ASDM（On-Box Management）を使用した
FirePOWER モジュール上での SSL 復号化を設
定する
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概要
この資料は ASDM （オン・ボックス管理）を使用して FirePOWER モジュールの Secure
Sockets Layer （SSL） 復号化の設定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。
●

●

●

ASA の知識（適応型セキュリティ アプライアンス）ファイアウォール、ASDM （Adaptive
Security Device Manager）
FirePOWER アプライアンスのナレッジ
HTTPS/SSL プロトコルのナレッジ

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 6.0.0 を実行する ASA FirePOWER モジュール（ASA
5506X/5506H-X/5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X）以上に
ソフトウェア バージョン 6.0.0 以降が稼働する ASA FirePOWER モジュール（ASA 5515X、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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。
●

●

注: FirePOWER モジュールがこの機能性を設定する保護ライセンスを備えていることを確
認して下さい。 ライセンスを確認するには、[Configuration] > [ASA FirePOWER
Configuration] > [License] に移動します。

背景説明
Firepower モジュールはそれにリダイレクトされる受信および送信 SSL 接続を復号化し、点検し
ます。 トラフィックが復号化されれば、facebook のようなトンネル伝送されたアプリケーショ
ンによっては等がチャットし、検出され、制御されます。 復号化されたデータは脅威、URL フィ
ルタリング、ファイル ブロッキング、または悪意のあるデータのために点検されます。

送信 SSL 復号化
firepower モジュールは送信 SSL 接続のための前方プロキシとして送信 SSL 要求を代行受信し、
ユーザがアクセスしたいと思うサイトのための証明書を再生することによって機能します。 権限
発行（CA）は Firepower 自己署名証明書です。 firepower の証明書が存在 する階層の一部または
ではないか、それがクライアントのブラウザキャッシュに追加されない場合、クライアントは安
全なサイトに参照する間、警告を受け取ります。 復号化Resignmethod が送信 SSL 復号化を行う
のに使用されています。

受信 SSL 復号化
内部Webサーバまたはデバイスへの着信 トラフィックの場合には、管理者は保護されたサーバの
証明書およびキーのコピーをインポートします。 SSL サーバ証明が firepower モジュールでロー
ドされる、および SSL が着信 トラフィックのために復号化ポリシー設定されるとき、トラフィ
ックを転送すると同時にデバイス復号化はおよびトラフィックを検査します。 モジュールはそれ
から悪意のある内容を、脅威、このセキュア チャネルにフローする malware 検出します。 受信
SSL 復号化を行うのにさらに、復号化知られていた Keymethod が使用されています。

SSL 復号化のための設定
SSL トラフィック復号化の 2 つの方式があります。

●

●

復号化-送信 SSL トラフィックのために辞職して下さい
復号化-受信 SSL トラフィックのために知られている

送信 SSL 復号化（復号化-辞職して下さい）
Firepower モジュールは公共 SSL サーバのあらゆる SSL ネゴシエーションのための MITM とし
て（マン・イン・ザ・ミドル）機能します。 それは firepower モジュールで設定される中間 CA
認証のパブリックサーバの証明書を辞職します。
これらは送信 SSL 復号化を設定する 3 つのステップです。
ステップ 1. CA 認証を設定して下さい。
自己署名証明書を設定すれば証明書のための中間信頼された CA 認証は辞職します。
自己署名 CA 認証を設定して下さい
自己署名 CA 認証を設定するために、設定 > ASA Firepower 設定 > オブジェクト管理 > PKI に >
内部 CA ナビゲートし、CA を『Generate』 をクリック して下さい。 システムは CA 認証の詳細
については指示します。 イメージに示すように、要件によって詳細をいっぱいにして下さい。

内部 CA 認証を生成するために自己署名 CA を『Generate』 をクリック して下さい。 それから
従って CA サーバによって署名するために共有される証明書署名要求を生成するために CSR を
『Generate』 をクリック して下さい。
中間 CA 認証を設定して下さい

中間 CA 認証を設定するために他のサード パーティ CA によって署名される、設定 > ASA
Firepower 設定 > オブジェクト管理 > PKI に > 内部 CA ナビゲートし、CA を『Import』 をクリ
ック して下さい。
Nameof を証明書 規定 して下さい。 ローカルマシンかコピー貼り付けから証明書を証明書デー
タ オプションの証明書の内容『Browse』 を選択 し、アップ ロードして下さい。 証明書のプラ
イベートキーを規定 するために、キーファイルかコピー貼り付けをキー オプションのキー参照し
て下さい。
キーが暗号化される場合、暗号化されるチェックボックスを有効に し、パスワードを規定 して下
さい。 イメージに示すように証明書内容を、保存するために『OK』 をクリック して下さい:

