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概要

この資料に Firepower Management Center （FMC）および Firepower Threat Defense
（FTD）にソフトウェア バージョン 6.3.0 によって導入される完全修飾ドメイン名 （FQDN） 機
能を設定する方法を記述されています。 この機能は（ASA）に Cisco 適応型セキュリティ アプ
ライアンス（ASA）ソフトウェアありますが、FTD の最初のソフトウェア リリースにありません
でした。

前提条件

要件 

次の項目に関する知識が推奨されます。

Firepower Management Center●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。



Cisco Firepower Threat Defense （FTD）バーチャル ソフトウェア バージョン 6.3.0 を実行
する

●

Firepower Management Center バーチャル（vFMC）ソフトウェア バージョン 6.3.0 を実行
する 

●

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

FQDN オブジェクトを設定する前にこれらの条件を会われます確認して下さい:

Firepower Management Center はバージョン 6.3.0 または それ 以降を実行する必要がありま
す。 それは物理的または仮想である場合もあります

●

Firepower Threat Defense はバージョン 6.3.0 または それ 以降を実行する必要があります。
それは物理的または仮想である場合もあります

●

機能の概要

この機能は IP アドレスにアクセスコントロール ルールか Prefilter ポリシーによって参照された
とき FQDN を解決し、フィルタ トラフィックに後者を使用します。

何 pre-6.3 についてか。

 以前のバージョンを実行する FTD および FMC は 6.3.0 FQDN オブジェクトを設定できませ
ん。

●

FMC がバージョン 6.3 または それ 以降を実行すればが、FTD が以前のバージョンを 6.3 実行すれば、ポリシーの配置はこのエラーを示します:●



FlexConfig によって DNS オブジェクトを設定すればさらに、この警告は現われます:●

設定

ネットワーク図



アーキテクチャ–顕著なポイント

DNS 解決（DNS への IP）はリーナで起こります●

リーナはデータベースでマッピングを保存します●

接続ごとに、このマッピングはリーナから鼻を鳴らすために送信 されます●

FQDN の解決は高可用性かクラスタ設定とは関係なく起こります●

設定手順

ステップ 1. 「DNSサーバ グループ オブジェクト」を設定して下さい 

DNSサーバ グループ名は 63 文字を超過してはなりません●

multidomain 配備では、オブジェクト名はドメイン階層の内でユニークである必要があります
。 システムは現在のドメインで表示できないオブジェクトの名前の競合を識別できます

●

デフォルト ドメイン（オプションの）が完全修飾ではないホスト名に追加 するのに使用され
ています

●

デフォルト再試行およびタイムアウト値は事前に読み込まれます。 再試行—回数、0 からシ
ステムが応答を受け取らない場合の 10 から、DNSサーバのリストを再試行するため。 デフ
ォルトは 2.です。timeout — 秒数は、1 から別の前の 30 から、次の DNSサーバに試みます
。 デフォルトは 2 秒です。 システムがサーバのリストを再試行するたびに、タイムアウト倍
この。

●

このグループの一部であるために DNSサーバを入力して下さい。 これは Comma-Separated
Values として IPv4 または IPv6 形式のどれである場合もあります

●

DNSサーバ グループはプラットフォーム設定で設定されるオブジェクトかインターフェイス
オブジェクトと解決のために使用されます

●

CRUD DNSサーバ グループ オブジェクトのための他 API はサポートされます●

ステップ 2.設定 DNS （プラットフォーム設定） 



（オプションの）分の終止エントリ タイマーおよびポーリング タイマー値を修正して下さい
:

●

終止エントリ タイマー オプションは Time To Live （TTL）が切れた後 DNS lookup 表から解決さ
れる FQDN の IP アドレスを削除するために制限時間を規定 します。 エントリをリコンパイルさ
れるように要求します表が削除して下さいそうすれば頻繁な削除はデバイスのプロセス負荷を増
加できます。 この設定は事実上 TTL を伸ばします。

