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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。

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 FeatureNavigatorを使用します。Cisco FeatureNavigator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。
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ダイナミック ARP インスペクションの制約事項
ここでは、スイッチにダイナミックARPインスペクションを設定するときの制約事項および注意
事項を示します。

•ダイナミックARPインスペクションは入力セキュリティ機能です。出力チェックはまったく
行いません。

•ダイナミック ARPインスペクションは、ダイナミック ARPインスペクションをサポートし
ていないスイッチ、またはこの機能がイネーブルにされていないスイッチに接続されるホス

トに対しては有効ではありません。中間者攻撃は単一のレイヤ 2ブロードキャストドメイ
ンに制限されているため、チェックされないドメインと、ダイナミックARPインスペクショ
ンによりチェックされるドメインは区別します。このアクションは、ダイナミック ARPイ
ンスペクションのためにイネーブルにされているドメインでホストのARPキャッシュを保護
します。

•着信 ARP要求、および ARP応答で IP/MACアドレスバインディングを検証するために、ダ
イナミック ARPインスペクション DHCPスヌーピングバインディングデータベースのエン
トリに依存します。 IPアドレスがダイナミックに割り当てられた ARPパケットを許可する
際は、DHCPスヌーピングをイネーブルにしてください。

DHCPスヌーピングをディセーブルにしている場合、または DHCP以外の環境では、ARP
ACLを使用してパケットの許可または拒否を行います。

•ダイナミック ARPインスペクションは、アクセスポート、トランクポート、および
EtherChannelポートでサポートされます。

RSPANVLANでは、ダイナミックARPインスペクションをイネーブルにしな
いでください。RSPANVLANでダイナミックARPインスペクションをイネー
ブルにすると、ダイナミック ARPインスペクションパケットが RSPAN宛先
ポートに届かない可能性があります。

（注）

•物理ポートをEtherChannelポートチャネルに結合するには、この物理ポートとチャネルポー
トの信頼状態が一致する必要があります。そうでない物理ポートは、ポートチャネル内で

中断状態のままとなります。ポートチャネルは、チャネルと結合された最初の物理ポート

の信頼状態を継承します。したがって、最初の物理ポートの信頼状態は、チャネルの信頼状

態と一致する必要はありません。

逆に、ポートチャネルで信頼状態を変更すると、スイッチは、チャネルを構成するすべての

物理ポートで新しい信頼状態を設定します。

•レート制限は、スイッチスタックの各スイッチで別々に算出されます。クロススタック
EtherChannelの場合、これは実際のレート制限が設定値よりも高い可能性があることを意味
します。たとえば、レート制限が 30 ppsに設定された EtherChannelで、スイッチ 1に 1つの
ポート、およびスイッチ 2に 1つのポートがある場合、EtherChannelが errdisableにならず
に、各ポートは 29 ppsでパケットを受信できます。
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•ポートチャネルの動作レートは、チャネル内のすべての物理ポートによる累積値です。た
とえば、ポートチャネルのARPレート制限を 400 ppsに設定すると、このチャネルに結合さ
れたすべてのインターフェイスは、合計で 400 ppsを受信します。 EtherChannelポートで受
信される ARPパケットのレートは、すべてのチャネルメンバーからの受信パケットレート
の合計となります。 EtherChannelポートのレート制限は、各チャネルポートメンバーが受
信する ARPパケットのレートを確認してから設定してください。

物理ポートで受信されるパケットのレートは、物理ポートの設定ではなく、ポートチャネル

の設定に照合して検査されます。ポートチャネルのレート制限設定は、物理ポートの設定

には依存しません。

EtherChannelが、設定したレートより多くのARPパケットを受信すると、このチャネル（す
べての物理ポートを含む）は errdisableステートとなります。

•着信トランクポートでは、ARPパケットを必ずレート制限してください。トランクポート
の集約を反映し、複数のダイナミック ARPインスペクションがイネーブルにされた VLAN
にわたってパケットを処理するために、トランクポートのレートをより高く設定します。

また、ip arp inspection limit noneインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用
して、レートを無制限に設定することもできます。 1つのVLANに高いレート制限値を設定
すると、ソフトウェアによってこのポートが errdisableステートにされた場合に、他のVLAN
への DoS攻撃を招く可能性があります。

•スイッチで、ダイナミック ARPインスペクションをイネーブルにすると、ARPトラフィッ
クをポリシングするように設定されたポリサーの有効性は失われます。この結果、すべての