ステップ 2. SSL ポリシーを設定して下さい。
SSL ポリシーは復号化操作を定義し、復号化の方式を適用する復号化辞職しなさいトラフィック
を識別します。 ビジネスの要求および組織セキュリティポリシーに基づいて複数の SSL ルール
を設定して下さい。
SSL ポリシーを設定するために、> ASA FirePOWER 設定 > ポリシー > SSL 設定し、『Add
rule』 をクリック するためにナビゲート して下さい。
[Name]： ルールの名前を規定 して下さい。
アクション： 規定 して下さい復号化としてアクションを-ドロップダウン リストから CA 認証を
辞職し、選択して下さい前のステップで設定される。
複数のオプション（ゾーン、ネットワーク、ユーザ等）があるので復号化される必要があるトラ
フィックを定義するために規定 されるトラフィックを一致するルールの条件を定義して下さい。

SSL 復号化のイベントを生成するために、イメージに示すように loggingat ロギング オプション
を、有効に して下さい:

SSL ルールを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
SSL ポリシーの設定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 3.アクセス制御ポリシーを設定して下さい
適切なルールで SSL ポリシーを設定すれば、変更を設定するためにアクセス制御の SSL ポリシ
ーを規定 して下さい。
アクセス制御ポリシーを、ナビゲート設定 > ASA Firepower Configuation > ポリシー > アクセス
制御に設定するため。
SSL ポリシーの『None』 をクリック するか、または高度に > SSL ポリシー設定ナビゲート し
て下さい。 ドロップダウン リストからの SSL ポリシーを規定 し、イメージに示すようにそれを
、保存するために『OK』 をクリック して下さい:

SSL ポリシーの設定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。
センサーにアクセス制御ポリシーを展開して下さい。 ポリシーを適用する前に、示す値がモジュ
ールで旧式そのアクセス制御ポリシーあります。 センサーへの変更を展開し、FirePOWER 変更
オプションを『Deploy』 を選択 するため『Deploy』 をクリック し。 行う変更を確認し、『
Deploy』 をクリック して下さい。
注: バージョン 5.4.x ではセンサーにアクセスポリシーを適用する必要があったら ASA
FirePOWER 変更を『Apply』 をクリック して下さい。
注: [Monitoring] > [ASA Firepower Monitoring] > [Task Status] に移動します。 cofiguration
変更にそれからタスクが完了するようにするために適用します。

受信 SSL 復号化（復号化-既知）
受信 SSL 復号化（復号化知られている）方式が設定されたサーバ 証明書およびプライベートキ
ーがある受信 SSL トラフィックを復号化するのに使用されています。 Firepower モジュールにサ
ーバ証明およびプライベートキーをインポートする必要があります。 SSL トラフィックは
Firepower モジュールを見つけるとき、トラフィックを復号化し、復号化されたトラフィックの
インスペクションを行います。 インスペクションの後で、Firepower モジュールはトラフィック
を再び暗号化し、サーバに送信 します。

これらは送信 SSL 復号化を設定する 4 つのステップです:
ステップ 1.サーバ証明をインポートし、キー入力して下さい。
サーバ証明およびキーをインポートするために、設定 > ASA Firepower 設定 > オブジェクト管理
> PKI に > 内部 Certs ナビゲートし、内部 CERT を『Add』 をクリック して下さい。
イメージに示すように、Nameof を証明書 規定 して下さい。 ローカルマシンから証明書かコピ
ー貼り付けを選択するために証明書データの証明書の内容『Browse』 を選択 して下さい。 証明
書のプライベートキーを規定 するために、キーファイルかコピー貼り付けをオプション キーのキ
ー参照して下さい。
キーが暗号化される場合、暗号化されるチェックボックスを有効に し、イメージに示すようにパ
スワードを、規定 して下さい:

