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概要

このガイドの目的は FirePOWER サービスを用いる Firepower Threat Defense （FTD）デバイス
がまたは適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア（ASA）ネットワークトラフ
ィックに問題を引き起こしているかどうか識別をすぐに助けることです。 また、それは
Firepower コンポーネントが必要があるどんな調査するデータが Cisco Technical Assistance
Center （TAC）をか実行する前に収集する必要がある制限で助け。

すべての Firepower データパス トラブルシューティング シリーズ 関連記事のリスト。

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 1: パケット 入力

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 2: DAQ 層
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 3: 安全保障局

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 4: アクセス コントロール ポリシー
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 5: SSL ポリシー
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 6: アクティブな認証
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-
data-path-troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 7: 不正侵入 ポリシー
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Firepower データパス トラブルシューティング フェーズ 8: ネットワーク 解析 ポリシー

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

前提条件

この技術情報は仮定します 1 つに FTD および ASA プラットフォームの基本的な知識がある
ことを。

●

オープン ソース snort のナレッジは必要とされなくてけれども推奨されます。●

Firepower ドキュメントの全体の一覧に関しては、インストールおよびコンフィギュレーション
ガイドを含んで、ドキュメント道路地図ページを参照して下さい。

データパスのアーキテクチャーの概要

さまざまな Firepower プラットフォームのための建築データパスの以降のセクション外観。 アー
キテクチャを念頭においてすぐに Firepower デバイスがトラフィックフローをブロックしている
かどうか判別する、方法にそれから進みます。

注: この記事はレガシー Firepower 7000 および 8000 シリーズ デバイス、NGIPS （非
FTD）仮想 な プラットフォームをカバーしません。 それらのプラットフォームのトラブル
シューティングの情報に関しては、TechNotes ページを参照して下さい。

FirePOWER サービス（SFR モジュール）プラットフォームが付
いている ASA

FirePOWER サービス プラットフォームはまた SFR モジュールと言われます。 これは基本的に
5500-X ASA プラットフォームで動作する仮想マシンです。
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ASA のサービス ポリシーはどのトラフィックが SFR モジュールに送信 されて いるか判別しま
す。 dataplane 層があります Firepower データ収集（DAQ）エンジンと通信するのに使用されて
いる snort が知る場合がある方法でパケットを変換するのに使用されている。

ASA500-X および仮想 な FTD プラットフォームの Firepower
Threat Defense

FTD プラットフォームはリーナ（ASA）および Firepower コードが両方含まれている単一 イメー
ジで構成されています。 SFR モジュール プラットフォームが付いているこれと ASA 間の 1 つの
主な違いはリーナと snort 間に効率的通信があることです。



SSP プラットフォームの FTD

セキュリティ サービス プラットフォーム（SSP）モデルで、FTD ソフトウェアはシャーシ ハー
ドウェアを管理し、論理デバイスとして知られているさまざまなアプリケーションをホストする
のに使用される根本的な操作中システム（OS）である Firepower 拡張可能な操作中システム
（FXOS）プラットフォームの上を動作します。

SSP プラットフォームの中では、下記のダイアグラムおよび説明に見られるようにモデルを渡る
いくつかの違いが、あります。

Firepower 9300 および 4100 アプライアンス



Firepower 9300 および 4100 プラットフォームで、ingressing、egressing パケットは FXOS ファ
ームウェア（ファブリック相互接続）によって動力を与えられるスイッチによって処理されます
。 パケットは論理デバイスに割り当てられるインターフェイスにそれから送信されます（この場
合、FTD）。 その後で、パケット処理は非 SSP FTD プラットフォームにである同じです。

Firepower 2100 のアプライアンス



非 SSP FTD プラットフォームと同じように Firepower 2100 デバイス 機能。 9300 および 4100
のモデルにあるそれはファブリック相互接続層が含まれていません。 ただし、その他のデバイス
と比較される 2100 シリーズ デバイスに主な違いがありそれは Application-specific integrated
circuit （ASIC）の存在です。 ASIC で動作する従来の ASA 機能（リーナ）すべておよび従来の
x86 アーキテクチャで動作する次世代ファイアウォール（NGFW）機能（snort、URL フィルタリ
ング、等）すべて。 リーナおよび Snort がこのプラットフォームで伝える方法は周辺機器コンポ
ーネント相互接続 Express （PCIe）に鼻を鳴らすためにダイレクト メモリ アクセス （DMA）を
パケットをキューに入れるのに使用する他のプラットフォームに対してパケットキューによって
、あります。