ポーリング タイマー オプションは制限時間を規定 しますそのあとでデバイスはネットワーク オ
ブジェクト グループで定義された FQDN を解決するために DNSサーバを問い合わせます。
FQDN は最初に発生するものはどれでもポーリング タイマーが切れたらか、または解決される
IP エントリの TTL が切れたらどちらか定期的に解決されます。

（オプションの）必要なインターフェイス オブジェクトを利用可能 なリストから選択し、選
択したインターフェイス Objects リストに追加し、DNSサーバをです選択したインターフェ
イスを通して到達可能確認して下さい:

●

Firepower Threat Defense に関してはインターフェイスが選択されないし、診断インターフェイ
スが DNS lookup のために無効に なれば 6.3.0 デバイスは診断インターフェイスを含むあらゆる
インターフェイスによって、DNS 解決起こります（コマンド dnsdomain ルックアップは適用し
ます）。

インターフェイスを—規定 しないし、有効に ならなければ診断インターフェイスの DNS lookup
は、FTD データ ルーティング テーブルをインターフェイスを判別するのに使用します。 一致が
ない場合、管理 ルーティング テーブルを使用します。

（オプションの）診断インターフェイス チェックボックスによって DNS lookup をまた『●



Enable』 を選択 して下さい
有効に された場合、Firepower Threat Defense は DNS 解決のために選択したデータ インターフ
ェイスおよび診断インターフェイスを両方使用します。 デバイス > デバイス管理 > Edit の診断イ
ンターフェイスのための IP アドレスを設定することをデバイス > Interfaces ページ忘れないでい
て下さい。

ステップ 3.オブジェクト ネットワーク FQDN を設定して下さい 

オブジェクト > ネットワーク オブジェクト内のオブジェクト 管理に、規定 します選り抜き
FQDN オプションをナビゲート して下さい。

32ビット ユニークな ID はユーザが FQDN オブジェクトを作成すると生成されます●

この ID は FMC からリーナおよび Snort 両方への押されます●

リーナでこの ID はオブジェクトと関連付けられます●

snort では、この ID はそのオブジェクトを保持するアクセスコントロール ルールと関連付け
られます

●

ステップ 4.アクセスコントロール ルールを作成して下さい

ルールを前の FQDN オブジェクトで作成し、ポリシーを展開して下さい:



注: FQDN 解決の第一審は FQDN オブジェクトがアクセスコントロール ポリシーで展開さ
れるとき行われます

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

これは FQDN が展開される前に FTD 初期設定です:●

aleescob# show run dns

DNS server-group DefaultDNS

これは FQDN 配備の後に設定です:●

aleescob# show run dns

dns domain-lookup wan_1557

DNS server-group DNS_Test

    retries 3

    timeout 5

    name-server 173.38.200.100

    domain-name aleescob.cisco.com

DNS server-group DefaultDNS

dns-group DNS_Test

これはリーナかの FQDN オブジェクト外観どのようにです:●

object network obj-talosintelligence.com

 fqdn talosintelligence.com id 268434436



それが既に展開されているとき、これはリーナかの FQDN access-list 外観どのようにです:●

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: ACCESS POLICY: Aleescob_ACP - Mandatory

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434437: L4 RULE: FQDN-ACL

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start

これは Snort （ngfw.rules）をどのように検知 するかです:●

# Start of AC rule.

268434437 deny 1 any  any 2 any  any any any  (log dcforward flowstart) (dstfqdn 268434436)

# End rule 268434437

注: このシナリオでは、FQDN オブジェクトが宛先のために使用されたので、それは
dstfqdn としてリストされています。

チェック dns を示し、fqdn コマンドを示す場合、機能が tallosintelligence.com のための IP
を解決し始めたことに注意できます:

●

aleescob# show dns

Name: talosintelligence.com

  Address: 2606:4700::6810:1b36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1c36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1d36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1a36                          TTL 00:05:43