ARPトラフィックは CPUに送信されます。

ダイナミック ARP インスペクションの概要
ARPでは、IPアドレスをMACアドレスにマッピングすることで、レイヤ 2ブロードキャストド
メイン内の IP通信を実現します。たとえば、ホスト Bはホスト Aに情報を送信する必要があり
ますが、ARPキャッシュにホストAのMACアドレスを持っていないとします。ホストBは、ホ
スト Aの IPアドレスと関連付けられたMACアドレスを取得するために、このブロードキャスト
ドメインにあるホストすべてに対してブロードキャストメッセージを生成します。このブロード

キャストドメイン内のホストはすべてARP要求を受信し、ホストAはMACアドレスで応答しま
す。しかし、ARPは、ARP要求が受信されなった場合でも、ホストからの余分な応答を許可する
ため、ARPスプーフィング攻撃や ARPキャッシュのポイズニングが発生することがあります。
攻撃が開始されると、攻撃を受けたデバイスからのすべてのトラフィックは、攻撃者のコンピュー

タを経由してルータ、スイッチ、またはホストに送信されるようになります。

悪意のあるユーザは、サブネットに接続されているシステムの ARPキャッシュをポイズニング
し、このサブネット上の他のホストを目的とするトラフィックを代行受信することにより、レイ
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ヤ2ネットワークに接続されているホスト、スイッチ、およびルータを攻撃することができます。
図 15に、ARPキャッシュポイズニングの例を示します。

図 1：ARP キャッシュポイズニング

ホストA、B、およびCは、インターフェイスA、B、およびC上にあるスイッチに接続されてい
ます。これらはすべて同一のサブネット上にあります。カッコ内に示されているのは、これらの

IPアドレス、およびMACアドレスです。たとえば、ホストAが使用する IPアドレスは IA、MAC
アドレスはMAです。ホスト Aが IPレイヤにあるホスト Bと通信する必要がある場合、ホスト
Aは IPアドレス IBと関連付けられているMACアドレスにARP要求をブロードキャストします。
スイッチとホストBは、このARP要求を受信すると、IPアドレスが IAで、MACアドレスがMA
のホストに対する ARPバインディングを ARPキャッシュに読み込みます。たとえば、IPアドレ
ス IAは、MACアドレスMAにバインドされています。ホストBが応答すると、スイッチ、およ
びホスト Aは、IPアドレスが IBで、MACアドレスがMBのホストに対するバインディングを
ARPに読み込みます。

ホスト Cは、IPアドレスが IA（または IB）で、MACアドレスがMCのホストに対するバイン
ディングを持つ偽造ARP応答をブロードキャストすることにより、スイッチ、ホストA、および
ホスト Bの ARPキャッシュをポイズニングすることができます。 ARPキャッシュがポイズニン
グされたホストは、IAまたは IB宛てのトラフィックに、宛先MACアドレスとしてMACアドレ
スMCを使用します。つまり、ホスト Cがこのトラフィックを代行受信することになります。
ホスト Cは IAおよび IBに関連付けられた本物のMACアドレスを知っているため、正しいMAC
アドレスを宛先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送でき

ます。ホスト Cは自身をホスト Aからホスト Bへのトラフィックストリームに挿入します。従
来の中間者攻撃です。

ダイナミック ARPインスペクションは、ネットワーク内の ARPパケットの正当性を確認するセ
キュリティ機能です。不正な IP/MACアドレスバインディングを持つ ARPパケットを代行受信
し、ログに記録して、廃棄します。この機能により、ネットワークをある種の中間者攻撃から保

護することができます。

ダイナミック ARPインスペクションにより、有効な ARP要求と応答だけが確実にリレーされる
ようになります。スイッチが実行する機能は次のとおりです。

•信頼できないポートを経由したすべての ARP要求および ARP応答を代行受信します。

•代行受信した各パケットが、IPアドレスとMACアドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカルARPキャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。

•無効な ARPパケットはドロップします。
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ダイナミック ARPインスペクションは、信頼できるデータベースである DHCPスヌーピングバ
インディングデータベースに格納されている有効な IP/MACアドレスバインディングに基づい
て、ARPパケットの正当性を判断します。このデータベースは、VLANおよびスイッチ上でDHCP
スヌーピングがイネーブルになっている場合に、DHCPスヌーピングにより構築されます。信頼
できるインターフェイスでARPパケットが受信されると、スイッチは何もチェックせずに、この
パケットを転送します。信頼できないインターフェイスでは、スイッチはこのパケットが有効で