注: FTD 非 SSP プラットフォームを解決する同じメソッドは FPR-2100 プラットフォーム
で続かれます。

Firepower データパスのトラブルシューティングための推奨され
るプロセス

Firepower プラットフォームのユニークなトラフィック、また基本 データ パス アーキテクチャを



識別する方法をカバーしたので今パケットが廃棄することができる特定の場所を検知 します。 可
能性のある パケット破棄を判別するために組織的に解決できる、データパス技術情報でカバーさ
れる 8 つの基本的なコンポーネントがあります。 これには次のものがあります。

パケット 入力1.
Firepower DAQ 層2.
安全保障局3.
アクセス制御ポリシー4.
SSL ポリシー5.
アクティブな認証機能6.
不正侵入 ポリシー（IPS ルール）7.
ネットワーク 解析 ポリシー（snort 前処理プログラム設定）8.

注: これらのコンポーネントは処理する Firepower の正確なオペレーションの順序でリスト
されていませんが推奨されるトラブルシューティング作業の流れに従って発注されます。
パケット ダイアグラムの実際のパスについては後で実例を参照して下さい。

FTD によるパケットの実際のパス

実例は下記の FTD によって横断すると同時にパケットの実際のパスを表示します。

Snort パケットパス

実例は下記の Snort エンジンによってパケットのパスを表示します。



パケット 入力および出力

最初のデータパス トラブルシューティングの手順はパケット処理の入力か出力ステージで行われ
るドロップがないことを確かめることです。 パケットが ingressing が、not egressing 場合、パ
ケットがデータパス内のインポートのデバイスによって廃棄されていることを確かめる場合もあ
ります。

この技術情報は方法によって Firepower システムのパケット 入力および出力を解決する歩きます
。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Firepower DAQ 層

パケットは ingressing が、not egressing ことが判別されたら、データパス トラブルシューティ
ングの次のステップは疑わしいトラフィックがインスペクション用の Firepower にその場合、送
信 されて いることを確かめる Firepower DAQ （データ 収集）層で廃棄されるか、または修正さ
れればあるはずです。

Firepower によってトラフィックの最初の処理を同様に解決する方法のこの技術情報外観アプラ
イアンス全体選択しているパス。

それはまた Firepower コンポーネントはトラフィック問題に責任があるかどうか判別するために
Firepower デバイスがどのように全体でバイパスすることができるかカバーします。

安全保障局

安全保障局はトラフィックを検査する Firepower 内の最初のコンポーネントです。 ブロックはこ
のレベルで記録が有効に なる限り判別し非常に易いです。 これは FMC GUI でポリシー > アクセ
スコントロール > アクセスコントロール ポリシーへのナビゲートによって判別することができま
す。 安全保障局タブに、ナビゲート疑わしいポリシーの隣の Edit アイコンをクリックした後。

記録が有効に なれば、分析 > 接続 > Security の下で知性 イベント安全保障局イベントを表示で

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


きます。 それはであるトラフィックがなぜに関してブロックされているかクリアはずです。

速い軽減ステップとして、安全保障局機能によってブロックされる IP、URL または DNS クエリ
を右クリックし、whitelist オプションを選択できます。

不正確に得られた何かはブラックリスト、または置いたことを疑ったらあなたに次のリンクで
Cisco Talos が付いているチケットを直接開くことができる評判を変更するように要求したいと思
って下さい:

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support

また TAC に報告しブロックされている、多分ブラックリストから削除されるエントリができます
ものがであるためにデータを提供。

安全保障局コンポーネントの詳細なトラブルシューティングに関しては、技術情報のトラブルシ
ューティング関連データ パスを検討して下さい。

アクセス制御ポリシー

安全保障局機能はトラフィックをブロックしていないことが判別されたら、次の推薦されるステ
ップは「ブロック」操作を用いるルールがトラフィックを廃棄しているかどうか見るアクセスコ
ントロール ポリシー ルールを解決することです。

トレースとコマンド「ファイアウォール エンジン デバッグ」かキャプチャを使用し始めることを
推奨します。 一般に、これらのツールはどんなルールをトラフィックが見つけ、どんな原因かで

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support
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返事をすぐに与え、述べることができます。

どのルールが次のコマンドによってトラフィックを（できるだけ多くのパラメータを入力す
ることを確かめて下さい）ブロックしているか見るために Firepower CLI のデバッグを実行
して下さい: > システム 支援ファイアウォール エンジン デバッグ