  Address: 2606:4700::6810:1936                          TTL 00:05:43

  Address: 104.16.27.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.29.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.28.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.26.54                                  TTL 00:05:43

  Address: 104.16.25.54                                  TTL 00:05:43

aleescob# show fqdn

FQDN IP Table:

ip = 2606:4700::6810:1b36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1c36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1d36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1a36, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 2606:4700::6810:1936, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.27.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.29.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436



ip = 104.16.28.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.26.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

ip = 104.16.25.54, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        FQDN-ID = 268434436

FQDN ID Detail:

FQDN-ID = 268434436, object = obj-talosintelligence.com, domain = talosintelligence.com

        ip = 2606:4700::6810:1b36, 2606:4700::6810:1c36, 2606:4700::6810:1d36,

2606:4700::6810:1a36, 2606:4700::6810:1936, 104.16.27.54, 104.16.29.54, 104.16.28.54,

104.16.26.54, 104.16.25.54

リーナの show access-list をチェックする場合、各解決およびヒット カウントのための拡張
されたエントリに注意できます:

●

firepower# show access-list

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 fqdn talosintelligence.com

(resolved) rule-id 268434437 event-log flow-start 0x1b869cf8 access-list CSM_FW_ACL_ line 10

advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1b36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1c36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1d36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1a36

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 2606:4700::6810:1936

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.27.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.29.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.28.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.26.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f access-list

CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host 104.16.25.54

(talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x51d8505f

イメージに示すように、talosintelligence.com への PING は access-list の FQDN にマッチが
あるので通りません。 DNS 解決は ICMPパケットが FTD によってブロックされるのではた
らきました。

●



以前に送信された ICMPパケットのためのリーナからのヒット カウント:●

access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=4) 0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 fqdn

talosintelligence.com (resolved) rule-id 268434437 event-log flow-start 0x1b869cf8

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1b36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1c36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1d36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1a36 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

2606:4700::6810:1936 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.27.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=4)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.29.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.28.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.26.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f

  access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 host

104.16.25.54 (talosintelligence.com) rule-id 268434437 event-log flow-start (hitcnt=0)

0x51d8505f



ICMP 要求は入力 インターフェイスで廃棄されてキャプチャ され、示されています:●

aleescob# show cap in

13 packets captured

   1: 18:03:41.558915       192.15.56.132 > 173.38.200.100 icmp: 192.15.56.132 udp port 59396

unreachable

   2: 18:04:12.322126       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   3: 18:04:12.479162       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

   4: 18:04:13.309966       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   5: 18:04:13.462149       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

   6: 18:04:14.308425       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   7: 18:04:14.475424       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

   8: 18:04:15.306823       192.15.56.132 > 72.163.4.161 icmp: echo request

   9: 18:04:15.463339       72.163.4.161 > 192.15.56.132 icmp: echo reply

  10: 18:04:25.713662       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

  11: 18:04:30.704232       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

  12: 18:04:35.711480       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

  13: 18:04:40.707528       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

aleescob# sho cap asp | in 104.16.27.54

 162: 18:04:25.713799       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

 165: 18:04:30.704355       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

 168: 18:04:35.711556       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

 176: 18:04:40.707589       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

これはトレースがこれらの ICMPパケットの 1 つをどのように探すかです:●

aleescob# sho cap in packet-number 10 trace

 

13 packets captured

  10: 18:04:25.713662       192.15.56.132 > 104.16.27.54 icmp: echo request

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 192.15.57.254 using egress ifc  wan_1557



Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: DROP

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip ifc lan_v1556 any ifc wan_1557 object obj-

talosintelligence.com rule-id 268434437 event-log flow-start access-list CSM_FW_ACL_ remark

rule-id 268434437: ACCESS POLICY: Aleescob_ACP - Mandatory access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434437: L4 RULE: FQDN-ACL

Additional Information:

