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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、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。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースの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、および各機能がサポートされているリリースのリス

トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」

表を参照してください。
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ユニキャスト RPF の概要
ユニキャスト RPF機能では、変形または偽造（スプーフィング）された IPv4または IPv6ソース
アドレスがネットワークに注入されて引き起こされる問題を、裏付けのない IPv4または IPv6パ
ケットを廃棄することによって緩和します。たとえば、Smurfや Tribal Flood Network（TFN）な
ど、いくつかの一般的なサービス拒絶（DoS）攻撃は、偽造の送信元 IPv4または IPv6アドレスや
すぐに変更される送信元 IPv4または IPv6アドレスを利用して、攻撃を突き止めたりフィルタリ
ングしたりする手段を妨ぐことができます。ユニキャストRPFでは、送信元アドレスが有効で IP
ルーティングテーブルと一致するパケットだけを転送することにより、攻撃を回避します。

インターフェイス上でユニキャストRPFをイネーブルにすると、デバイスはそのインターフェイ
ス上で受信されたすべての入力パケットを検証することにより、送信元アドレスと発信元インター

フェイスがルーティングテーブル内に現れ、しかもパケット受信場所のインターフェイスと一致

することを確認します。この送信元アドレス検査は転送情報ベース（FIB）に依存しています。

ユニキャスト RPFは入力機能であり、接続のアップストリームエンドにあるデバイスの入力
インターフェイスにのみ適用されます。

（注）

ユニキャスト RPFは、FIBのリバースルックアップを実行することにより、デバイスインター
フェイスでの受信パケットがそのパケットの送信元への最良リターンパスで着信していることを

確認します。パケットが最適なリバースパスルートのいずれかから受信された場合、パケットは

通常どおりに転送されます。パケットを受信したインターフェイス上にリバースパスルートがな

い場合、攻撃者によって送信元アドレスが変更される可能性があります。ユニキャスト RPFがそ
のパケットのリバースパスを見つけられない場合は、パケットはドロップされます。

ユニキャスト RPFでは、コストが等しいすべての「最良」リターンパスが有効と見なされま
す。つまり、複数のリターンパスが存在していても、各パスのルーティングコスト（ホップ

カウントや重みなど）が他のパスと等しく、そのルートが FIB内にある限り、ユニキャスト
RPFは機能します。ユニキャストRPFは、Enhanced InteriorGatewayRouting Protocol（EIGRP）
バリアントが使用されていて、送信元 IPアドレスに戻る同等でない候補パスが存在する場合
にも機能します。

（注）

ユニキャスト RPF プロセス
ユニキャスト RPFには、キーの実装原則がいくつかあります。

•パケットは、パケットの送信元に対する最適なリターンパス（ルート）があるインターフェ
イスで受信する必要があります（このプロセスは対照ルーティングと呼ばれます）。FIBに
受信インターフェイスへのルートと一致するルートが存在する必要があります。スタティッ

クルート、ネットワーク文、ダイナミックルーティングによって FIBにルートが追加され
ます。
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•受信側インターフェイスでの IP送信元アドレスは、そのインターフェイスのルーティング
エントリと一致する必要があります。

•ユニキャスト RPFは入力機能であり、接続のアップストリームエンドのデバイスの入力イ
ンターフェイスだけに適用されます。

ダウンストリームネットワークにインターネットへの他の接続があっても、ダウンストリーム

ネットワークにユニキャスト RPFを使用できます。

攻撃者が送信元アドレスへの最良パスを変更する可能性があるので、加重やローカルプリファ

レンスなどのオプションのBGP属性を使用する際には、十分に注意してください。変更によっ
て、ユニキャスト RPFの操作に影響が出ます。

注意

ユニキャスト RPFと ACLを設定したインターフェイスでパケットが受信されると、Cisco NX-OS
ソフトウェアは次の動作を行います。

手順の概要

1. インバウンドインターフェイスで入力 ACLをチェックします。
2. ユニキャストRFPを使用し、FIBテーブル内のリバースルックアップを実行することにより、
そのパケットが送信元への最良リターンパスで着信したことを確認します。

3. パケットの転送を目的として FIBルックアップを実行します。
4. アウトバウンドインターフェイスで出力 ACLをチェックします。
5. パケットを転送します。

手順の詳細

ステップ 1 インバウンドインターフェイスで入力 ACLをチェックします。

ステップ 2 ユニキャストRFPを使用し、FIBテーブル内のリバースルックアップを実行することにより、そのパケッ
トが送信元への最良リターンパスで着信したことを確認します。