●

デバッグ 出力は分析に TAC に提供することができます●

「割り当て」の操作にアクセスコントロール ルールをマッチさせるトラフィックのためのルール
評価を描写する出力例は下記にあります:

どの Acess コントロール（AC）ルールが一致されるか、または AC ポリシーは上記のツールを
使用して問題だったかどうか確認することができないか判別することができなければポリシーの
変更/展開する必要とするので）アクセスコントロール ポリシーを解決するためのいくつかの基本
的な手順は下記にあります（これらのオプションにではないです優先買受権注意して下さい:

「ブロック」操作を用いるあらゆるルールのためのロギングを有効に して下さい●

トラフィックおよびそれのための接続イベントはブロックされていることをそれでも見なか
ったら、次に軽減ステップとして疑わしいトラフィックのための信頼ルールを作成して下さ
い

●

AC ポリシーは間違っている、次ことをトラフィックのための信頼ルールがそれでも問題を解
決しなかったらが、それでも疑ったら、もし可能なら作成して下さい「ブロック以外デフォ
ルト アクションを使用して新しいブランク アクセスコントロール ポリシーを、すべてのト
ラフィック」

●



アクセスコントロール ポリシーの詳細なトラブルシューティングに関しては、技術情報のトラブ
ルシューティング関連データ パスを検討して下さい。

SSL ポリシー

SSL ポリシーが使用される場合、トラフィックをブロックするかもしれないことは可能性のある
です。 SSL ポリシーを解決するためのいくつかの基本的な手順は下記にあります:

有効に して下さい「デフォルト アクション」を含むすべてのルールのためのロギングを、●

トラフィックをブロックするオプションが設定されるかどうか Undecryptable 操作タブを確
認して下さい

●

接続イベントでは名前の「SSL」とすべてのフィールドを区分して下さい、チェックして下
さい
ほとんどはデフォルトで無効に なり、あらゆるカラム名の隣でクロスのクリックによって接
続イベント ビューアで有効に なる必要があります

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


ブランク SSL ポリシーをで復号化しません軽減ステップとしてデフォルト アクションとし
て作成して下さい

●

軽減ステップとしてアクセスコントロール ポリシーから SSL ポリシーを取除いて下さい
これは Advanced タブで設定 されます

●

それが TAC に SSL ポリシーはポリシー 設定と共に廃棄 トラフィックの疑われます、接続イベン
ト 送信 することができる。

SSL ポリシーのより詳細なトラブルシューティングに関しては、技術情報のトラブルシューティ
ング関連データ パスを検討して下さい。

アクティブな認証

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


識別ポリシーで使用されたとき、アクティブな認証に何かがうまくいかない場合許可する必要が
あるトラフィックを廃棄する機能があります。 ユーザを認証する必要があることが判別されれば
これすべてが HTTP プロトコルだけに起こるのでアクティブな認証機能自体は直接すべての
HTTP/HTTPS トラフィックに影響を与えることができます。 これはユーザに基づくブロックお
よびユーザは FTD のアクティブな認証サービスによって認証することができないことを特定のア
クセスコントロールを支配すれば持っていなければアクティブな認証が他のネットワークサービ
スに影響を与えるべきではないことを意味します（DNS、ICMP、等のような）。 ただし、これ
はアクティブな認証機能の直接問題、認証できていなかったりおよびポリシーを持っている非認
証ユーザをブロックするユーザの結果ではなかったですが。

速い軽減ステップは「アクティブな認証」の操作を用いる識別ポリシー内のルールを無効に する
ことです。

また受動認証がオプションがユーザ」識別できない場合「受動認証」操作を用いるどのルールで
もチェックされる「使用アクティブな認証ないことを、確かめて下さい。

アクティブな認証のより多くのより詳細なトラブルシューティングは、技術情報を解決する関連
データ パスを検討します。

不正侵入 ポリシー

不正侵入 ポリシーはトラフィックを廃棄するか、またはネットワーク 待ち時間を引き起こすこと
をかもしれません。 不正侵入 ポリシーはアクセスコントロール ポリシー内の次の 3 つの場所の
いずれかで使用することができます:

「インスペクション」タブ内のアクセスコントロール ルールでは、●

デフォルト アクション●

ネットワーク 解析および不正侵入ポリシーの Advanced タブ、> アクセスコントロール ルー
ルの前に使用される不正侵入 ポリシーで判別されたセクションはあります

●

不正侵入 ポリシー ルールがトラフィックをブロックしているかどうか見るために、FMC の分析
> 不正侵入 > Events にページ ナビゲート して下さい。 不正侵入 イベント ビューのテーブル ビ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