Result: input-interface: lan_v1556 input-status: up input-line-status: up output-interface:

wan_1557 output-status: up output-line-status: up Action: drop

Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule

アクセスコントロール ルールのための操作が割り当てである場合、これはシステム 支援ファ
イアウォール エンジン デバッグの出力の例です

●

> system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol: icmp

Please specify a client IP address: 192.15.56.132

Please specify a server IP address:

Monitoring firewall engine debug messages

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 new firewall session

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 DAQ returned DST FQDN ID: 268434436

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 Starting with minimum 2, 'FQDN-ACL', and SrcZone

first with zones 1 -> 2, geo 0 -> 0, vlan 0, inline sgt tag: untagged, ISE sgt id: 0, svc 3501,

payload 0, client 2000003501, misc 0, user 9999997, icmpType 8, icmpCode 0

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 Match found for FQDN id: 268434436

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 match rule order 2, 'FQDN-ACL', action Allow

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 MidRecovery data sent for rule id:

268434437,rule_action:2, rev id:2096384604, rule_match flag:0x0

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 allow action

192.15.56.132-8 > 104.16.29.54-0 1 AS 1 I 0 deleting firewall session

FQDN が Prefilter （ファストパス）の一部として展開される時、これは ngfw.rules をどのよ
うに検知 するかです:

●

iab_mode Off

# Start of tunnel and priority rules.

# These rules are evaluated by LINA. Only tunnel tags are used from the matched rule id.

268434439 fastpath any any any any any any any any (log dcforward both) (tunnel -1)

268434438 allow any any  1025-65535 any any  3544 any 17  (tunnel -1)

268434438 allow any any  3544 any any  1025-65535 any 17  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 47  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 41  (tunnel -1)

268434438 allow any any  any any any  any any 4  (tunnel -1)

# End of tunnel and priority rules.

トレースされたパケットのリーナ観点から:●

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST



Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any object obj-talosintelligence.com rule-id 268434439

event-log both access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY: Prefilter-1

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

トラブルシューティング

FMC からの設定1.

ポリシーおよび DNSサーバ設定が正しく設定されることを確認して下さい●

配備が正常であることを確認して下さい●

FTD のチェックを展開して下さい2.

FQDN が解決される AC がルール拡張されたらかどうか見るために示します dns および
show access-list を実行すれば

●

オブジェクトと関連付けられる ID の下の show run オブジェクト ネットワークおよびメモを
実行して下さい（出典のための X を言って下さい）

●

FQDN が出典 IP にきちんと解決されるかどうか確認するために示します fqdn ID X を実行し
て下さい

●

ngfw.rules ファイルに出典として FQDN ID X の AC ルールがあるかどうか確認して下さい●

システム 支援ファイアウォール エンジン デバッグを実行し、Snort 評決をチェックして下さ
い

●

収集する FMC はファイルを解決します 

必要とされるすべてのログは FMC から解決します収集されます。 FMC からのすべての重要なロ
グを収集するために、FMC GUI からトラブルシューティングを実行して下さい。 さもなければ
FMC Linux プロンプトから、sf_troubleshoot.pl を実行して下さい。 問題を見つける場合、FMC
を解決します Cisco Technical Assistance Center （TAC）にレポートで入れて下さい。

FMC ログ

ログ ファイル名/位置 目的

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

すべての API コール



Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

すべての API コール

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

CLI 世代別ログ

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

Tomcat ログ

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

Mojo ログ

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

CSM 及び DC 間の他コール



access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip any

object obj-talosintelligence.com rule-id

268434439 event-log both access-list CSM_FW_ACL_

remark rule-id 268434439: PREFILTER POLICY:

Prefilter-1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-

id 268434439: RULE: FQDN_Prefilter

Additional Information:

DC の処理 キュー ログ

よくある 問題/エラーメッセージ

これらは FQDN および DNSサーバ グループ オブジェクトおよび DNS 設定のための UI で示され
ているエラー/警告です:

