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ダイナミック ARP インスペクション（DAI）に関する情
報

DAI機能の詳細については、次の項を参照してください。

ARP
ダイナミックARPインスペクション（DAI）とは、有効なARP要求と応答だけが中継されるよう
にするための機能です。信頼できないポート上でのすべてのARP要求と応答は、この機能によっ
て代行受信されます。代行受信されたパケットが有効な IP-to-MACアドレスバインディングを持
つことが検証されると、ローカルARPキャッシュが更新されるか、適切な宛先にパケットが転送
されます。この機能がイネーブルのときは、無効な ARPパケットはドロップされます。
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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がホスト Aに情報を送信しようとして、
ホスト Bの ARPキャッシュにホスト AのMACアドレスがないという場合、 ARPの用語では、
ホスト Bが送信者、ホスト Aはターゲットになります。

ホスト Bは、ホスト Aの IPアドレスに関連付けられたMACアドレスを取得するため、このブ
ロードキャストドメイン内の全ホストに対してブロードキャストメッセージを送信します。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。

Release 4.2(1)SV2(1.1)からは、IPアドレスとMACアドレスのペアに基づくトラフィックのフィル
タリングではなく、送信元 IPアドレスにのみ基づいてトラフィックをフィルタリングできます。
詳細については、送信元 IPによるフィルタリングのイネーブル化を参照してください。

ARP スプーフィング攻撃
ARPスプーフィング攻撃とは、要求されていないARP応答を送りつけてホストのキャッシュを更
新するというものです。それ以降は、攻撃者が検出されてARPキャッシュ内の情報が修正されな
い限り、トラフィックは攻撃者を介して転送されます。

ARPスプーフィング攻撃を受けると、レイヤ 2ネットワークに接続されたホスト、スイッチ、お
よびルータのARPキャッシュに偽りの情報が送信されるので、これらの機器に影響が及ぶ可能性
があります。次の図に、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

この図では、ホストA、B、CはインターフェイスA、B、Cを介してデバイスに接続されており、
これらのインターフェイスはすべて同じサブネット上にあります。カッコ内は、各ホストの IPア
ドレスとMACアドレスを示します。たとえば、ホストAは IPアドレス IAとMACアドレスMA
を使用します。

ホスト Aがホスト Bに IPデータを送信する必要がある場合、ホスト Aは IPアドレス IBに関連
付けられたMACアドレスを求めるARP要求をブロードキャストします。デバイスおよびホスト
Bがこの ARP要求を受信すると、IPアドレス IAおよびMACアドレスMAを持つホストを表す
バインディングが、デバイスおよびホスト Bの ARPキャッシュに追加されます。

ホスト Bが応答すると、IPアドレス IBおよびMACアドレスMBを持つホストを表すバインディ
ングが、デバイスとホスト Aの ARPキャッシュに追加されます。

ホスト Cは、次の 2つの ARP応答を偽造してブロードキャストすれば、ホスト Aとホスト Bを
欺く（スプーフィング）ことができます。
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• IPアドレス IAとMACアドレスMCを持つホストの応答

• IPアドレス IBとMACアドレスMCを持つホストの応答

このような応答を受け取ると、ホストBは、IAに送られるはずであったトラフィックの宛先MAC
アドレスとしてMCを使用します。つまり、そのトラフィックはホスト Cによって代行受信され
ます。同様に、ホストAとデバイスは、IBに送られるはずのトラフィックの宛先MACアドレス
としてMCを使用します。

ホスト Cは IAおよび IBの本当のMACアドレスを知っているので、代行受信したトラフィック
を転送できます。

DAI および ARP スプーフィング
DAIは、ARPの要求と応答を検証するための機能です。具体的には、次のような処理を実行しま
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。

• ARPキャッシュの更新やパケットの転送を行う前に、そのパケットに対応する有効な IPア
ドレスとMACアドレスのバインディングが存在することを確認します。

•無効な ARPパケットはドロップします。

DAIによってARPパケットの有効性を判断するときの基準となる有効な IP-to-MACバインディン
グは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングバインディングデータベースに
保存されています。このデータベースは、VLANとデバイスに対して DHCPスヌーピングがイ
ネーブルになっている場合に、DHCPスヌーピング機能によって構築されます。このデータベー
スには、管理者が作成したスタティックエントリが格納されていることもあります。