ステップ 3 パケットの転送を目的として FIBルックアップを実行します。

ステップ 4 アウトバウンドインターフェイスで出力 ACLをチェックします。

ステップ 5 パケットを転送します。

Global Statistics
Cisco NX-OSデバイスがユニキャスト RPFチェックの失敗によりインターフェイスでパケットを
ドロップするたびに、その情報が転送エンジン（FE）単位でデバイスにおいてグローバルにカウ
ントされます。ドロップされたパケットのグローバル統計からは、ネットワーク上での攻撃の可

能性に関する情報を得ることができますが、攻撃の送信元となるインターフェイスは特定されま
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せん。ユニキャスト RPFチェックの失敗によりドロップされたパケットのインターフェイス単位
の統計情報は利用できません。

ユニキャスト RPF のバーチャライゼーションサポート
ユニキャストRPFの設定と操作は、仮想デバイスコンテキスト（VDC）に対してローカルです。
VDCの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context ConfigurationGuide』
を参照してください。

ユニキャスト RPF のライセンス要件
ライセンス要件製品

ユニキャストRPFにはライセンスは必要ありま
せん。ライセンスパッケージに含まれていない

機能はすべてCiscoNX-OSシステムイメージに
バンドルされており、追加費用は一切発生しま

せん。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細につ
いては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照
してください。

Cisco NX-OS

ユニキャスト RPF の注意事項と制約事項
ユニキャスト RPFに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

•ユニキャストRPFは、ネットワーク内のより大きな部分からのダウンストリームのインター
フェイスで適用する必要があります（ネットワークのエッジに適用するのが望ましい）。

•なるべくダウンストリームでユニキャスト RPFを適用する方が、アドレススプーフィング
の軽減やスプーフされたアドレスの送信元の特定の精度が高くなります。たとえば、集約デ

バイスでユニキャスト RPFを適用すると、多くのダウンストリームネットワークまたはク
ライアントからの攻撃を軽減できるとともに、管理が簡単になりますが、攻撃の送信元は特

定できません。ネットワークアクセスサーバにユニキャスト RPFを適用すると、攻撃の範
囲を絞り、攻撃元を追跡しやすくなります。ただし、多数のサイトにユニキャストRPFを展
開すると、ネットワーク運用の管理コストが増加します。

•インターネット、イントラネット、およびエクストラネットのリソース全体でユニキャスト
RPFを配布するエンティティが多いほど、インターネットコミュニティを通じた大規模な
ネットワークの中断が軽減される可能性が高くなり、攻撃の送信元をトレースできる可能性

も高くなります。

•ユニキャスト RPFは、総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネルのようなトンネルで
カプセル化された IPパケットは検査しません。トンネリングとカプセル化のレイヤがパケッ
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トから除かれてからユニキャストRPFがネットワークトラフィックを処理するように、ホー
ムゲートウェイにユニキャスト RPFを設定する必要があります。

•ユニキャスト RPFは、ネットワークからのアクセスポイントが 1つだけ、またはアップス
トリーム接続が 1つだけの「単一ホーム」環境で使用できます。アクセスポイントが 1つの
ネットワークは対称ルーティングを提供します。これはつまり、パケットがネットワークに

入るインターフェイスはその IPパケットの送信元への最良のリターンパスでもあるという
ことです。

•ネットワーク内部のインターフェイスにはユニキャストRPFを使用しないでください。内部
インターフェイスは、ルーティングを非対称にする可能性が高く、パケットの送信元への

ルートが複数存在する場合が多いからです。ユニキャストRPFを設定するのは、元々対称で
あるか、対称に設定されている場合だけにしてください。ストリクトユニキャスト RPFを
設定しないでください。

•ユニキャスト RPFを使用すると、送信元が 0.0.0.0で宛先が 255.255.255.255のパケットを通
過させて、ブートストラッププロトコル（BOOTP）と Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）を正しく動作させることができます。

Cisco IOSの CLIに慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OSコマンドは通常使用す
る Cisco IOSコマンドと異なる場合があるので注意してください。

（注）

ユニキャスト RPF のデフォルト設定
次の表に、ユニキャスト RPFパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：ユニキャスト RPF パラメータのデフォルト設定

デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルUnicast RPF

ユニキャスト RPF の設定
入力インターフェイスに次のいずれかのユニキャスト RPFモードを設定できます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティコンフィグレーションガイド、リリース 6.x    
   OL-25776-03 5

ユニキャスト RPF の設定
ユニキャスト RPF のデフォルト設定



ストリクトユニキャスト RPFモード

厳格モードでは、ユニキャストRPFがFIBで一致するパケット送信元アドレスを見つけて、
パケットを受信した入力インターフェイスが FIB内のユニキャスト RPFインターフェイス
のいずれかと一致した場合に、チェックに合格します。チェックに合格しないと、パケット

