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概要

この技術情報は組織的に Firepower システムのデータパスを解決する方法を Firepower のコンポ
ーネントはトラフィックに影響を及ぼすかもしれないかどうか判別するために説明する一連の技
術情報の一部です。 他のデータパス トラブルシューティング技術情報への Firepower プラットフ
ォームおよびリンクのアーキテクチャについての情報に関しては概要技術情報を参照して下さい
。

この技術情報は Firepower データパス トラブルシューティングの第 7 フェーズを、不正侵入 ポ
リシー機能カバーします。

前提条件

この技術情報は不正侵入 ポリシーを実行するすべての Firepower プラットフォームに適当で
す トレース 機能は Firepower Threat Defense （FTD）プラットフォームだけにバージョン
6.2 および それ 以上だけで利用できます

●

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有用です、 オープン ソース
Snort の情報に関しては、https://www.snort.org/ を参照して下さい

●

不正侵入 ポリシー フェーズのトラブルシューティング

「トレース」ツールを使用する不正侵入 ポリシーを検出する廃
棄します（FTD だけ）

システム 支援 トレース ツールは FTD Command Line Interface （CLI）から実行することができ
ます。 これは Snort の内部作業により深い掘る以外アクセスコントロール ポリシー フェーズ技
術情報で述べられるファイアウォール エンジン デバッグ ツールに類似したです。 これはどの不
正侵入 ポリシー ルールでも関連 トラフィックで引き起こして いるかどうか見て役立ちます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html
https://www.snort.org/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


下記の例では、IP アドレス 192.168.62.6 とのホストからのトラフィックは不正侵入 ポリシー ル
ールによってブロックされています（この場合、1:23111）

snort によって適用された操作がドロップするだったことに注意して下さい。 ドロップするが
snort によって検出するとき、その特定のセッションはそれからどの追加パケットでも同様に廃棄
されるようにブラックリストに載せられます。

snort がドロップアクションを行えるなぜか原因はインラインに」オプションが不正侵入 ポリシ
ーの内で有効に なるときこと「ドロップするです。 これは不正侵入 ポリシー内の最初の着陸ペ
ージで確認することができます。 Firepower Management Center （FMC）では、ポリシー > ア
クセスコントロール > 不正侵入にナビゲート し、疑わしいポリシーの隣で Edit アイコンをクリ
ックして下さい。

インラインに」が無効に される時「ドロップする、ドロップ パケットをおこらせるもはや鼻を鳴
らさないがそれが不正侵入 イベントでインライン結果とそれでもの「廃棄したら」警告 すれば。

「ドロップするによって a が疑わしいトラフィック セッションのためのドロップアクションこと
をインラインに」無効に なったときに、トレース出力は示します。



不正侵入ポリシーの抑制があるように確認して下さい

snort が FMC （無言でドロップする）へ不正侵入 イベントを送信 しないでトラフィックを廃棄
することは可能性のあるです。 これは抑制の設定によって達成されます。 どの抑制でも不正侵入
ポリシーで設定されたかどうか確かめるために、巧妙なシェルは後で説明されるように後部で、
チェックすることができます。

「不正侵入 ポリシー」と呼ばれる不正侵入 ポリシーが 1:23111 ルールのための抑制が含まれて
いることに注意して下さい。 従って、トラフィックはイベントなしにこのルールが廃棄された原
因、である場合もあります。 これはまだドロップ発生を示すのでトレース ユーティリティが有用
なぜである場合もあるかもう一つの原因です。

抑制を削除するために、疑わしいルールは不正侵入 ポリシー ルール ビューの内でフィルタリン
グすることができます。 これは下記に示されているように抑制を、削除するオプションを始動し
ます。



目標とされた不正侵入 ポリシーを作成して下さい

トラフィックが点不正侵入 ポリシー ルールによって廃棄される場合、疑わしいトラフィックに廃
棄されてほしいまたルールを無効に したいと思わない場合もあります。 ソリューションは新しい
不正侵入 ポリシーを無効に なるターゲット ホストからのおこるルールで作成し、次にトラフィ
ックを評価してそれをもらうことです。

方法の実例は新しい不正侵入 ポリシーを作成するここにあります（ポリシー > アクセスコントロ
ール > 不正侵入の下で）。

新しい不正侵入 ポリシーを作成した後、それは疑わしいトラフィックがオリジナル不正侵入 ポリ
シーによって以前に廃棄されていたホストを目標とする新しいアクセスコントロール ポリシー ル
ールの内でそれから使用することができます。



False positive トラブルシューティング

一般的なケース シナリオは不正侵入 イベントのための false positive 分析です。 チェックするこ
とができる複数の事柄があります前に false positive 例をオープンする。