証明書内容を保存するために記憶装置 ASA FirePOWER 変更をクリックして下さい。
ステップ 2. CA 認証をインポートして下さい（オプションの）。
内部中間物かルートCA認証によって署名するサーバ証明に関しては firepower モジュールに CA
証明書の内部チェーンをインポートする必要があります。 インポートが遂行された後、firepower
モジュールはサーバ証明を検証できます。
CA 認証を、ナビゲートするために設定 > ASA Firepower 設定 > オブジェクト管理にインポート
するために > CA を信頼し、CA 認証を追加するために信頼しました CA を『Add』 をクリック
します。
ステップ 3. SSL ポリシーを設定して下さい。

SSL ポリシーは着信 トラフィックを復号化するために復号化知られていた方式を設定したいサー
バ詳細および操作定義します。 複数の内部サーバがある場合、処理するトラフィックおよび異な
るサーバーに基づいて複数の SSL ルールを設定して下さい。
SSL ポリシーを設定するために、> ASA FirePOWER 設定 > ポリシー > SSL 設定し、『Add
rule』 をクリック するためにナビゲートして下さい。
[Name]： ルールの名前を規定 して下さい。
アクション： アクションを知られている前のステップで設定される復号化として-規定 し、ドロ
ップダウン リストから CA 認証を選択して下さい。
SSL 復号化を有効に したいと思うサーバの関連 トラフィックを定義するために規定 される 複数
のオプション（ネットワーク、アプリケーション、ポート等）があるので、これを一致するため
に条件を支配します定義して下さい。 指定信頼された CA によって任せられる CA 認証タブの内
部 CA を規定 して下さい。
SSL 復号化のイベントを生成するために、loggingat ロギング オプションを有効に して下さい。

SSL ルールを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
そして SSL ポリシーの設定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.アクセス制御ポリシーを設定して下さい。
適切なルールで SSL ポリシーを設定すれば、変更を設定するためにアクセス制御の SSL ポリシ
ーを規定 して下さい。
アクセス制御ポリシーを、ナビゲート設定 > ASA Firepower Configuation > ポリシー > アクセス
制御に設定するため。
どれも SSL ポリシーのオプション側クリックしたり、または高度に > 設定する SSL ポリシー ナ
ビゲート しないし、ドロップダウン リストからの SSL ポリシーを規定 し、それを保存するため
に『OK』 をクリック して下さい。

SSL ポリシーの設定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。
アクセス制御ポリシーを展開して下さい。 ポリシーを適用する前に、モジュールで旧式示す値ア
クセス制御ポリシーを表示できます。 センサーへの変更を展開し、FirePOWER 変更オプション
を『Deploy』 を選択 するため『Deploy』 をクリック し。 行う変更を確認し、ポップアップ ウ
ィンドウで『Deploy』 をクリック して下さい。
注: バージョン 5.4.x ではセンサーにアクセスポリシーを適用する必要があったら ASA
FirePOWER 変更を『Apply』 をクリック して下さい。
注: [Monitoring] > [ASA Firepower Monitoring] > [Task Status] に移動します。 cofiguration
変更にそれからタスクが完了するようにするために適用します。

確認
このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。
●

送信 SSL 接続に関しては、内部ネットワークからのパブリック SSL Webサイトを参照すれ
ば、システムは証明書のエラーメッセージをプロンプト表示します。 証明書内容をチェック
し、CA 情報を確認して下さい。 Firepower モジュールで現われる設定した内部 CA 認証。
SSL 証明書を参照するためにエラーメッセージを受け入れて下さい。 エラーメッセージが表
示されないようにするために、ブラウザによって信頼される CA リストに CA 認証を追加し
て下さい。

●

どの SSL ポリシーおよび SSL ルール hitby トラフィックがであるか確認するために接続イベ
ントをチェックして下さい。 モニタリングに > 監察する ASA FirePOWER > リアルタイム
Eventing.Select イベント ナビゲートし、細部を『View』 をクリック して下さい。 SSL 復号
化統計情報を確認して下さい。

●

アクセス コントロール ポリシーの導入が正常に完了したことを確認します。

●

SSL ポリシーがアクセス制御ポリシーに含まれているようにして下さい。

●

●

●

●

SSL ポリシーが受信および送信方向のための適切なルールが含まれているようにして下さい
。
関連 トラフィックを定義するために SSL ルールが適切な状態が含まれているようにして下
さい。
SSL ポリシーおよび SSL ルールを確認するために接続イベントを監視して下さい。
SSL 復号化ステータスを確認して下さい。

トラブルシューティング
現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報
●
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