信頼できるインターフェイス上で受信されたARPパケットは、一切の検査なしで転送されます。
信頼できないインターフェイス上では、デバイスは有効性を確認できたパケットだけを転送しま

す。

管理者は、ARPパケットの宛先MACアドレス、送信元MACアドレス、および IPアドレスの検
証をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。

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

DAIによって、インターフェイスは「信頼できる」と「信頼できない」に分類されます。

一般的なネットワークでは、インターフェイスは次のように設定されます。

•信頼できない：ホストに接続されているインターフェイス。

パケットは DAIによって検証されます。

•信頼できる：デバイスに接続されているインターフェイス。

パケットは、DAIによる検証をすべてバイパスします。

Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)    
   OL-27736-01-J 3

ダイナミック ARP インスペクションの設定
DAI および ARP スプーフィング



この設定では、デバイスからネットワークに送信されるARPパケットはすべて、セキュリティ検
査をバイパスします。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、デバイス Aおよびデバイス Bの両方が、ホスト 1およびホスト 2を収容する VLAN
上で DAIを実行していると仮定します。ホスト 1およびホスト 2が、デバイス Aに接続されて
いる DHCPサーバから IPアドレスを取得すると、デバイス Aだけがホスト 1の IPアドレスと
MACアドレスをバインドします。デバイス Aとデバイス B間のインターフェイスが信頼できな
い場合は、ホスト 1からのARPパケットはデバイスBではドロップされ、ホスト 1およびホスト
2の間の接続は切断されます。

図 2：DAI をイネーブルにした VLAN での ARP パケット検証

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

にセキュリティホールが生じる可能性があります。デバイス Aが DAIを実行していなければ、
ホスト 1はデバイスBのARPキャッシュを簡単にポイズニングできます（デバイス間のリンクが
信頼できるものとして設定されている場合はホスト 2も同様）。この状況は、デバイス BがDAI
を実行している場合でも発生する場合があります。

DAIは、DAIが稼働するデバイスに接続されているホスト（信頼できないインターフェイス上）
がネットワーク内の他のホストのARPキャッシュをポイズニングしないように保証します。ただ
し、DAIが稼働するデバイスに接続されているホストのキャッシュがネットワークの他の部分の
ホストによってポイズニングされるのを防ぐことはできません。

ネットワークの設定によっては、VLAN内の一部のデバイスで ARPパケットを検証できない
場合もあります。

（注）

   Cisco Nexus 1000V セキュリティ設定ガイド 4.2(1)SV2(1.1)
4 OL-27736-01-J  

ダイナミック ARP インスペクションの設定
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



DAI の前提条件
•次のものを理解している必要があります。

◦ ARP

◦ DHCPスヌーピング

• Cisco Nexus 1000V上で動作するソフトウェアが DAIをサポートしている必要があります。

• VEM機能レベルが、DAIをサポートするリリースに更新されている必要があります。

DAI の注意事項と制約事項
• DAIは入力セキュリティ機能であり、出力検査は行いません。

•ホストが接続されているデバイスがDAIをサポートしていない場合や、そのデバイスでDAI
がイネーブルになっていない場合は、DAIの効果はありません。 1つのレイヤ 2ブロード
キャストドメインだけを標的とする攻撃を防ぐには、DAIが有効なドメインと、そうではな
いドメインとを分離させてください。これにより、DAIが有効なドメイン内のホストのARP
キャッシュをセキュリティ保護できます。

• DAIによって、着信ARP要求およびARP応答内の IP-to-MACアドレスバインディングが検
証されます。スタティックエントリが設定されていない場合は、DAIが設定されている
VLANに対して DHCPスヌーピングもイネーブルにする必要があります。

• DAIがサポートされるのは、vEthernetインターフェイスとプライベートVLANポートです。

• DAIが ARPパケットの有効性を判断するためにダイナミック IP-MACアドレスバインディ
ングを使用するように設定する場合は、DHCPスヌーピングが設定されていることを確認し
ます。

