
●

●

Denial of Service（DoS/DDoS） Sx500 シリー
ズ スタック 可能 スイッチの防止技術（セキュ
リティ スイート）の設定 

目標
 

サービス拒否 （DoS）または分散型サービス拒否 （DDoS）不正侵入はネットワークを使
用するために有効なユーザを制限します。 攻撃者はネットワークのすべての帯域幅をとる
多くの不必要な要求とネットワークにあふれることによって DoS攻撃を行います。 DoS攻
撃はネットワークを減速できますまたは完全に数時間ネットワークを降ろして下さい。
 DoS 保護はネットワーク セキュリティを向上するための主要機能です; それは異常なトラ
フィックを検出する、それをフィルタリングします。 
 
この技術情報は Denial of Service（DoS/DDoS）使用するセキュリティ スイート設定および
さまざまな手法の設定を防止に Denial of Service（DoS/DDoS）説明します。
 
注: 選択される DoS 防止がシステム レベルおよび Interface-Level 防止である場合、軍アド
レス、SYN フィルタリング、SYN 比率は保護、ICMP フィルタリング、および IP断片フィ
ルタリング編集され、設定することができます。 これらのコンフィギュレーションはまた
この技術情報で説明されます。  
 
注: DoS 防止はアクティブになる前に、ポートに設定される高度 QoS ポリシーかすべての
アクセス コントロール リスト（ACL）をアンバインドすることは必要です。 DoS 保護がポ
ートで有効に なれば ACL および高度 QoS ポリシーは非アクティブです。
  

適当なデバイス
 

Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

1.3.0.62
  

Denial of Service（DoS/DDoS） セキュリティ スイート設定の
設定
 

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:
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CPU 保護メカニズム—これはあります
なっている場合だけです。 これはセキュリティ 変換 ツール（SCT）が有効に なることを示
します。
CPU稼働率—クリックして下さい
CPUリソース 利用 情報を表示する CPU稼働率の側の詳細。 
 

ステップ 2. DoS 防止フィールドの下で appropriate オプション・ ボタンをクリックし
て下さい。 
 

disable — DoS 防止を無効に するため。 
システム レベル防止—これは Stacheldraht ディストリビューション、Invasor トロイの木馬
および背部開口部トロイの木馬から不正侵入を防ぎます。
システム レベルおよび Interface-Level 防止—これはスイッチのインターフェイスごとの不正
侵入を防ぎます。 
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ステップ 3 これらのオプションはのために保護 Denial of Service（DoS/DDoS）選択するこ
とができます:
 

Stacheldraht ディストリビューション—これは攻撃者がネットワークの中のコンピュータに
接続するのにクライアント プログラムを使用する DDoS攻撃の例です。 それらのコンピュー
タは内部サーバにそして複数の Login 要求を送信し、DDoS攻撃を開始します。 
Invasor トロイの木馬—コンピュータがこの攻撃によって感染する場合、TCPポート 2140 は
悪意のあるアクティビティのために使用されます。
背部開口部トロイの木馬—これは DoS攻撃のためのサーバおよびクライアント プログラムと
通信するのに使用する UDP パケットを廃棄します。 
  
火星アドレスの設定
 

ステップ 1.火星 Addresses フィールドで『Edit』 をクリック して下さいそれから火星
Addresses ページが開く。 火星アドレスは可能性のある ネットワークの攻撃の原因である
場合もある IP アドレスを示します。 これらのネットワークから来るパケットは廃棄されま
す。
 

 
呼び出します。 チェックは予約済みの火星アドレスに含み、システム レベル防止リストの
予約済みの火星アドレスを追加するために『Apply』 をクリック します。
 



●

●

●

●

●

 
ステップ 3 火星アドレスを追加するために『Add』 をクリック して下さい。 追加火星
Addresses ページは表示する。 次のパラメータを入力します。
 

 
ステップ 4 IP address フィールドで拒否される必要性 IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5 拒否する必要がある IP アドレスの範囲を示す IP アドレスのマスク。
 

IPバージョン—サポートされた IPバージョン。 現在、IPv4 だけ許可されます。
list —予約されるから控えリストから既知 IP アドレスを選択して下さい。
新しい ip address — IP アドレスを入力して下さい。
ネットワークマスク—ドット付き 10進 フォーマットのネットワークマスク。
プレフィクス長— Denial of Service（DoS/DDoS）防止が有効に なる IP アドレスの範囲を定
義する IP アドレスのプレフィクス。
 

ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい実行コンフィギュレーション ファイルに書か
れているべき火星アドレスを作る。
  

SYN フィルタリングの設定
 

SYN フィルタリングはネットワーク管理者が SYN フラグの不正 な TCP パケットを廃棄す
ることを可能にします。 SYN ポート フィルタリングはポートごとに定義されます。 
 



 
ステップ 1： SYN フィルタリングを設定するために『Edit』 をクリック すれば 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 ページは示されて
います。 表示するフィールドでこれらのパラメータを入力して下さい:
 

 
ステップ 3.フィルタが定義される必要があるインターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 4.フィルタが与えるために定義されるまたはアドレスをクリックして下さい IP ア
ドレスを『All』 をクリック するためにユーザが定義する。
 