は廃棄されます。このタイプのユニキャスト RPFチェックは、パケットフローが対称であ
ると予想される場合に使用できます。

ルーズユニキャスト RPFモード

緩和モードでは、FIBでのパケット送信元アドレスのルックアップで一致が戻り、FIBの結
果からその送信元が少なくとも1つの実インターフェイスで到達可能であることが示された
場合に、チェックに合格します。パケットを受信した入力インターフェイスがFIB内のイン
ターフェイスのいずれかと一致する必要はありません。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface ethernetslot/port
3. ip verify unicast source reachable-via {any [allow-default] | rx}
4. ipv6 verify unicast source reachable-via {any [allow-default] | rx}
5. exit
6. （任意） show ip interface ethernetslot/port
7. （任意） show running-config interface ethernetslot/port
8. （任意） 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

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

イーサネット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 ethernetslot/port

例：
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)#

ステップ 2   

IPv4用インターフェイスにユニキャスト RPFを設定しま
す。

ip verify unicast source reachable-via {any
[allow-default] | rx}

例：
switch(config-if)# ip verify unicast
source reachable-via any

ステップ 3   

anyキーワードはルーズモードのユニキャスト RPFを指
定します。
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目的コマンドまたはアクション

allow-defaultキーワードを指定すると、送信元アドレスの
ルックアップでデフォルトルートと一致させることが可能

になり、それを検証に使用できます。

rxキーワードは厳格モードのユニキャスト RPFを指定し
ます。

IPv6用インターフェイスにユニキャスト RPFを設定しま
す。

ipv6 verify unicast source reachable-via {any
[allow-default] | rx}

例：
Example:
switch(config-if)# ipv6 verify unicast
source reachable-via any

ステップ 4   

anyキーワードはルーズモードのユニキャスト RPFを指
定します。

allow-defaultキーワードを指定すると、送信元アドレスの
ルックアップでデフォルトルートと一致させることが可能

になり、それを検証に使用できます。

rxキーワードは厳格モードのユニキャスト RPFを指定し
ます。

クラスマップコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：
switch(config-cmap)# exit
switch(config)#

ステップ 5   

（任意）

インターフェイスの IP情報を表示します。
show ip interface ethernetslot/port

例：
switch(config)# show ip interface
ethernet 2/3

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーション内のインターフェイスの情報

を表示します。

show running-config interface
ethernetslot/port

例：
switch(config)# show running-config
interface ethernet 2/3

ステップ 7   

（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。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   
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ユニキャスト RPF の設定例
緩和モードの IPv4パケット用ユニキャスト RPFの設定例を示します。

interface Ethernet2/3
ip address 172.23.231.240/23
ip verify unicast source reachable-via any

厳格モードの IPv4パケット用ユニキャスト RPFの設定例を示します。

interface Ethernet2/2
ip address 172.23.231.240/23
ip verify unicast source reachable-via rx

緩和モードの IPv6パケット用ユニキャスト RPFの設定例を示します。

interface Ethernet2/1
ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::3/64
ipv6 verify unicast source reachable-via any

厳格モードの IPv6パケット用ユニキャスト RPFの設定例を示します。

interface Ethernet2/4
ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::3/64
ipv6 verify unicast source reachable-via rx

ユニキャスト RPF の設定の確認
ユニキャスト RPFの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

実行コンフィギュレーション内のインターフェ

イスの設定を表示します。

show running-config interface ethernetslot/port

実行コンフィギュレーション内の IPv4設定を
表示します。

show running-config ip [all]

実行コンフィギュレーション内の IPv6設定を
表示します。

show running-config ipv6 [all]

スタートアップコンフィギュレーション内のイ

ンターフェイスの設定を表示します。

show startup-config interface ethernetslot/port

スタートアップコンフィギュレーション内の

IP設定を表示します。
show startup-config ip
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これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security
Command Reference』を参照してください。

ユニキャスト RPF に関する追加情報
ここでは、ユニキャスト RPFの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSライセンス設定

『CiscoNexus 7000 Series NX-OS Security Command
Reference』

コマンドリファレンス

ユニキャスト RPF の機能の履歴
次の表に、この機能のリリースの履歴を示します。

表 2：ユニキャスト RPF の機能の履歴

機能情報リリース機能名

Release 5.2以降、変更はあ
りません。

6.0(1)Unicast RPF

Release 5.1以降、変更はあ
りません。

5.2(1)Unicast RPF

Release 5.0以降、変更はあ
りません。

5.1(1)Unicast RPF

Release 4.2以降、変更はあ
りません。

5.0(2)Unicast RPF

リリース 4.1からの変更は
ありません。

4.2(1)Unicast RPF
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