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概要

FirePOWER モジュールの検出 ポリシーを作るさまざまな不正侵入ポリシーの要素およびこの資
料は FirePOWER モジュールの侵入防御システム（IPS） /Intrusion 検出システム（IDS）機能性
を説明したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

*適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア（ASA）ファイアウォールのナレッ
ジ、Adaptive Security Device Manager （ASDM）。



* FirePOWER アプライアンス ナレッジ。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

ソフトウェア バージョン 5.4.1 をおよびより高い実行する ASA FirePOWER モジュール（ASA
5506X/5506H-X/5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X）。

ソフトウェア バージョン 6.0.0 をおよびより高い実行する ASA FirePOWER モジュール（ASA
5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X）。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

FirePOWER IDS/IPS はネットワーク トラフィックを検査し、ネットワーク/システム不正侵入を
示すシグニチャ）または悪意のあるパターンを設計されています（識別するように。
FirePOWER モジュールは IDS モードでインライン モードで ASA のサービス ポリシーが監視モ
ード（プロミスキャス モード）でとりわけ他に設定されれば、それはたらきますはたらきます。

FirePOWER IPS/IDS はシグニチャ ベースの検出アプローチです。 IDS モードの
FirePOWERmodule は IPS モードの FirePOWER モジュールがアラートおよびブロック悪意のあ
るトラフィックを生成する一方シグニチャが悪意のあるトラフィックと一致するときアラートを
生成します。 

: FirePOWER   > ASA FirePOWER  >   

設定

ステップ 1.設定 不正侵入 ポリシー

ステップ 1.1。 不正侵入 ポリシーを作成して下さい 

不正侵入 ポリシーを設定するために、Adaptive Security Device Manager （ASDM）にログイン
し、これらのステップを完了して下さい:

ステップ 1.設定 > ASA FirePOWER 設定 > ポリシー > 不正侵入 ポリシー > 不正侵入 ポリシーへ
の移動。

ステップ 2.作成ポリシーをクリックして下さい。

ステップ 3.不正侵入 ポリシーの名前を入力して下さい。

ステップ 4.不正侵入 ポリシー（オプションの）の説明を入力して下さい。



ステップ 5.ドロップするを時インライン オプション規定 して下さい。

ステップ 6.廃棄リストから基礎ポリシーを選択して下さい。

ステップ 7.不正侵入 ポリシー作成を完了するためにポリシーを『Create』 をクリック して下さ
い。

    

  

しかし、あらゆるデバイスに適用されないことをポリシーが設定されることに注意できます。 

ステップ 1.2。 修正する 不正侵入 ポリシー 

不正侵入 ポリシーを修正するために、設定 > ASA FirePOWER 設定 > ポリシー > 不正侵入 ポリ
シー > 不正侵入 ポリシーにナビゲートし、オプションを『Edit』 を選択 して下さい。 



ステップ 1.3。 修正するはポリシーを基づかせています 

不正侵入 ポリシー管理 ページはインラインときの基礎ポリシー ドロップするを変更するために
オプションが保存し、廃棄しますオプションをあります。 

基礎ポリシーはいくつかがシステム提供しました組み込みポリシーであるポリシーを含まれてい
ます。 

平衡型セキュリティおよび接続: それはセキュリティおよび接続の点では最適政策です。 こ
のポリシーに有効に なるおよそ 7500 のルールがあります他がイベントを生成したり、また
トラフィックを廃棄する一方だけそのうちのいくつかはイベントを生成します。

1.

接続上のセキュリティ: プリファレンスがセキュリティならイネーブルになったルールの数
を高める接続 ポリシーに『Security』 を選択 することができます。

2.

セキュリティ上の接続: プリファレンスがセキュリティよりもむしろ接続ならイネーブルに
なったルールの数を減らすセキュリティポリシー上の接続を選択できます。

3.

最大検出-最大検出を得るためにこのポリシーを選択して下さい。 4.
ルール アクティブ無し-このオプションはすべてのルールを無効に します。 手動で セキュ
リティポリシーに基づいてルールを有効に する必要があります。 

5.

ステップ 1.4。 フィルタ バー オプションのシグニチャ フィルタリング 



運行パネルおよびルール管理 ページのルール オプションへの移動は現われます。 ルール データ
ベースのルールの桁があります。 フィルタ バーはルールを効果的に検索するためによいサーチ
エンジン オプションを提供します。

フィルタ バーにキーワードを挿入でき、システムはあなたのための結果をつかみます。 Secure
Sockets Layer （SSL） heartbleed 脆弱性のためのシグニチャを見つける要件がある場合フェッ
チをためにフィルタ棒およびそれで heartbleed Search キーワード heartbleed 脆弱性のためのシ
グニチャできます。 

ヒント： 複数のキーワードがフィルタ バーで使用されればシステムは使用するそれらを結
合し、混合を作成するロジックは検索します。

またシグニチャ ID （SID）の使用によってジェネレーター ID （GID）、カテゴリ ルールを検索
できます: dos 先祖など 

ルールはプラットフォーム別のカテゴリ分類 Microsoft 脆弱性/Microsoft ワームに基づいてのよう
な複数の方法に効果的に分けられます。 ルールのそのようなアソシエーションは顧客が簡単の右
のシグニチャを得、顧客が効果的にシグニチャを調整するのを助けるのを助けます。