エラー/警告 シナリオ 説明

名前は無効の文字列が含まれて
います。 名前はアルファベット
かアンダースコアから開始し、
英数字か特殊文字と続きますあ
るはずです（-、_、+。）

User
間違った名前を設定します

ユーザは許可されるの知識のあ
ります
文字および最大射程。

無効 な デフォルト ドメイン値

ユーザは間違ったドメイン名を
設定します

ユーザは使用できる 文字および
最大射程の知識のあります。

インターフェイス オブジェクト
はプラットフォーム設定「
mzafeiro_Platform_Settings」の
DNS に選択されませんでした。
続行された場合、DNS ドメイン
ルックアップはすべてのインタ
ーフェイスで起こるだろう

ユーザはドメイン ルックアップ
にインターフェイスを選択しま
せん
post-6.3 デバイスに関しては

DNS ユーザは警告されます
サーバグループ CLI は適用され
ようとしています
すべてのインターフェイスに。

インターフェイス オブジェクト
はプラットフォーム設定「
mzafeiro_Platform_Settings」の

ユーザはドメイン ルックアップ
にインターフェイスを選択しま
せん
6.2.3 デバイスに関しては

ユーザは警告されます
DNS こと
サーバグループ CLI はありませ
ん
生成されます。



DNS に選択されませんでした。
場合、DNS サーバグループは「
DNS」を続行された加えられる
筈ではないです

配備失敗

FQDN が AC ポリシー/Prefilter ポリシー以外ポリシーで使用されるとき、このエラーはおよび
FMC UI で示されていて発生する場合があります:

推奨されるトラブルシューティングの手順

1) ログファイルを開いて下さい: /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.log

2) に類似した 検証 メッセージがあるように確認して下さい:

「設定される無効 なネットワーク。 デバイス[DeviceNames]で設定されるネットワーク
[NetworksContainingFQDN]示します FQDN を」 

3) 提案された アクション:

下記のポリシーの何れか一つ以上がそれらのオブジェクトが取除かれた後 FQDN オブジェクトが
含まれているグループ化し、同じの配備を再試行して下さい FQDN で既に設定されている確認し
、またはかどうか。

   a) 識別ポリシー

   b) AC ポリシーに FQDN 応用が含まれている変数セット

アクティブにされた FQDN 無し



システムは FTD CLI によって次を示すことができます:

> show dns

INFO: no activated FQDN

DNS は定義された fqdn とのオブジェクトが適用するまでアクティブになるべきではないです。
オブジェクトが適用した後、これは解決されます。

Q&A

Q： FQDN のパケット トレーサーは問題を解決する有効なテストですか。
A： はい、パケット トレーサーと FQDN オプションを使用できます。

Q： どの位の割りで FQDN ルールはサーバの IP アドレスをアップデートしますか。
A： それは DNS 応答の TTL 値によって決まります。 TTL 値が切れれば、FQDN は新しい DNS
クエリと再度解決されます。
これはまた DNSサーバ 設定で定義されるポーリング タイマー アトリビュートによって決まりま
す。 FQDN ルールは最初に来るものはどれでも、ポーリング DNS タイマーが切れたらか、また
は解決される IP エントリの TTL が切れたら定期的に解決されます。

Q： これはラウンドロビン DNS のためにはたらきますか。
A： この機能が DNS クライアントおよびラウンドロビン DNS 設定の使用の FMC/FTD で動作す
ると同時にラウンドロビン DNS 作業は DNS サーバ側にシームレスにあります。

Q： 下位 TTL DNS 値のための制限がありますか。
A： DNS 応答が 0 TTL が付いている場合、FTD デバイスはそれに 60 秒を追加します。 この場
合、TTL 値は最小 60 秒です。

Q： そうデフォルトで FTD は 60 秒のデフォルト値を維持しますか。
A： ユーザは切れます DNSサーバのエントリ TTL をとのタイマー 設定常に無効にすることがで
きます。

