
（300 シリーズによって管理されるスイッチの
SYN）フィルター構成を同期して下さい 

目標
 

TCP はデータが正しくおよび完全に受け取られるまでデータ損失が再送信を引き起こすこ
とができるように信頼できる提供するトランスポートレイヤプロトコル、パケットの発注さ
れた配信で、またエラーの検出と可能にします。 クライアントがデータを送信 する前に、
接続を開始するようにサーバへの同期（SYN）パケットの接続を要求します。 サーバはク
ライアントにそれから SYN および確認応答（ACK）パケットを送信 し、クライアントはサ
ーバレスポンスを確認するために ACK パケットを送信 します。 クライアント および サー
バ間のこの 3方向ハンドシェイク接続の後で、データは送信 することができます。
 
SYN 大量送信攻撃はこの TCP 3 ウェイ ハンドシェイクが割り込まれるとき発生します。
悪意のあるクライアントは Syn パケットによってサーバにあふれます、サーバはすべての
悪意のある Client 要求のための SYN および ACK パケットと応答しますが、悪意のあるク
ライアントは ACK パケットを送信しません。 サーバは単に着かない ACK パケットを待っ
ています、正規のユーザ向けのサーバのリソースを消費し、結局ネットワークをダウンさせ
る。 SYN フィルタリングはこれらの不正侵入を防ぎます。 この記事は 300 シリーズによ
って管理されるスイッチの SYN フィルタリングを設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• v1.2.7.76
  

イネーブルは Denial of Service（DoS/DDoS）防止を水平にし
ます
 

SYN フィルタリングを、最初に適用するために、スイッチが正しい水平な防止に Denial of
Service（DoS/DDoS）あることを確かめる必要があります。 このセクションは 300 シリー
ズによって管理されるスイッチで水平な正しい防止を有効に する方法を説明します。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > Denial of
Service（DoS/DDoS）防止 > Security スイート設定『Security』 を選択 し。 Settings ペー
ジ セキュリティ スイートは開きます:
 



 
呼び出します。 DoS 防止フィールドでは、防止の 3 つのレベルがあります。 システム レ
ベルおよび Interface-Level 防止をクリックして下さい。 このレベルは SYN フィルタリング
を設定することを可能にします。
 
ステップ 3.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。 
  

TCP Syn パケットをフィルタリングして下さい
 

このセクションは 300 シリーズによって管理されるスイッチの SYN フィルタリングを設定
する方法を説明します。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > Denial of
Service（DoS/DDoS）防止 > SYN フィルタリング 『Security』 を選択 し。 SYN フィルタ
リング ページは開きます:
 

 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 追加 SYN フィルタリング ウィンドウは現わ
れます:
 



 
ステップ 3 インターフェイス フィールドで、利用可能 な インターフェイス オプションの 1
つの Radio ボタンをクリックして下さい:
 

• port — ポート ドロップダウン リストからの Syn パケットをフィルタリングしたいポー
トを選択することを許可します。
 
• ラグ—リンク 集約 グループ（ラグ）ドロップダウン リストからの Syn パケットをフィ
ルタリングしたいラグを選択することを許可します。 ラグは単一 ロジカルポートにマル
チポートをグループ化します。
 

ステップ 4 IPv4 Address フィールドで、IPv4 アドレス/アドレスを Syn パケットをからの
フィルタリングするために定義する利用可能 な オプションの 1 つの Radio ボタンをクリッ
クして下さい:
 

• ユーザが定義する— Syn パケット フィルタが定義される IPv4 アドレスを入力すること
を許可します。
 
• すべてアドレス—このオプションは Syn パケットのためのすべての IPv4 アドレスをフィ
ルタリングします。
 

ステップ 5 ネットワークマスク フィールドで、ステップ 4 で設定される IP アドレスのネッ
トワークマスクを入力する利用可能 な オプションの 1 つの Radio ボタンをクリックして下
さい:
 

• マスク—このオプションは IP アドレスのサブネット マスクを入力することを可能にしま
す。
 
• プレフィクス長—このオプションはプレフィクス 形式でサブネット マスク IP アドレス
を入力することを可能にします。
 

ステップ 5 TCPポート フィールドで、TCP ポートをフィルタリングするために判別する利
用可能 な オプションの 1 つをクリックして下さい:
 

• 既知 ポート—このオプションは既知 ポート ドロップダウン リストから『Ports』 を選択
することを可能にします。 たとえば HTTP は 80 であり、TELNET は 23 です。
 
• ユーザが定義する—このオプションはフィルタリングするために TCPポート数を入力す
ることを可能にします。
 
• すべてのポート—このオプションはすべての TCP ポートをフィルタリングします。
 



ステップ 6.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。 SYN フィルタリング
表への変更を行います:
 

 
SYN フィルタを、SYN フィルタリング 表で削除するステップ 7. （オプションの）チェッ
ク削除したい SYN フィルタのチェックボックス。 それから『Delete』 をクリック して下
さい。
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