ある場合だけ、このパケットを転送します。

ip arp inspection vlan vlan-rangeグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、VLAN
ごとにダイナミック ARPインスペクションをイネーブルにすることができます。

非 DHCP環境では、ダイナミック ARPインスペクションは、静的に設定された IPアドレスを持
つホストに対するユーザ設定の ARPアクセスコントロールリスト（ACL）と照らし合わせて、
ARPパケットの正当性を確認することができます。 ARP ACLを定義するには、arp access-list
acl-nameグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

パケットの IPアドレスが無効である場合、またはARPパケットの本文にあるMACアドレスが、
イーサネットヘッダーで指定されたアドレスと一致しない場合、ARPパケットをドロップするよ
うにダイナミック ARPインスペクションを設定することができます。このためには、ip arp
inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用
します。

インターフェイスの信頼状態とネットワークセキュリティ

ダイナミックARPインスペクションは、スイッチの各インターフェイスに信頼状態を関連付けま
す。信頼できるインターフェイスに到着するパケットは、ダイナミックARPインスペクションの
確認検査をすべてバイパスし、信頼できないインターフェイスに到着するパケットには、ダイナ

ミック ARPインスペクションの検証プロセスを受けます。

一般的なネットワーク構成では、ホストポートに接続されているスイッチポートすべてを信頼で

きないものに設定し、スイッチに接続されているスイッチポートすべてを信頼できるものに設定

します。この構成では、指定されたスイッチからネットワークに入ってくるARPパケットはすべ
て、セキュリティチェックをバイパスします。VLAN内、またはネットワーク内のその他の場所
では、他の検査を実行する必要はありません。信頼状態を設定するには、ip arp inspection trustイ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。

信頼状態の設定は、慎重に行ってください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないイ

ンターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。

注意

次の図では、スイッチAとスイッチ Bの両方が、ホスト 1とホスト 2を含むVLANでダイナミッ
ク ARPインスペクションを実行しているとします。ホスト 1とホスト 2が、スイッチ Aに接続
している DHCPサーバから IPアドレスを取得している場合、スイッチ Aだけが、ホスト 1の
IP/MACアドレスをバインディングします。したがって、スイッチ Aとスイッチ Bの間のイン
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ターフェイスが信頼できない場合、ホスト 1からのARPパケットは、スイッチBによりドロップ
されます。こうして、ホスト 1とホスト 2の間の接続が失われます。

図 2：ダイナミック ARP インスペクションのためにイネーブルにされた VLAN 上の ARP パケット検証

実際には信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネッ

トワーク内にセキュリティホールが生じます。スイッチ Aでダイナミック ARPインスペクショ
ンが実行されていない場合、ホスト 1はスイッチBのARPキャッシュを簡単にポイズニングでき
ます（および、これらのスイッチの間のリンクが信頼できるものとして設定されている場合はホ

スト 2）。この状況は、スイッチBがダイナミックARPインスペクションを実行している場合で
も発生します。

ダイナミック ARPインスペクションは、ダイナミック ARPインスペクションを実行しているス
イッチに接続された（信頼できないインターフェイス上の）ホストが、そのネットワークにある

その他のホストのARPキャッシュをポイズニングしていないことを保証します。しかし、ダイナ
ミック ARPインスペクションにより、ネットワークの他の部分にあるホストが、ダイナミック
ARPインスペクションを実行しているスイッチに接続されているホストのキャッシュをポイズニ
ングできないようにすることはできません。

VLANのスイッチの一部がダイナミックARPインスペクションを実行し、残りのスイッチは実行
していない場合、このようなスイッチに接続しているインターフェイスは信頼できないものとし

て設定します。ただし、非ダイナミック ARPインスペクションスイッチからパケットのバイン
ディングを検証するには、ARP ACLを使用して、ダイナミック ARPインスペクションを実行す
るスイッチを設定します。このようなバインディングが判断できない場合は、レイヤ 3で、ダイ
ナミック ARPインスペクションスイッチを実行していないスイッチから、ダイナミック ARPイ
ンスペクションを実行しているスイッチを分離します。