•仮想サービスドメイン（VSD）サービス VMポートは、デフォルトで信頼できるポートと
なっています。管理者が VSDポートを「信頼できない」と設定しても、DAIでは信頼でき
るポートとして扱われます。

DAI のデフォルト設定
デフォルトパラメータ

VLANはDAIの対象としては設定されません。VLAN

信頼しないVSD内ではない vEthernetインターフェイスの
信頼状態
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デフォルトパラメータ

信頼できるVSD内の vEthernetインターフェイスの信頼状
態

信頼できるイーサネットポートチャネルの信頼状態

15パケット/秒（pps）信頼できないインターフェイスに対する着信

ARPパケットレート制限

無制限信頼できるインターフェイスに対する着信ARP
パケットレート制限

1秒レート制限バースト間隔

error-disabled状態の検出と回復は設定されませ
ん。

DAI error-disabled状態インターフェイスの検出
と回復

検査は実行されません。有効性検査

ARP要求および応答の統計情報VLAN統計情報

DAI 機能の設定

DAI 対象の VLAN の設定
デフォルトでは、VLANは DAIの対象としては設定されません。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

• CLIに EXECモードでログインしていること。

• DHCPスヌーピングをイネーブルにしていること。

• DAIの対象として設定する VLANが作成されていること。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した 1つ以上の VLANを DAIの対象と
して設定します。

switch(config)# ip arp inspection
vlan list

ステップ 2   

（任意）

指定した VLANのリストの DAIステータス
を表示します。

switch(config)# show ip arp
inspection vlan list

ステップ 3   

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection vlan 13
switch(config)# show ip arp inspection vlan 13
switch(config)# copy running-config startup-config

信頼できる vEthernet インターフェイスの設定

はじめる前に

この手順を開始する前に、次の情報を知っている必要があります。

•デフォルトでは、vEthernetインターフェイスの状態は「信頼できない」です（VSDに属して
いる場合を除く）。

•インターフェイスが信頼できない状態である場合は、すべてのARP要求および応答の検証が
行われ、IP-MACアドレスバインディングが有効な場合にのみ、ローカルキャッシュが更新
されてパケットが転送されます。パケットの IP-MACアドレスバインディングが無効な場
合は、パケットがドロップされます。

•信頼できるインターフェイスで受信されたARPパケットは、転送されますが、検証は行われ
ません。

•信頼できるインターフェイスの設定は、次のどちらでも行うことができます。

◦インターフェイス自体

◦インターフェイスが割り当てられている既存のポートプロファイル

信頼できるインターフェイスの設定をポートプロファイルで行う場合は、ポートプロ

ファイルが作成済みで名前がわかっていることが必要です。
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この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのイ
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。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

• switch(config)# port-profile
profilename
指定したポートプロファイルの

ポートプロファイルコンフィギュ

レーションモードを開始します。

DHCPスヌーピングに関してインターフェ
イスを信頼できるインターフェイスとして

switch(config-if)# [no] ip arp inspection
trust

ステップ 3   

設定します。noオプションを使用すると、
ポートは信頼できないインターフェイスと

して設定されます。

インターフェイスを、信頼できる ARPイ
ンターフェイスとして設定します。

switch(config-if)# ip arp inspection trustステップ 4   

• switch(config-port-prof)# ip arp
inspection trust
このポートプロファイルに割り当

てられるインターフェイスを、信

頼できる ARPインターフェイス
として設定します。

（任意）

特定のインターフェイスの信頼状態および

ARPパケットレートを表示します。

switch(config-if)# show ip arp inspection
interface vethernet interface-number

ステップ 5   

（任意）

ポートプロファイル設定を表示します。

ARP信頼状態も表示されます。

switch(config-if)# show port-profile
profilename

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピー

します。

switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
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switch(config-if)# ip arp inspection trust
switch(config-if)# show ip arp inspection interface vethernet 3
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# ip arp inspection trust
switch(config-port-profile)# show port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# copy running-config startup-config

vEthernet インターフェイスの信頼できないインターフェイスへのリ
セット

デフォルトでは、vEthernetインターフェイスの状態は「信頼できない」です（VSDに属している
場合を除く）。 vEthernetインターフェイスから信頼できるという指定を削除し、デフォルトの信
頼できないという指定に戻すには、次の手順を実行します。