ューはイベントに関連するホストについての情報を提供します。 関連データ パスがイベント 分
析に関して情報の技術情報のトラブルシューティング見て下さい。

不正侵入 ポリシー シグニチャ（IPS がことを）トラフィックをブロックしたかどうか確認への最
初の推薦されるステップは > FTD の CLI からのシステム 支援 トレース 機能利用することです。
この debug コマンドはファイアウォール エンジン デバッグとして同じようにはたらき、またト
レースの横のファイアウォール エンジン デバッグを有効に する オプションがあります。 

実例は下記のパケットは不正侵入ルールがブロックされた原因だったことを結果が示したシステ
ム 支援 トレース ツールを使用例を示します。 これは GID （グループ 識別子）、SID （シグニ
チャ 識別子）、NAP （ネットワーク 解析 ポリシー） ID および IPS ID のような詳細のすべて与
えます従ってどんなポリシー/ルールこのトラフィックをブロックしているか丁度表示できます。

カスタム不正侵入 ポリシーによる IPS 廃棄であることを IPS はトレース出力からブロックして
いるが、疑うことを判別することができなければ「平衡型セキュリティおよび接続」ポリシーか
「セキュリティ上の接続」ポリシーと不正侵入 ポリシーを取り替えることができます。 これらは
Cisco が提供 した 不正侵入ポリシーです。 その変更を行なっている場合、問題を解決します、
前に使用されるカスタム不正侵入 ポリシーは TAC によって解決することができます。 デフォル
ト Cisco ポリシーが既に使用されていれば持っています少数のルールをことしてより少なくセキ
ュア 1 にデフォルトを変更することを試みることができます、従ってスコープ狭いところを助け
るかもしれません。 たとえばトラフィックがブロックされれば平衡型ポリシーを使用していれば
、セキュリティポリシー上の接続で廃棄するために設定 されない トラフィックを廃棄する平衡型
ポリシーにルールがあったことそしてセキュリティポリシーおよび問題上の接続へのスイッチ、
それ本当らしいです立ち去り。

次の変更をアクセスコントロール ポリシーの内ですべての不正侵入 ポリシー インスペクション
ブロック可能性（可能な限りとして少数の変更がに関するセキュリティ効力、従ってトラフィッ
クのための目標とされた AC ルールを疑わしくさせることを変えないために推奨される全体のポ
リシーの IPS を無効に することに対してと同時に、作ることを推奨します）軽減するために行う
ことができます:

すべてのアクセスコントロール ルール（か特定のトラフィックが一致しているちょうどルー
ルで影響を与えられる）、インスペクション タブから不正侵入 ポリシーを取除いて下さい

●



ネットワーク 解析および不正侵入ポリシーの Advanced タブ、> 使用される不正侵入 ポリシ
ーではアクセスコントロール ルールが判別されたセクションである前に、「ルール アクティ
ブ」ポリシーを選択しないで下さい。

●

それがそれでも問題を解決しない場合、ネットワーク 解析 ポリシーのトラブルシューティングに
前方に移動して下さい。

不正侵入 ポリシー機能のより多くのより詳細なトラブルシューティングは、技術情報を解決する
関連データ パスを検討します。

ネットワーク 解析 ポリシー

ネットワーク 解析 ポリシー（NAP）はいくつかがトラフィックを廃棄できる Firepower 前処理
プログラム設定が含まれています。 これを解決するための最初の推薦されるステップは IPS トラ
ブルシューティングのためと > トラフィックをブロックしている snort のものが見つけることを
試みるべきシステム 支援 トレース ツール使用すること同じです。 このツールおよび使用例に関
する詳細については上で「不正侵入 ポリシー」セクションを参照して下さい。

すぐに NAP においての潜在的な問題を軽減するために、次のステップは実行することができま
す:

カスタム NAP が使用される場合、セキュリティ上の「平衡型セキュリティおよび接続」また
は「接続」ポリシーとそれを取り替えて下さい

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


どの「カスタマイズした方法」でも使用される場合、上記されるデフォルトの 1 つに NAP
を設定 することを確かめて下さい

●

どのアクセスコントロール ルールでもファイル ポリシーを使用する場合、ファイル ポリシ
ーが GUI に反映されない後部の前処理プログラム設定を有効に することができるように一時
的にそれを取除いて下さい

●

ネットワーク 解析 ポリシー機能のより詳細なトラブルシューティングはこの技術情報で検討する
ことができます。

関連情報

Firepower ドキュメントへのリンク

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html
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