DHCPサーバとネットワークの設定によっては、VLAN上のすべてのスイッチで指定された
ARPパケットを検証できない可能性があります。

（注）
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ARP パケットのレート制限
スイッチの CPUは、ダイナミック ARPインスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS攻撃を阻止するために、着信 ARPパケット数はレート制限されます。デフォルトでは、信
頼できないインターフェイスのレートは 15パケット/秒（pps）です。信頼できるインターフェイ
スはレート制限されません。この設定を変更するには、ip arp inspection limitインターフェイスコ
ンフィギュレーションコマンドを使用します。

着信 ARPパケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisableステー
トにします。ユーザが介入するまで、ポートはこの状態を維持します。 errdisable recoveryグロー
バルコンフィギュレーションコマンドを使用すると、errdisableステートの回復をイネーブルにで
きます。これによって、ポートは指定のタイムアウト時間が経過すると、この状態から自動的に

回復するようになります。

EtherChannelのレート制限は、スタックにある各スイッチに個別に適用されます。たとえば、
EtherChannelで 20 ppsの制限が設定されている場合、EtherChannelにあるポートの各スイッチ
では、最大 20 ppsまで実行できます。スイッチが制限を超過した場合、EtherChannel全体が
errdisableステートになります。

（注）

ARP ACL および DHCP スヌーピングエントリの相対的なプライオリティ
ダイナミックARPインスペクションでは、有効な IP/MACアドレスバインディングのリストとし
て、DHCPスヌーピングバインディングデータベースが使用されます。

DHCPスヌーピングバインディングデータベース内のエントリより、ARP ACLの方が優先され
ます。スイッチが ACLを使用するのは、ACLが ip arp inspection filter vlanグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用して作成されている場合だけです。スイッチは、まず、ARPパ
ケットをユーザ設定の ARP ACLと比較します。 DHCPスヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACLが ARPパケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。

廃棄パケットのロギング

スイッチがパケットをドロップすると、ログバッファにエントリが記録され、その割合に応じ

て、システムメッセージが生成されます。メッセージの生成後、スイッチにより、ログバッファ

からこのエントリが消去されます。各ログエントリには、受信側のVLAN、ポート番号、送信元
IPアドレスおよび宛先 IPアドレス、送信元MACアドレスおよび宛先MACアドレスといったフ
ロー情報が記録されます。

ip arp inspection log-bufferグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、バッファ内
のエントリ数や、システムメッセージ生成までの指定のインターバルに必要とされるエントリ数
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を設定します。記録されるパケットの種類を指定するには、ip arp inspection vlan loggingグロー
バルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

ダイナミック ARP インスペクションのデフォルト設定
デフォルト設定機能

すべての VLANでディセーブル。ダイナミック ARPインスペクション

すべてのインターフェイスは untrusted。インターフェイスの信頼状態

1秒間に15台の新規ホストに接続するホストが
配置されたスイッチドネットワークの場合、信

頼できないインターフェイスのレートは 15 pps
に設定されます。

信頼できるすべてのインターフェイスでは、

レート制限は行われません。

バーストインターバルは 1秒です。

機能

ARP ACLは定義されません。ダイナミック ARPインスペクション

検査は実行されません。インターフェイスの信頼状態

ダイナミック ARPインスペクションがイネー
ブル化されると、拒否またはドロップされた

ARPパケットはすべてが記録されます。

ログ内のエントリ数は 32です。

システムメッセージ数は、毎秒5つに制限され
ます。

ロギングレートインターバルは、1秒です。

着信 ARPパケットのレート制限

拒否または廃棄されたすべての ARPパケット
が記録されます。

非 DHCP環境に対する ARP ACL

ARP ACL および DHCP スヌーピングエントリの相対的な
プライオリティ

ダイナミックARPインスペクションでは、有効な IP/MACアドレスバインディングのリストとし
て、DHCPスヌーピングバインディングデータベースが使用されます。

DHCPスヌーピングバインディングデータベース内のエントリより、ARP ACLの方が優先され
ます。スイッチが ACLを使用するのは、ACLが ip arp inspection filter vlanグローバルコンフィ

セキュリティコンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3650 スイッチ）
8 OL-30583-01   

ダイナミック ARP インスペクションの設定
ダイナミック ARP インスペクションのデフォルト設定



ギュレーションコマンドを使用して作成されている場合だけです。スイッチは、まず、ARPパ
ケットをユーザ設定の ARP ACLと比較します。 DHCPスヌーピングによりデータが入力された
データベースに有効なバインディングが存在していても、ARP ACLが ARPパケットを拒否する
場合、スイッチもこのパケットを拒否します。