インターフェイスが信頼できない状態である場合は、すべてのARP要求および応答の検証が行わ
れ、IP-MACアドレスバインディングが有効な場合にのみ、ローカルキャッシュが更新されてパ
ケットが転送されます。パケットの IP-MACアドレスバインディングが無効な場合は、パケット
がドロップされます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのイン
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。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

インターフェイスから信頼できるという指定

を削除し、デフォルトの信頼できない状態に

戻します。

switch(config-if)# default ip arp
inspection trust

ステップ 3   

（任意）

特定のインターフェイスの信頼状態およびARP
パケットレートを表示します。

switch(config-if)# show ip arp
inspection interface vethernet
interface-number

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   
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switch# config t
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# default ip arp inspection trust
switch(config-if)# show ip arp inspection interface vethernet 3
switch(config-if)# copy running-config startup-config

DAI レート制限の設定
ここでは、ARP要求と応答のレート制限を設定する手順を説明します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを知っておく必要があります。

•トランクポートでは集約が行われるので、トランクポートのレート上限は高く設定してく
ださい。

•着信パケットのレートが設定レートを超えると、インターフェイスは自動的に errdisable状態
になります。

•デフォルトの DAIレート制限は次のとおりです。

◦信頼できないインターフェイス = 15パケット/秒

◦信頼できるインターフェイス =無制限

◦バースト間隔 = 1秒

•インターフェイスのレート制限は、次のどちらでも行うことができます。

◦インターフェイス自体

◦インターフェイスが割り当てられている既存のポートプロファイル

ポートプロファイルを設定する場合は、ポートプロファイルが作成済みで名前がわかっ

ていることが必要です。

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した vEthernetインターフェイスのインター
フェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

• switch(config)# port-profile
profilename
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目的コマンドまたはアクション

指定したポートプロファイ

ルのポートプロファイルコ

ンフィギュレーションモー

ドを開始します。

インターフェイスまたはポートプロファイルでの

ARPインスペクションの制限値を、次のとおりに
設定します。

switch(config-if)# ip arp inspection
limit {rate pps [burst interval l
bint] | none}

ステップ 3   

次のキーワードと引数があります。

• rate：指定できる値は 1～ 2048パケット/秒
（pps）で、この範囲の値を指定します。

◦信頼できないインターフェイスのデフォ
ルト = 15パケット/秒。

◦信頼できるインターフェイスのデフォル
ト =無制限。

• burst interval：指定できる値は 1～ 15秒（デ
フォルトは1秒）で、この範囲の値を指定し
ます。

• none：パケット/秒が無制限であることを指定
します。

（任意）

DAIの設定も含めて、DHCPスヌーピング設定を
表示します。

switch(config-if)# show
running-config dhcp

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# ip arp inspection limit rate 30
switch(config-if)# show running-config dhcp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-prof)# ip arp inspection limit rate 30
switch(config-port-prof)# show running-config dhcp
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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DAI レート制限のデフォルト値へのリセット
ここでは、ARP要求と応答のレート制限を設定する手順を説明します。

この手順を開始する前に、次のことを知っておく必要があります。

•トランクポートでは集約が行われるので、トランクポートのレート上限は高く設定してく
ださい。

•着信パケットのレートが設定レートを超えると、インターフェイスは自動的に errdisable状態
になります。

•デフォルトの DAIレート制限は次のとおりです。

◦信頼できないインターフェイス = 15パケット/秒

◦信頼できるインターフェイス =無制限

◦バースト間隔 = 1秒

•インターフェイスのレート制限は、次のどちらでも行うことができます。

◦インターフェイス自体

◦インターフェイスが割り当てられている既存のポートプロファイル

ポートプロファイルを設定する場合は、ポートプロファイルが作成済みで名前がわかっ

ていることが必要です。

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

DAI機能をイネーブルにします。 DAIはライセン
スを必要とする高度な機能として使用できます。

switch(config)# feature dhcpステップ 2   

指定したvEthernetインターフェイスのインターフェ
イスコンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface
vethernet interface-number