Q： それはどのようにエニーキャスト DNS 応答と相互運用するか。 たとえば、DNSサーバは要
求者に geolocation に基づいて異なる IP アドレスを提供できます。 FQDN のためにすべての IP
アドレスを要求することは可能性のあるですか。 Unix の発掘コマンドのようにか。
A： はい、FQDN が複数の IP アドレスを解決できればすべてはデバイスに押されますあり、AC
ルールはそれに応じて拡張します。

Q： コマンドは前にあらゆる depoloment 変更押されることを示すプレビュー オプションが含ま
れる計画がありますか。
A： これは屈曲構成によって利用可能 なプレビュー config オプションの一部です。 プレビュー
はそこに既にあっていますが、屈曲構成ポリシーに隠れます。 それを移動し、一般的にさせる計
画があります。

Q： FTD のどのインターフェイスが DNS lookup を行うのに使用されていますか。
A： それは設定可能です。 インターフェイスが設定されないとき、FTD のすべての指定されたイ
ンターフェイスは DNS lookup のために有効に なります。

Q： 各々の管理された NGFW は同じアクセスポリシーが同じ FQDN オブジェクトとすべてで適
用される時でさえ自身の DNS 解決および FQDN IP 変換を別々に行いますか。
A： はい。



Q： DNS キャッシュは FQDN ACL のために解決するために消去することができますか。
A： はい、デバイスのクリア dns およびクリア dns ホスト cache コマンドを実行できます。

Q： FQDN 解決はいつ丁度引き起こされますか。
A： FQDN 解決は FQDN オブジェクトが AC ポリシーで展開されるとき起こります。

Q： 単一 サイトのためのだけキャッシュを削除することは可能性のあるですか。
A： はい。 ドメイン名か IP アドレスを知っていればそれをクリアできますが ACL 観点に対して
そのようにコマンドがありません。 キーワード ホスト 次 dns ホスト agni.tejas.com のホスト基
礎によってホストのキャッシュを消去するためにたとえば、オフ dns ホスト agni.tejas.com コマ
ンドは現在です。

Q： *.microsoft.com のようなワイルドカードを、使用することは可能性のあるですか。
A： いいえ FQDN はディジットか文字から端始まり。 文字、ディジットおよびハイフンだけ内
部 文字として許可されます。

Q： 名前解決は AC コンパイル時におよびない第 1 または順次要求の時に実行されたか。 下位
TTL を（AC コンパイル時間、ファースト変化または何か他のものよりより少なく）見つけたら
、いくつかの IP アドレスは抜けている場合がありますか。
A： 名前解決は AC ポリシーが展開されるとすぐ起こります。 TTL 時間終止によって、更新は続
きます。

Q： マイクロソフト・オフィス 365 クラウド IP アドレス（XML）リストを処理できる計画があ
りますか。
A： これは現時点でサポートされません。

Q： FQDN は SSL ポリシーで利用できますか。
A： 今のところ（ソフトウェア バージョン 6.3.0）。 FQDN オブジェクトは AC ポリシーだけの
ための送信元 および 相手先ネットワークだけでサポートされます。

Q： 解決される FQDN についての情報を提供できるあらゆる歴史的なログがありますか。 リー
ナ Syslog のように、たとえば。
A： FQDN を特定のデスティネーションに解決するために、システム 支援 trace コマンドを使用
できます。 トレースはパケットの FQDN ID を示します。 解決するために ID を比較できます。
また 746016 FQDN DNS 解決 アクティビティをトラッキングすることを Syslog メッセージ
746015 が可能にすることができます。

Q： 解決される IP が付いている接続表のデバイスログ FQDN はか。
A： FQDN を特定のデスティネーションに解決するために、トレースがパケットの FQDN ID を
示すシステム 支援 trace コマンドを使用できます。 解決するために ID を比較できます。 FQDN
を持つ計画が将来ログオンします FMC のイベント ビューアをあります。
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