非 DHCP 環境での ARP ACL の設定
この手順は、図 2に示すスイッチBがダイナミックARPインスペクション、またはDHCPスヌー
ピングをサポートしていないときにダイナミックARPインスペクションを設定する方法を示して
います。

スイッチ Aのポート 1を信頼できるものとして設定した場合、スイッチ Aとホスト 1は両方と
も、スイッチ Bまたはホスト 2により攻撃される可能性があるため、セキュリティホールが作り
出されます。これを阻止するには、スイッチAのポート 1を信頼できないものとして設定する必
要があります。ホスト 2からの ARPパケットを許可するには、ARP ACLをセットアップして、
これをVLAN 1に適用する必要があります。ホスト 2の IPアドレスがスタティックではない（ス
イッチ Aで ACL設定を適用することは不可能である）場合、レイヤ 3でスイッチ Aをスイッチ
Bから分離し、これらの間では、ルータを使用してパケットをルートする必要があります。

スイッチ A上で ARP ACLを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手
順は、非 DHCP環境では必須です。

手順の概要

1. configureterminal
2. arp access-list acl-name
3. permit ip host sender-ip mac host sender-mac
4. exit
5. ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]
6. interface interface-id
7. no ip arp inspection trust
8. end
9. show arp access-list acl-name show ip arp inspection vlan vlan-range show ip arp inspection interfaces
10. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクショ

ン

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。configureterminalステップ 1   

ARPACLを定義し、ARPアクセスリストコンフィギュレーションモード
を開始します。デフォルトでは、ARPアクセスリストは定義されません。

arp access-list acl-nameステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ARPアクセスリストの末尾に暗黙的な deny ip any mac anyコマ
ンドが指定されています。

（注）

指定されたホスト（ホスト 2）からの ARPパケットを許可します。permit ip host sender-ip
mac host sender-mac

ステップ 3   

• sender-ipには、ホスト 2の IPアドレスを入力します。

• sender-macには、ホスト 2のMACアドレスを入力します。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exitステップ 4   

ARPACLをVLANに適用します。デフォルトでは、定義済みのARPACL
は、どのような VLANにも適用されません。

ip arp inspection filter
arp-acl-name vlan
vlan-range [static]

ステップ 5   

• arp-acl-nameには、ステップ2で作成したACLの名前を指定します。

• vlan-rangeには、スイッチとホストが存在するVLANを指定します。
VLAN ID番号で識別された 1つの VLAN、それぞれをハイフンで区
切った VLAN範囲、またはカンマで区切った一連の VLANを指定で
きます。指定できる範囲は 1～ 4094です。

•（任意）staticを指定すると、ARPACL内の暗黙的な拒否が明示的な
拒否と見なされ、それ以前に指定された ACL句に一致しないパケッ
トは廃棄されます。 DHCPバインディングは使用されません。

このキーワードを指定しない場合は、ACL内にはパケットを拒否す
る明示的な拒否が存在しないことになります。この場合は、ACL句
に一致しないパケットを許可するか拒否するかは、DHCPバインディ
ングによって決定されます。

IPアドレスとMACアドレスとのバインディングしか持たないARPパケッ
トは、ACLに照合されます。パケットは、アクセスリストで許可された
場合だけに許可されます。

スイッチ Bに接続するスイッチ Aインターフェイスを指定し、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。

interface interface-idステップ 6   

スイッチBに接続されたスイッチAインターフェイスを信頼できないもの
として設定します。

no ip arp inspection trustステップ 7   

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。

信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP要求と応
答を代行受信します。ルータは、代行受信した各パケットが、IPアドレス
とMACアドレスとの有効なバインディングを持つことを確認してから、
ローカルキャッシュを更新するか、適切な宛先にパケットを転送します。

スイッチは、無効なパケットをドロップし、ip arp inspection vlan loggingグ
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ローバルコンフィギュレーションコマンドで指定されたロギング設定に

従ってログバッファに記録します。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 8   

入力内容を確認します。show arp access-list
acl-name show ip arp

ステップ 9   

inspection vlan vlan-range
show ip arp inspection
interfaces

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 10   

ARP ACLを削除するには、no arp access-listグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用
します。 VLANに接続された ARP ACLを削除するには、no ip arp inspection filter arp-acl-name
vlan vlan-rangeグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

