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IP ソースガードの概要
IPソースガードとは、インターフェイス単位のトラフィックフィルタです。各パケットの IPア
ドレスとMACアドレスが、DynamicHost Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングバインディ
ングテーブル内のダイナミックまたはスタティック IPソースエントリの IP-MACアドレスバイ
ンディングと一致する場合にのみ、IPトラフィックを許可します。

DHCPスヌーピングで信頼状態になっていないレイヤ 2インターフェイスの IPソースガードをイ
ネーブルにできます。 IPソースガードは、アクセスモードとトランクモードで動作するように
設定されているインターフェイスをサポートしています。 IPソースガードを最初にイネーブルに
すると、次のトラフィックを除いて、そのインターフェイス上のインバウンド IPトラフィックが
すべてブロックされます。

• DHCPパケット。DHCPパケットは、DHCPスヌーピングによって検査が実行され、その結
果に応じて転送またはドロップされます。

• Cisco Nexus 1000Vで設定したスタティック IPソースエントリからの IPトラフィック。
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デバイスが IPトラフィックを許可するのは、DHCPスヌーピングによって IPパケットの IPアド
レスとMACアドレスのバインディングテーブルエントリが追加された場合、またはユーザがス
タティック IPソースエントリを設定した場合です。

パケットの IPアドレスとMACアドレスがバインディングテーブルエントリにも、スタティック
IPソースエントリにもない場合、その IPパケットはドロップされます。たとえば、show ip dhcp
snooping bindingコマンドによって表示されたバインディングテーブルエントリが次のとおりで
あるとします。
MacAddress IpAddress LeaseSec Type VLAN Interface
---------- ---------- --------- ------ ------- ---------
00:02:B3:3F:3B:99 10.5.5.2 6943 dhcp-snooping 10 vEthernet3

IPアドレスが 10.5.5.2の IPパケットをデバイスが受信した場合、IPソースガードによってこのパ
ケットが転送されるのは、このパケットのMACアドレスが 00:02:B3:3F:3B:99のときだけです。

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 IP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。

IP ソースガードの前提条件
• IPソースガードを設定するためには、DHCPスヌーピングについての知識が必要です。

• DHCPスヌーピングがイネーブルになっている。

IP ソースガイドの注意事項と制約事項
• IPソースガードは、インターフェイス上の IPトラフィックを、IP-MACアドレスバインディ
ングテーブルエントリまたはスタティック IPソースエントリに送信元が含まれているトラ
フィックだけに制限します。インターフェイス上の IPソースガードを初めてイネーブルに
する際には、そのインターフェイス上のホストが DHCPサーバから新しい IPアドレスを受
信するまで、IPトラフィックが中断されることがあります。

• IPソースガード（IPSG）機能が Cisco Nexus 1000Vスイッチでイネーブルになっている場合
は、重複 IPアドレスがポートで検出されるたびに、errdisableになります。

• IPソースガードの機能は、DHCPスヌーピング（IP-MACアドレスバインディングテーブ
ルの構築および維持に関して）、またはスタティック IPソースエントリの手動での維持に
依存しています。

• IPソースガードをシームレスにするために、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。これらのポートを「信頼できな

い」と設定しても、その設定は無視されます。
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IP ソースガードのデフォルト設定
デフォルトパラメータ

各インターフェイスでディセーブルIPソースガード

None.デフォルトではスタティック IPソースエ
ントリはありません。デフォルトの IPソース
エントリもありません。

IPソースエントリ

IP ソースガード機能の設定

レイヤ 2 インターフェイスに対する IP ソースガードのイネーブル化ま
たはディセーブル化

デフォルトでは、すべてのインターフェイスに対して IPソースガードはディセーブル。インター
フェイスまたはポートプロファイルに IPソースガードを設定できます。

はじめる前に

DHCPスヌーピングがイネーブルになっていることを確認してください。

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   

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-numberは、DHCPス
switch(config)# interface vethernet
interface-number

ステップ 2   

ヌーピングにおいて信頼できるものとして扱う• 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

かどうかを設定する vEthernetインターフェイ
スです。

フィギュレーションモードを

開始します。

インターフェイスの IPソースガードをイネー
ブルにします。 noオプションを使用すると、

switch(config-if)# [no] ip verify
source dhcp-snooping-vlan

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

そのインターフェイスの IPソースガードが
ディセーブルになります。

（任意）

IPソースガードの設定も含めて、DHCPスヌー
ピングの実行コンフィギュレーションを表示し

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 verify source dhcp-snooping vlan
switch(config-if)# show running-config dhcp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

switch(config)# port-profile vm-data
switch(config-port-profile)# ip verify source dhcp-snooping vlan
switch(config-port-profile)# show running-config dhcp
switch(config-port-profile)# copy running-config startup-config

スタティック IP ソースエントリの追加または削除
デフォルトでは、デバイスにはスタティック IPソースエントリは設定されていません。

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   

IPSG機能をイネーブルにします。 IPSG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   

現在のインターフェイスのスタティック IPソー
スエントリを作成します。スタティック IPソー

switch(config)# [no] ip source
binding IP-address MAC-address
vlan vlan-ID interface vethernet
interface-number

ステップ 3   

スエントリを削除する場合は、noオプションを
使用します。

（任意）

スタティック IPソースエントリを含めて、指定
したインターフェイスの IP-MACアドレスバイ

switch(config)# show ip dhcp
snooping binding [interface
vethernet interface-number]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ンディングを表示します。スタティックエント

リは、Typeカラムに「static」と表示されます。

（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)# ip source binding 10.5.22.17 001f.28bd.0013 vlan 100 interface ethernet 3
switch(config)# show ip dhcp snooping binding interface ethernet 3
switch(config)# copy running-config startup-config

IP ソースガードの設定の確認
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

IPソースガード設定を含む、DHCPスヌーピン
グ設定を表示します。

show running-config dhcp

IP-MACアドレスバインディングを表示しま
す。

show ip verify source

IP ソースガードバインディングのモニタリング
IPソースガードバインディングをモニタするには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

IPアドレスとMACアドレスのバインディング
を表示します。

show ip verify source

IP ソースガードの設定例
スタティック IPソースエントリを作成し、インターフェイスの IPソースガードをイネーブルに
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip source binding 10.5.22.17 001f.28bd.0013 vlan 100 interface vethernet 3
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switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config)# no shutdown
switch(config)# ip verify source dhcp-snooping-vlan

IP ソースガードの機能の履歴
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

IPソースガードを高度な機能
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)IPソースガード
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