1. Events ページ 不正侵入の表概観から疑わしいイベントのためのチェックボックスをクリック
して下さい

2. 不正侵入 イベントが引き起こされたときにパケットを Snort によってキャプチャ されて取得
するためにパケットを『Download』 をクリック して下さい。

3. Message カラムのルール名前を右クリックし、次にルール構文および他の関連情報を見るため
にシスコのドキュメントを、支配して下さい。

上述の例のイベントを引き起こしたルールのためのルール構文は下記にあります。 このルールの
ための FMC からダウンロードされるパケットキャプチャ（PCAP）ファイルに対して確認するこ
とができるルールの一部は太字にあります。

アラート TCP $EXTERNAL_NET - > $HOME_NET $HTTP_PORTS \
（メッセージ: 「OS-OTHER Bash CGI 環境変数 インジェクト試み」; \
フロー: 確立される to_server; \
コンテンツ: 「（） {」; fast_pattern: ただ; http_header; \



メタデータ: policybalanced-ipsdrop、ポリシー最大値検出ipsdrop、ポリシー セキュリティ
ipsdrop、ruleset コミュニティ、サービス http; \
reference:cve,2014-6271; reference:cve,2014-6277; reference:cve,2014-6278;
reference:cve,2014-7169; \
classtype: 試み Admin; \
sid:31978; rev:5; ))

第 一歩にトラフィックがべきである引き起こしたルールと一致したかどうか見るために分析 プロ
セスを行うためにそれから従うことができます。

1. トラフィックが一致したアクセスコントロール ルールをチェックして下さい。 この情報は不
正侵入 Events タブのカラムの一部としてあります。
2. 変数セットを前述のアクセスコントロール ルールで使用されて見つけて下さい。 変数セット
はオブジェクト > オブジェクト 管理 > 変数セットの下でそれから検討することができます
3. PCAP ファイル一致変数の IP アドレスを確かめて下さい（この場合、$HOME_NET 可変設定
に含まれているホストに接続する $EXTERNAL_NET 変数に含まれているホスト）
4. フローに関しては、総会/接続はキャプチャ される必要がある場合もあります。 Snort はパフ
ォーマンスの理由による完全なフローをキャプチャ しません。 ただしフローのルール、ほとんど
の場合、それを仮定することは安全です: 引き起こされて確立されて、セッションは引き起こされ
るルール従って完全な PCAP ファイルが snort ルールのこのオプションを確認して必要ではない
時設定されました。 しかしそれがなぜ引き起こされたかよりよく原因を理解することは役立つか
もしれません。
5. サービス http に関しては、HTTPトラフィックのように見えるかどうか見る Wireshark の
PCAP ファイルの外観。 ホストのために有効に なる ネットワーク開発があり、アプリケーショ
ン「HTTP」をの前に見たら、によりサービスはセッションで一致する場合があります。

この情報を念頭において、FMC からダウンロードされるパケットは Wireshark で更に検討するこ
とができます。 PCAP ファイルは引き起こされる イベントが false positive であるかどうか判別
するために評価することができます。 

上記のコンテンツがルールが検出する 実例では PCAP ファイルで現在- 「でした（） {」

ただし、ルールはコンテンツがパケットの HTTP ヘッダで- http_header 検出する必要があること
規定 します

この場合、コンテンツは HTTP 本文で見つけられました。 従ってこれは false positive です。 た
だし、それはルールが不正確に書かれているという意味で false positive ではないです。 ルール



は正しく、この場合改善することができません。 snort がバッファ混合がありますこの例は本当
らしく Snort 不具合に出会います。 これは Snort が http_headers を不正確に識別したことを意味
します。

この場合どれもなければ、デバイスが実行している、Cisco Technical Assistance Center
（TAC）とのケースはオープンすることができますバージョンの snort/IPS エンジンのあらゆる
既存のバグがあるように確認。 総会キャプチャが Snort がシングルパケットによってすることが
できないその状態にどのように得たか検討することを Cisco チームは必要とするそのような問題
を調査するために必要となります。

True positive 例

実例は下記の同じ不正侵入 イベントのためのパケット 分析を示します。 今回、イベントはコン
テンツが HTTP ヘッダに現われるので true positive です。

TAC に提供するべきデータ
data 手順
トラフィックを検査する Firepower デバイス
からのファイルを解決して下さい http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

FMC からダウンロードされたパケットキャ
プチャ 手順についてはこの技術情報を参照して下さい

トレース出力のような、収集される関連した
CLI 出力 手順についてはこの技術情報を参照して下さい

次のステップ

不正侵入 ポリシー コンポーネントは問題の原因ではないことが判別されたら、次のステップはネ
ットワーク 解析 ポリシー機能を解決することです。

最後の技術情報に進むためにここをクリックして下さい。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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