次に、スイッチ Aで ARP ACL host2を設定して、ホスト 2（IPアドレス 1.1.1.1、およびMACア
ドレス 0001.0001.0001）からの ARPパケットを許可し、この ACLを VLAN 1に適用してから、
スイッチ Aのポート 1を信頼できないものに設定する例を示します。
Switch(config)#arp access-list host2
Switch(config-arp-acl)#permit ip host 1.1.1.1 mac host 1.1.1
Switch(config-arp-acl)# exit
Switch(config)# ip arp inspection filter host2 vlan 1

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1

Switch(config-if)# no ip arp inspection trust

DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設
定

はじめる前に

この手順では、2つのスイッチがダイナミックARPインスペクションをサポートしているときに、
この機能を設定する方法を示します。ホスト 1はスイッチAに、ホスト 2はスイッチ Bにそれぞ
れ接続されています。スイッチは両方とも、ホストの配置されている VLAN 1でダイナミック
ARPインスペクションを実行しています。 DHCPサーバはスイッチ Aに接続されています。両
方のホストは、同一の DHCPサーバから IPアドレスを取得します。したがって、スイッチ Aは
ホスト 1およびホスト 2に対するバインディングを、スイッチ Bはホスト 2に対するバインディ
ングを持ちます。
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着信ARP要求、およびARP応答で IP/MACアドレスバインディングを検証するために、ダイ
ナミックARPインスペクションDHCPスヌーピングバインディングデータベースのエントリ
に依存します。 IPアドレスがダイナミックに割り当てられた ARPパケットを許可する際は、
DHCPスヌーピングをイネーブルにしてください。

（注）

ダイナミック ARPインスペクションを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行しま
す。この処理は、両方のスイッチで行う必要があります。この手順は必須です。

手順の概要

1. show cdp neighbors
2. configure terminal
3. ip arp inspection vlan vlan-range
4. Interfaceinterface-id
5. ip arp inspection trust
6. end
7. show ip arp inspection interfaces
8. show ip arp inspection vlan vlan-range
9. show ip dhcp snooping binding
10. show ip arp inspection statistics vlan vlan-range
11. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

スイッチ間の接続を確認します。show cdp neighborsステップ 1   

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：

Switch# configure terminal

ステップ 2   

VLAN単位で、ダイナミックARPインスペクションをイネーブルに
します。デフォルトでは、すべての VLAN上でダイナミック ARP

ip arp inspection vlan
vlan-range

例：

ステップ 3   

インスペクションはディセーブルになっています。vlan-rangeには、
VLAN ID番号で識別された単一のVLAN、ハイフンで区切られた範
囲の VLAN、またはカンマで区切られた一連の VLANを指定できま
す。指定できる範囲は1～4094です。両方のスイッチに同じVLAN
IDを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

もう1つのスイッチに接続するインターフェイスを指定し、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。

Interfaceinterface-id

例：

ステップ 4   

スイッチ間の接続を、信頼できるものに設定します。ip arp inspection trust

例：

ステップ 5   

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。

スイッチは、信頼できるインターフェイスにあるもう 1つのスイッ
チから受信したARPパケットは確認しません。この場合、パケット
はそのまま転送されます。

信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべてのARP要求
と応答を代行受信します。ルータは、代行受信した各パケットが、

IPアドレスとMACアドレスとの有効なバインディングを持つこと
を確認してから、ローカルキャッシュを更新するか、適切な宛先に

パケットを転送します。スイッチは、無効なパケットをドロップ

し、ip arp inspection vlan loggingグローバルコンフィギュレーション
コマンドで指定されたロギング設定に従ってログバッファに記録し

ます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6   

インターフェイスでダイナミックARPインスペクションの設定を検
証します。

show ip arp inspection
interfaces

例：

ステップ 7   

VLANでダイナミックARPインスペクションの設定を検証します。show ip arp inspection vlan
vlan-range

ステップ 8   

DHCPバインディングを確認します。show ip dhcp snooping binding

例：

ステップ 9   

VLANでダイナミックARPインスペクションの統計情報を確認しま
す。

show ip arp inspection statistics
vlan vlan-range

例：

ステップ 10   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 11   

例：
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ダイナミックARPインスペクションをディセーブルにするには、no iparp inspectionvlan vlan-range
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。インターフェイスをuntrustedステー
トに戻すには、no ip arp inspection trustインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使
用します。