また CVE 数によってそれらをカバーするルールを見つけるために検索できます。 構文 CVE を使
用できます: <cve-number>。



ステップ 1.5。 ルール状態を設定して下さい 

運行パネルのルール オプションにナビゲートすればルール管理 ページは提示されます。 ルール
を選択し、ルールの状態を設定するためにルール状態を『Option』 を選択 して下さい。 ルール
のために設定することができる 3 つの状態があります:

1. 生成する イベント: このオプションはルールがトラフィックと一致するときイベントを生成し
ます。 

2. ドロップするおよび生成する イベント: このオプションはルールがトラフィックと一致すると
きイベントおよびドロップする トラフィックを生成します。 

3. 無効: このオプションはルールを無効に します。 



ステップ 1.6。 イベント フィルタ 設定

不正侵入 イベントの重要性は発生の周波数、または出典か宛先 IP アドレスに基づいていること
ができます。 場合によっては一定量の時間発生するまで、イベントを気遣わないことができます
。 たとえばそれらが一定量の時間を失敗するまで誰かがサーバにログインするように試みる場合
、かかわっていないかもしれません。 それ以外の場合、広まった問題があるかどうか確認するた
めにルール ヒットの少数の発生を見るためにだけ必要があるかもしれません。

これを実現できる 2 つの方法があります:

1. イベント しきい値。

2. イベント抑制。

イベント しきい値

発生かの数に基づいてどの位の割りでイベントが表示されるか定めるしきい値を設定できます。
イベントとポリシーごとのスレッシュホールドの設定を設定できます。 

イベント しきい値を設定するステップ:

ステップ 1.イベント しきい値を設定したいと思うルールを選択して下さい。

ステップ 2.イベント フィルタリングをクリックして下さい。

ステップ 3.しきい値をクリックして下さい。

ステップ 4.廃棄リストから型を選択して下さい。 （制限かしきい値または両方）。

ステップ 5.ドロップする ボックスによってトラックからどのようにトラッキングしたいと思うか
選択して下さい。 （出典か宛先）。

ステップ 6.しきい値に会うためにイベントの数を入力して下さい。

ステップ 7.数リセットの前に経過するために秒に入って下さい。

ステップ 8.完了するために『OK』 をクリック して下さい。



イベント フィルタがルールに追加された後、このルールのために有効に なる イベント フィルタ
リングがあることを示すルール示す値の隣でフィルタ アイコンを見られますはずです。

イベント抑制

指定されたイベント通知は送信元/宛先IPアドレスに基づいてまたはルールごとに抑制することが
できます。

注: ルールのためのイベント抑制を追加する時。 シグニチャ検査機能は普通として働くきますが
、トラフィックがシグニチャと一致する場合システムはイベントを生成しません。 特定の出典/宛
先を規定 すれば イベントはこのルールの特定の出典/宛先のためにだけ現われません。 完全なル
ールを抑制することを選択すればシステムはこのルールのためのイベントを生成しません。 

イベント しきい値を設定するステップ:

ステップ 1.イベント しきい値を設定したいと思うルールを選択して下さい。

ステップ 2.クリック イベント フィルタリング。

ステップ 3.抑制をクリックして下さい。

廃棄リストからのステップ 4.Select 抑制型。 （ルールか出典または宛先）。

ステップ 5.完了するために『OK』 をクリック して下さい。



イベント フィルタがこのルールに追加された後、このルールのために有効に なる 2 つのイベン
ト フィルターがあることを示すルール示す値の隣で数 2 のフィルタ アイコンを見られますはず
です。

ステップ 1.7。 設定 ダイナミック状態

それは指定された条件が一致する場合ルールの状態を変更できるか機能です。

パスワードを割るために Brute Force Attack のシナリオを仮定して下さい。 シグニチャが検出す
ればパスワード失敗試みおよびルール操作はイベントを生成することです。 システムはパスワー
ド失敗試みのためのアラートを生成し続けます。 この状況の場合、イベントを廃棄し、生成する
ために Brute Force Attack をブロックするために生成する イベントの操作が変更することができ
るダイナミック状態を使用できます。

運行パネルおよびルール管理 ページのルール オプションへの移動は現われます。 比率 Base ル
ール状態ダイナミック状態を有効に し、ダイナミック状態 > Add を『Options』 を選択 したいと
思うルールを選択して下さい。 

レートベース ルール状態を設定するため:

イベント しきい値を設定したいと思うルールを選択して下さい。1.



ダイナミック状態をクリックして下さい。2.
追加レートベース ルール状態をクリックして下さい。3.
ドロップする ボックスによってトラックからのルール状態をどのようにトラッキングした
いと思うか選択して下さい。 （ルールか出典または宛先）。

4.

ネットワークに入って下さい。 単一 IP アドレス、アドレスブロック、変数を、またはこれ
らのあらゆる組み合せで構成されるコンマ区切りリストを規定できます。

5.