ステップ 3   

設定されている DAIレート制限をインターフェイ
スから削除し、デフォルト値に戻します。

switch(config-if)# default ip arp
inspection limit {rate pps
[burst intervall bint] | none}

ステップ 4   

次のキーワードと引数があります。
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目的コマンドまたはアクション

• rate：信頼できないインターフェイスのデフォ
ルト = 15パケット/秒。

◦信頼できないインターフェイスのデフォ
ルト = 15パケット/秒。

◦信頼できるインターフェイスのデフォル
ト =無制限。

• burst interval：デフォルト = 1秒。

• none：パケット/秒の制限なし

（任意）

DAIレート制限を含むDHCPスヌーピング設定を表
示します。

switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# default ip arp inspection limit rate
switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

Error-Disabled 状態のインターフェイスの検出と回復
デフォルトでは、インターフェイスは DAI error-disabled回復を行うようには設定されません。

インターフェイスをerror-disabled状態から手動で回復するには、次の順でコマンドを実行します。

1 shutdown

2 no shutdown

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ARPインスペクションの結果 error-disabled状態
となったインターフェイスを検出するように設

定します。

switch(config)# [no] errdisable
detect cause arp-inspection

ステップ 2   

noオプションを使用すると、検出がディセーブ
ルになります。

ARPインスペクションの結果 error-disabled状態
となったインターフェイスを回復するように設

定します。

switch(config)# [no] errdisable
recovery cause arp-inspection

ステップ 3   

ARPインスペクションの結果 error-disabledと
なったインターフェイスの回復間隔を設定しま

す。

switch(config)# errdisable
recovery interval timer-interval

ステップ 4   

timer-interval：指定できる値は 30～ 65535秒で
す。

（任意）

errdisableの設定を表示します。
switch(config)# show
running-config | include
errdisable

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

switch# configure terminal
switch(config)# errdisable detect cause arp-inspection
switch(config)# errdisable recovery cause arp-inspection
switch(config)# errdisable recovery interval 30
switch(config)# show running-config | include errdisable
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ARP パケットの検証
検証の対象は次のアドレスです。デフォルトでは、これらの検証はディセーブルになっています。

•宛先MACアドレス

イーサネットヘッダー内の宛先MACアドレスをARP本体のターゲットMACアドレスと比
較し、MACアドレスが無効であるパケットをドロップします。

• IPアドレス
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ARP本体を検査し、無効な、および予期しない IPアドレス（0.0.0.0、255.255.255.255、IPマ
ルチキャストアドレスなど）を検出します。送信元 IPアドレスの検証は、ARP要求と応答
の両方で行われます。ターゲット IPアドレスは ARP応答でだけチェックされます。

•送信元MACアドレス

ARP要求および応答について、イーサネットヘッダー内の送信元MACアドレスを ARP本
体の送信者MACアドレスと比較し、MACアドレスが無効である場合はパケットをドロップ
します。

管理者が検証の設定を行うと、それまでの検証設定は上書きされます。（注）

はじめる前に

この手順を開始する前に、EXECモードで CLIにログインする必要があります。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

指定した検証をイネーブルにします。以前保存さ

れた既存の検証設定がある場合は上書きします。

switch(config)# [no] ip arp
inspection validate {[src-mac]
[dst-mac] [ip]}

ステップ 2   

•送信元MAC

•宛先MAC

• IP

この 3つすべての検証を指定することもできます
が、少なくとも 1つを指定する必要があります。

検証をディセーブルにするには、noオプションを
使用します。

（任意）

DAIの設定も含めて、DHCPスヌーピング設定を
表示します。

switch(config)# show
running-config dhcp

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
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switch(config)# show running-config dhcp
switch(config)# copy running-config startup-config