次の例では、VLAN 1のスイッチAでダイナミックARPインスペクションを設定する方法を示し
ます。スイッチ Bでも同様の手順を実行します。
Switch(config)# ip arp inspection vlan 1

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)#ip arp inspection trust

入力 ARP パケットのレートを制限する方法
スイッチの CPUは、ダイナミック ARPインスペクション確認検査を実行します。したがって、
DoS攻撃を阻止するために、着信 ARPパケット数はレート制限されます。

着信 ARPパケットのレートが設定された制限を超えると、スイッチはポートを errdisableステー
トにします。 errordisable回復をイネーブルにして、指定されたタイムアウト時間の後にポートが
このステートから自動的に抜け出すようにするまで、ポートはこのステートのままです。

インターフェイス上のレート制限を設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更する

ことは、レート制限をその信頼状態のデフォルト値に変更することになります。レート制限

を設定すると、信頼状態が変更された場合でもインターフェイスはレート制限を保ちます。

no ip arp inspection limitインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力すると、イ
ンターフェイスはデフォルトのレート制限に戻ります。

（注）

トランクポート、および EtherChannelポートに対するレート制限設定時の注意事項については、
「ダイナミック ARPインスペクション設定時の注意事項」を参照してください。

デフォルトのレート制限設定に戻るには、no ip arp inspection limitインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。ダイナミックARPインスペクションのエラー回復をディセー
ブルにするには、no errdisable recovery cause arp-inspectionグローバルコンフィギュレーション
コマンドを使用します。

着信 ARPパケットのレートを制限するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. ip arp inspection limit {rate pps [burst interval seconds] | none}
4. exit
5. errdisable detect cause arp-inspection and errdisable recovery causearp-inspection errdisable

recovery interval interval
6. exit
7. show ip arp inspection interfaces show errdisable recovery
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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ステップ 1   

レート制限されたインターフェイスを指定し、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。

interface interface-idステップ 2   

インターフェイスでの着信 ARP要求および応答のレートを制限し
ます。

ip arp inspection limit {rate pps
[burst interval seconds] | none}

ステップ 3   

デフォルトレートは、信頼できないインターフェイスでは 15 pps、
信頼できるインターフェイスでは無制限です。バーストインター

バルは 1秒です。

キーワードの意味は次のとおりです。

• rate ppsには、1秒あたりに処理される着信パケット数の上限を
指定します。有効な範囲は 0～ 2048 ppsです。

•（任意）burst interval secondsは、レートの高い ARPパケット
の有無についてインターフェイスがモニタリングされる間隔

（秒）を指定します。指定できる範囲は 1～ 15です。

• rate noneでは、処理できる着信 ARPパケットのレートの上限
を設定しません。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exitステップ 4   

（任意）ダイナミック ARPインスペクションの errdisableステート
からのエラー回復をイネーブルにし、ダイナミック ARPインスペ
クションの回復メカニズムで使用する変数を設定します。

errdisable detect cause
arp-inspection and errdisable
recovery causearp-inspection
errdisable recovery interval
interval

ステップ 5   

デフォルトでは、回復はディセーブルで、回復のインターバルは

300秒です。
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目的コマンドまたはアクション

interval intervalでは、errdisableステートから回復する時間を秒単位
で指定します。指定できる範囲は 30～ 86400です。

特権 EXECモードに戻ります。exitステップ 6   

設定値を確認します。show ip arp inspection interfaces
show errdisable recovery

ステップ 7   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 8   

検証チェックを実行する方法
ダイナミック ARPインスペクションは、不正な IP/MACアドレスバインディングを持つ ARPパ
ケットを代行受信し、ログに記録して、廃棄します。宛先MACアドレス、送信側および宛先の
IPアドレス、および送信元MACアドレスで追加検証を実行するように、スイッチを設定できま
す。着信 ARPパケットで特定の検証を実行するには、特権 EXECモードで次の手順を実行しま
す。

この手順は任意です。

検証をディセーブルにするには、no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip]グローバル
コンフィギュレーションコマンドを使用します。転送されたパケット、ドロップされたパケッ

ト、MACおよび IP検証に失敗したパケットの統計を表示するには、show ip arp inspection statistics
特権 EXECコマンドを使用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}
3. exit
4. show ip arp inspection vlan vlan-range
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアク

ション

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ステップ 1   

着信ARPパケットに対して特定の検証を実行します。デフォルトでは、検証
は実行されません。

ip arp inspection validate
{[src-mac] [dst-mac] [ip]}

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアク

ション

キーワードの意味は次のとおりです。

• src-macでは、イーサネットヘッダーの送信元MACアドレスと ARP本
文の送信元MACアドレスが比較されます。この検査は、ARP要求およ
び ARP応答の両方に対して実行されます。イネーブルにすると、異な
るMACアドレスを持つパケットは無効パケットとして分類され、廃棄
されます。

• dst-macでは、イーサネットヘッダーの宛先MACアドレスと ARP本文
の宛先MACアドレスが比較されます。この検査は、ARP応答に対して
実行されます。イネーブルにすると、異なるMACアドレスを持つパケッ
トは無効パケットとして分類され、廃棄されます。

• ipでは、ARP本文から、無効な IPアドレスや予期しない IPアドレスが
ないかを確認します。アドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255、およびす
べての IPマルチキャストアドレスが含まれます。送信元 IPアドレスは
すべての ARP要求および ARP応答内で検査され、宛先 IPアドレスは
ARP応答内だけで検査されます。

少なくとも 1つのキーワードを指定する必要があります。コマンドを実行す
るたびに、その前のコマンドの設定は上書きされます。つまり、コマンドが

srcおよび dst macの検証をイネーブルにし、別のコマンドが IP検証だけをイ
ネーブルにすると、2番めのコマンドによって srcおよびdstmacの検証がディ
セーブルになります。

特権 EXECモードに戻ります。exitステップ 3   

設定値を確認します。show ip arp inspection
vlan vlan-range

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 5   

DAI のモニタリング
DAIをモニタするには、次のコマンドを使用します。

説明コマンド

ダイナミック ARPインスペクション統計情報
をクリアします。

clear ip arp inspection statistics
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説明コマンド

指定のVLANにおいて、転送されたパケット、
廃棄されたパケット、MAC検証に失敗したパ
ケット、IP検証に失敗したパケット、ACLに
よって許可および拒否されたパケット、DHCP
によって許可および拒否されたパケットの統計

情報を表示します。VLANが指定されていない
場合、または範囲が指定されている場合は、ダ

イナミック ARPインスペクションがイネーブ
ルにされた（アクティブ）VLANだけの情報を
表示します。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-range]

ダイナミック ARPインスペクションログバッ
ファをクリアします。

clear ip arp inspection log

ダイナミック ARPインスペクションログバッ
ファの設定と内容を表示します。

show ip arp inspection log

show ip arp inspection statisticsコマンドでは、スイッチは信頼されたダイナミック ARPインスペ
クションポート上の各 ARP要求および応答パケットの転送済みパケット数を増加させます。ス
イッチは、送信元MAC、宛先MAC、または IP検証チェックによって拒否された各パケットの
ACLまたは DHCP許可済みパケット数を増加させ、適切な失敗数を増加させます。

DAI の設定の確認
DAIの設定を表示して確認するには、次のコマンドを使用します。

説明コマンド

ARP ACLについての詳細情報を表示します。show arp access-list [acl-name]

指定のインターフェイス、またはすべてのイン

ターフェイスに対して、ARPパケットの信頼状
態およびレート制限を表示します。

show ip arp inspection interfaces [interface-id]

指定された VLANのダイナミック ARPインス
ペクションの設定および動作ステートを表示し

ます。VLANが指定されていない場合、または
範囲が指定されている場合は、ダイナミック

ARPインスペクションがイネーブルにされた
（アクティブ）VLANだけの情報を表示しま
す。

show ip arp inspection vlan vlan-range
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Additional References
MIBs

MIBs LinkMIB

To locate and downloadMIBs for selected platforms,
Cisco IOS releases, and feature sets, use Cisco MIB
Locator found at the following URL:

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

Technical Assistance

LinkDescription

http://www.cisco.com/supportThe Cisco Support website provides extensive online
resources, including documentation and tools for
troubleshooting and resolving technical issues with
Cisco products and technologies.

To receive security and technical information about
your products, you can subscribe to various services,
such as the Product Alert Tool (accessed from Field
Notices), the Cisco Technical Services Newsletter,
and Really Simple Syndication (RSS) Feeds.

Access to most tools on the Cisco Support website
requires a Cisco.com user ID and password.
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