秒にイベントの数およびタイムスタンプを入力して下さい。 6.
新しい状態を、ルールのために定義したいと思います選択して下さい。7.
タイムアウトを入力して下さいそのあとでルール状態は戻ります。8.
[OK] をクリックして完了します。9.

ステップ 2.ネットワーク解析ポリシー（NAP）及び変数セット（オプションの）を
設定して下さい

ネットワーク解析ポリシーを設定して下さい

ネットワーク アクセス ポリシーは別名プリプロセッサです。 プリプロセッサはパケット再組立
てをし、トラフィックを正規化します。 それは不適当なヘッダ オプションの識別のネットワーク
層およびトランスポートレイヤプロトコル アノーマリの識別を助けます。

NAP は IP データグラムのデフラグメンテーションをしましたり、TCP ステートフル 点検および
ストリーム再組立てをおよび検証チェックサム提供します。 プリプロセッサはトラフィックを正
規化し、プロトコル規格を検証し、確認します。 

各プリプロセッサは自身の GID 数を備えています。 それはどのプリプロセッサがパケットによ
って誘発されたか表します。

ネットワーク解析ポリシーを、移動は設定 > ASA FirePOWER 設定 > ポリシー > アクセスコント
ロール ポリシーに設定するために > > ネットワーク解析および不正侵入 ポリシー進みました 

デフォルトネットワーク ネットワーク解析ポリシーは最適政策の平衡型セキュリティおよび接続
です。 ドロップダウン リストから選択することができる他の 3 つのより多くのシステムによっ



て提供される NAP ポリシーがあります。 

カスタム NAP ポリシーを作成するためにネットワーク解析ポリシー リストを『Option』 を選択
して下さい。 

変数セットを設定して下さい

変数セットは送信元 および 宛先アドレスおよびポートを識別する不正侵入ルールで使用されます
。 ルールは変数がネットワーク環境をより正確に反映するときより有効です。 変数はパフォーマ
ンス チューニングの重要なロールを担います。

変数セットは省略時のオプション（ネットワーク/ポート）で既に設定されてしまいました。 デフ
ォルト 設定を変更したいと思う場合新しい変数セットを追加して下さい。 

変数セットを設定するために、設定 > ASA Firepower 設定 > オブジェクト 管理 > 変数セットに
ナビゲートして下さい。 新しい変数セットを追加するために追加します変数セットを『Option』
を選択 して下さい。 変数セットの名前を入力し、説明を規定 して下さい。 

どのカスタム アプリケーションでも特定のポートで動作したり Port Number フィールドのポート
番号を定義して下さい。 ネットワーク パラメータを設定して下さい。 

$Home_NET は内部ネットワークを規定 します。

$External_NET は外部ネットワークを規定 します。 

  



ステップ 3： 不正侵入ポリシー NAP 変数セットを含むためにアクセスコントロー
ルを設定して下さい

設定 > ASA Firepower 設定 > ポリシー > アクセスコントロール ポリシーにナビゲートして下さ
い。 これらのステップを完了する必要があります:

不正侵入 ポリシーを割り当てたいと思うアクセスポリシー ルールを編集して下さい。1.
インスペクション タブを選択して下さい。2.
不正侵入 ポリシーを廃棄リストから選択し、廃棄リストから変数セットを選択して下さい3.
[Save] をクリックします。4.

不正侵入 ポリシーがこのアクセスポリシー ルールに追加されるので。 不正侵入 ポリシーは有効



に なることを示す金カラーのシールド アイコンを表示できます。

変更を保存するためにストア ASA FirePOWER 変更をクリックして下さい。

ステップ 4.導入 アクセスコントロール ポリシー 

この場合、アクセスコントロール ポリシーを展開して下さい。 ポリシーを適用する前に、デバイ
スで旧式示す値アクセスコントロール ポリシーが表示されます。 センサーへの変更を展開するた
め:

『Deploy』 をクリック して下さい。1.
FirePOWER 変更を『Deploy』 をクリック して下さい。2.
ポップアップ ウィンドウで『Deploy』 をクリック して下さい。3.



:  5.4.x  [Apply ASA FirePOWER Changes] 

:  [Monitoring] > [ASA Firepower Monitoring] > [Task Status]   

ステップ 5.不正侵入 イベントを監視して下さい

FirePOWER モジュールによって生成される不正侵入 イベントを参照するためにモニタリングに
 > 監察する ASA FirePOWER > リアルタイム Eventing ナビゲートして下さい。 

確認



現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

ステップ 1： ルールのルール状態が適切に設定されるようにして下さい。 

呼び出します。 正しい IPS ポリシーがアクセス規則に含まれていたことを確認して下さい。 

ステップ 3 変数セットが正しく設定されるようにして下さい。 変数セットが正しく設定されなけ
ればシグニチャはトラフィックを一致する。

ステップ 4 アクセスコントロール ポリシー配備が正常に完了するようにして下さい。 

ステップ 5.トラフィックフローが正しいルールを見つけるかどうか確認するために接続イベント
および不正侵入 イベントを監視して下さい。

Cisco ASA FirePOWER    ●

  – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/asa/quick_start/sfr/firepower-qsg.html#pgfId-133942
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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