DAI の設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

DAIの設定を表示します。show running-config dhcp

DAIのステータスを表示します。show ip arp inspection

特定のインターフェイスの信頼状態およびARP
パケットレートを表示します。

show ip arp inspection interface vethernet
interface-number

特定の VLANの DAI設定を表示します。show ip arp inspection vlan vlan-ID

DAI のモニタリング
DAIをモニタするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

DAIの統計情報を表示します。show ip arp inspection statistics

指定されている VLANの DAI統計情報を表示
します。

show ip arp inspection statistics vlan vlan-ID

DAI統計情報をクリアします。clear ip arp inspection statistics

DAI の設定例
この例では、次の 2つの VEMが存在するネットワークで DAIを設定する方法を示します。

•一方の VEMは、真正なWebサーバと DHCPサーバをホスティングしています。

•他方のVEMは、クライアント仮想マシン（VM1）と、不正なWebサーバが存在する仮想マ
シン（VM 2）をホスティングしています。VM 1は、vEthernetインターフェイス 3に接続さ
れています。このインターフェイスはデフォルトで信頼できない状態となっており、VLAN
1に属しています。 VM 2は、vEthernet 10と VLAN 1に接続されています。
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DAIがイネーブルでないときは、VM2がVM1のARPキャッシュに偽の情報を送る（スプーフィ
ング）こともできてしまいます。その方法は、ARP要求が生成されていないけれどもパケットを
送信するというものです。このパケットを受け取った VM 1は、自身のトラフィックを、真正な
Webサーバではなく VM 2のWebサーバに送信します。

DAIがイネーブルならば、VM 2が VM 1の ARPキャッシュをスプーフィングしようとして、要
求されていないにもかかわらず送信したARPパケットは、ドロップされます。その IP-to-MACバ
インディングが不正であることが、DAIによって検出されるからです。ARPキャッシュをスプー
フィングする試みは失敗に終わり、VM 1は真正なWebサーバに接続されます。

DAIによって着信 ARP要求および ARP応答の IP-to-MACアドレスバインディングを検証す
るには、DHCPスヌーピングデータベースが必要です。 IPアドレスを動的に割り当てられた
ARPパケットを許可するには、DHCPスヌーピングをイネーブルにする必要があります。

（注）

VLAN 1 での DAI のイネーブル化と設定の確認
switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection vlan 1
switch(config)# show ip arp inspection vlan 1

Source Mac Validation : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation : Disabled

Vlan : 1
-----------
Configuration : Enabled
Operation State : Active
n1000v(config)#

DAI がパケットを処理する前後の統計情報の確認
switch# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded = 0
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped = 0
ARP Res Dropped = 0
DHCP Drops = 0
DHCP Permits = 0
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req = 0
IP Fails-ARP Res = 0
switch#
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2 つの ARP 要求の許可
VM 1が 2つの ARP要求を送信し、この要求で指定された IPアドレスは 10.0.0.1、MACアドレス
は 0002.0002.0002であるとします。要求が両方とも許可されたことは、次のコマンド出力で確認
できます。

switch# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded = 2
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped = 0
ARP Res Dropped = 0
DHCP Drops = 0
DHCP Permits = 2
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req = 0
IP Fails-ARP Res = 0

ARP 要求パケットのドロップとエラーメッセージのロギング
VM 2が IPアドレス 10.0.0.3を指定して ARP要求を送信しようとすると、このパケットはドロッ
プされ、エラーメッセージがログに記録されます。

00:12:08: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Req) on vEthernet3, vlan
1.([0002.0002.0002/10.0.0.3/0000.0000.0000/0.0.0.0/02:42:35 UTC Fri Jul 13 2008])

DAI の統計情報の表示例
switch# show ip arp inspection statistics vlan 1
switch#

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded = 2
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped = 2
ARP Res Dropped = 0
DHCP Drops = 2
DHCP Permits = 2
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req = 0
IP Fails-ARP Res = 0
switch#
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標準

タイトル標準

『An Ethernet Address Resolution Protocol』

http://tools.ietf.org/html/
rfc826http://tools.ietf.org/html/rfc826

RFC-826

DAI の機能の履歴
この表には、機能の追加によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

DAIを高度な機能として使用で
きるようになりました。機能

をイネーブルにするには、

feature dhcpコマンドを使用し
ます。

4.2(1)SV2(1.1)ライセンスの変更

CiscoNexus 1000Vスイッチで、
送信元 IPに基づくフィルタリ
ングをイネーブルにできるよう

になりました。

4.2(1)SV2(1.1)送信元 IPによるフィルタリン
グのイネーブル化

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(2)DAI
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