ステップ 5 フィルタが有効に なる ネットワークマスク。 長さを規定 するためにプレフィ
クス長をクリックして下さい範囲は 0 から 32 から、またはサブネット マスク 次 ドット付
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き10進表記を入力するためにマスクをクリックするためにです。
 

 
ステップ 6.フィルタリングされる宛先TCP ポートをクリックして下さい。 それらは型です:
 

既知 ポート—リストからポートを選択して下さい。
ユーザが定義する—ポート番号を入力して下さい。
すべてのポート—すべてのポートがフィルタ処理されたであることを示すためにクリックし
て下さい。
 

ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい実行コンフィギュレーション ファイルに書か
れているためにフィルタリングする SYN を作る。
  

ICMP フィルタリングの設定
 

インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）は最も重要なインターネット プロトコ
ルの 1 つです。 それはネットワーク層 プロトコルです。 要請されたかどれが Send エラー
メッセージへのオペレーティング システムによって ICMP が告げるのにことをサービス利
用できない使用されていますまたはあるホストは達することができません。 診断 メッセー
ジを送信 することを使用します。 ICMP はシステム間の交換データに使用することができ
ません。 それらは通常 IP データグラムのいくつかのエラーに応じて生成されます。
 
ICMP トラフィックは非常に極めて重要なネットワーク トラフィックです悪意のある攻撃者
によってネットワークに対して使用される場合また多くのネットワーク上の問題の原因とな
る場合があります。 これはインターネットから来る厳しく ICMP トラフィックをフィルタ
リングするための必要を始動します。 ICMP フィルタリング ページは特定ソースからの
ICMPパケットのフィルタリングを有効に します。 これは ICMP 攻撃がある場合ネットワ
ークのロードを最小に します。
 
ステップ 1： ICMP フィルタリングを設定するために『Edit』 をクリック すれば ICMP 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 ICMP フィルタリング ページは示され
ています。 表示するフィールドでこれらのパラメータを入力して下さい:
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ステップ 3. ICMP フィルタリングが定義されるインターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 4. ICMPパケット フィルタリングが有効に なる入力して下さいまたはすべての送
信元アドレスからの ICMPパケットをブロックするためにアドレスを『All』 をクリック し
て下さい IPv4 アドレスを。 IP アドレスが入力される場合、マスクかプレフィクス長を入力
して下さい。
 
ステップ 5 比率 保護が有効に なる ネットワークマスク。 ソース IP アドレスのためのネッ
トワークマスクの形式を選択し、フィールドの 1 つをクリックして下さい。
 

マスク—ソース IP アドレスがに属する選択し、ドット付き 10進 フォーマットでサブネット
マスクを入力して下さいサブネットを。
長さを規定 するためにプレフィクス長をクリックすればソース IP アドレス プレフィクスで
構成されているビットの数を入力するために、範囲は 0 から 32 からです。
 

ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい実行コンフィギュレーション ファイルに書か
れているべき ICMP フィルタリングを作る。

IP の設定はフィルタリングをフラグメント化します

すべてのパケットに最大伝送ユニット（MTU） サイズがあります。 送信ネットワークがで
きる最も大きいパケットのサイズである MTU。 IP はオリジナルパケット サイズより小さ
い MTU のリンクによって横断できるパケットが形成することができるようにフラグメンテ
ーションの長所を奪取 します。 従ってそれらがリンクによって通過するように、サイズが
リンクの許された MTU より大きいパケットはより小さいパケットに分ける必要があります
。

一方では、フラグメンテーションはまた多くのセキュリティ上の問題を提起できます。 従
って時々システム 侵害のための原因である場合もあると同時に IP フラグメントをブロック
することは必要になります。

ステップ 1： IP フラグメント フィルタリングを設定するために『Edit』 をクリック すれば
ページをフィルタリングする ICMP フラグメントは開きます。



ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 ページをフィルタリングする追加 IP断片は
示されています。 表示するフィールドでこれらのパラメータを入力して下さい:

ステップ 3. interface — IP フラグメンテーションが定義されるインターフェイスを選択して
下さい。

ステップ 4. ip address — IP フラグメンテーションが有効に なる入力して下さいまたはすべ
ての送信元アドレスからの IP フラグメント化されたパケットをブロックするためにアドレ
スを『All』 をクリック して下さい IP アドレスを。 IP アドレスが入力される場合、マスク
かプレフィクス長を入力して下さい。

ステップ 5.ネットワークマスク— IP フラグメンテーションがブロックされるネットワーク
マスク。 ソース IP アドレスのためのネットワークマスクの形式を選択し、フィールドの 1
つをクリックして下さい。

マスク—ソース IP アドレスがに属する選択し、ドット付き 10進 フォーマットでサブネット
マスクを入力して下さいサブネットを。

●

長さを規定 するためにプレフィクス長をクリックすればソース IP アドレス プレフィクスで
構成されているビットの数を入力するために、範囲は 0 から 32 からです。

●

ステップ 6.実行コンフィギュレーション ファイルに書かれているためにフィルタリングす
る IP フラグメントを作るために『Apply』 をクリック して下さい。
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