6リースクエリ要求のフィルタリングを有
効にします。

cableipv6source-verifyleasequery-filter
threshold interval

例：

Router(config-if)# cable ipv6

ステップ 6   

source-verify leasetimer 5 10

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを終了し、特権EXECモードに戻りま
す。

end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 7   

ダウンストリームでの DHCPv6 リースクエリフィルタリングの有効化
ケーブルインターフェイスのすべてのダウンストリームでDHCPリースクエリのフィルタリング
を開始するには、次の手順に従います。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルに
します。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要
求された場合）。

グローバルコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

指定されたバンドルインターフェ

イスに対し、特定のしきい値およ

cableipv6source-verifyleasequery-filterdownstream
threshold interval

例：

Router(config-if)# cable ipv6 source-verify

ステップ 3   

び間隔の値を使用して、すべての

ダウンストリームでリースクエリ

フィルタリングを有効にします。
leasetimer 5 10

インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを終了し、特権

EXECモードに戻ります。

end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 4   

DHCP リースクエリのフィルタリングの設定例
ここでは、DHCPリースクエリのフィルタリング機能を設定する例を記載します。

例：DHCP リースクエリのフィルタリング
次の例に、アップストリーム/ダウンストリームの両方のインターフェイスでDHCPリースクエリ
要求をフィルタリングするようにバンドルインターフェイスを設定する場合の、一般的な設定を

抜粋します。

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
ド（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
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リースクエリ要求を受信する代替サーバがすでに設定されている場合、以下の

cablesource-verifydhcpコマンドの代わりに cablesource-verifydhcpserver ipaddressコマンドが
表示されます。

（注）

.

.

.
cable source-verify leasequery-filter downstream 5 20
.
.
.
interface bundle 1
.
.
.
cable source-verify dhcp
cable source-verify leasequery-filter upstream 1 5
no cable arp
.
.

例：統一 DHCPv6 リースクエリのフィルタリング
次に、Cisco IOSリリース 12.2(33)SCF1のルータでフィルタリングされた DHCPv6リースクエリ
要求の総数を表示する例を示します。

Router# show cable leasequery-filter
IPv4 Lease Query Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered

IPv6 Lease Query Filter statistics for Unknown Sid
Requests Sent : 0 total. 0 unfiltered, 0 filtered

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）

11

ケーブル DHCP リースクエリ
例：統一 DHCPv6 リースクエリのフィルタリング



その他の参考資料

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

ケーブル DHCP リースクエリに関する機能情報
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。

次の表は、特定のソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソ

フトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一

連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

（注）

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
ド（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
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表 2：ケーブル DHCP リースクエリに関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能が Cisco cBRシリーズ
コンバージドブロードバンド

ルータ上の Cisco IOS XE Fuji
16.7.1に統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1ケーブル DHCPリースクエリ

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
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