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概要

この資料にインライン正規化プリプロセッサを有効に する方法を記述され、インライン正規化の
2 つの詳細オプションの違いおよび影響を理解するのを助けます。 

前提条件

要件

Cisco は Cisco Firepower システムのナレッジがあり、鼻を鳴らすことを推奨します。

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は Cisco FireSIGHT Management Center および Firepower アプ
ライアンスに基づいています。

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。

背景説明

インライン正規化プリプロセッサは攻撃者がインライン配備を使用して検出を避けることができ
るという可能性を最小限に抑えるためにトラフィックを正規化します。 正規化はデコードするパ



ケットの直後におよび他のどのプリプロセッサの前にも発生し、パケットの内部層から外側に続
行します。 インライン正規化はイベントを生成しませんが、他のプリプロセッサによって使用の
パケットを準備をします。

インライン正規化プリプロセッサがイネーブルの状態で不正侵入ポリシーを適用するとき
Firepower デバイスはインライン配備を使用するようにするためにこれら二つの条件をテストし
ます:

バージョン 5.4 および それ 以降に関しては、ネットワーク 解析ポリシー（NAP）、および
ドロップのインライン モードはトラフィックを廃棄するために不正侵入ポリシーが設定され
る場合インラインにまた不正侵入ポリシーで設定される時イネーブルになっています。 バー
ジョン 5.3 および それ 以前に関しては、インライン オプションが不正侵入ポリシーでイネ
ーブルになっている場合のドロップ。

●

ポリシーはインライン（かインラインと failopen）インターフェイス セットに適用されます
。

●

従って、インライン正規化プリプロセッサの enablement および設定に加えて、またこれらの必
要条件が満たされる、またはプリプロセッサはトラフィックを正規化しませんようにして下さい:

ポリシーはインライン配備のトラフィックを廃棄するために設定する必要があります。●

インライン セットにポリシーを適用して下さい。●

イネーブル インライン正規化

このセクションはバージョン 5.4 および それ 以降とまたバージョン 5.3 および それ 以前のため
のインライン正規化をイネーブルにする方法を記述します。

バージョン 5.4 および それ 以降のイネーブル インライン正規化

前処理プログラム設定のほとんどはバージョン 5.4 および それ 以降のための NAP で行われます
。 NAP のインライン正規化を有効に するためにこれらのステップを完了して下さい:

FireSIGHT Management Center の Web UI へのログイン。1.

[Policies] > [Access Control] に移動します。2.

ページの右上 エリアの近くでネットワーク 解析 ポリシーをクリックして下さい。3.

管理対象装置に適用したいと思うネットワーク 解析 ポリシーを選択して下さい。4.

編集を始めるために鉛筆アイコンをクリックすれば編集ポリシー ページは提示されます。5.

画面の左側で『Settings』 をクリック すれば、Settings ページは現われます。6.

転送/ネットワーク層プリプロセッサ エリアでインライン正規化オプションを見つけて下さ
い。

7.



この機能をイネーブルにするために Enabledオプション・ボタンを選択して下さい:8.

インライン正規化を用いる NAP はアクセス制御ポリシーに追加するインライン正規化が発生す
ることができるように必要があります。 NAP はアクセス制御ポリシー Advanced タブを通して
追加することができます:

アクセス制御ポリシーは点検デバイスにそれから適用する必要があります。

注: バージョン 5.4 または それ 以降の場合、ある特定のトラフィックのためのインライン正
規化をイネーブルにし、他のトラフィックのためにディセーブルにすることができます。
特定のトラフィックのためにそれを有効に したいと思う場合ネットワーク 解析ルールを追
加し、イネーブルになっているインライン正規化があるものにトラフィック基準およびポリ
シーを設定して下さい。 それをグローバルに有効に したいと思う場合イネーブルになって
いるインライン正規化があるものにデフォルトネットワーク ネットワーク解析ポリシーを
設定して下さい。

バージョン 5.3 および それ 以前のインライン正規化をイネーブルにして下さい

不正侵入ポリシーのインライン正規化を有効に するためにこれらのステップを完了して下さい:

FireSIGHT Management Center の Web UI へのログイン。1.

ポリシー > 不正侵入 > 不正侵入ポリシーへのナビゲート。2.

管理対象装置に適用したいと思う不正侵入ポリシーを選択して下さい。3.

編集を始めるために鉛筆アイコンをクリックすれば編集ポリシー ページは提示されます。4.

設定を『Advanced』 をクリック すれば、高度 Settings ページは現われます。5.



転送/ネットワーク層プリプロセッサ エリアでインライン正規化オプションを見つけて下さ
い。

6.

この機能をイネーブルにするために Enabledオプション・ボタンを選択して下さい:7.

不正侵入ポリシーがインライン正規化のために設定されれば、それはアクセス制御ポリシーのデ
フォルト アクションとして追加する必要があります:

 

アクセス制御ポリシーは点検デバイスにそれから適用する必要があります。

任意に組み合わせて IPv4、IPv6、インターネット制御メッセージ・プロトコル バージョン 4
（ICMPv4）、ICMPv6 および TCPトラフィックを正規化するためにインライン正規化プリプロ
セッサを設定できます。 各プロトコルの正規化はそのプロトコル正規化がイネーブルになってい
るとき自動的に発生します。

イネーブル後 ACK インスペクションおよび前 ACK インスペク
ション

インライン正規化プリプロセッサを有効に した後、正規化 TCP ペイロード オプションを有効に
するために設定を編集できます。 インライン正規化プリプロセッサのこのオプションはインスペ



クションの 2 つの異なるモードの間で切り替えます:

ポスト確認応答（後 ACK）●

前に確認応答（前 ACK）●

後 ACK インスペクションを理解して下さい（ディセーブルにされる
TCP/Normalize TCP ペイロードを正規化して下さい）

後 ACK インスペクションでは、完了するパケットのための対象からの確認応答（ACK）が侵入
防御システム（IPS）によって不正侵入受け取られた後 Snort のパケットストリーム再組立て、フ
ラッシュ（ハンド インスペクション プロセスの他に）、および検出は発生します。 ストリーム
フラッシュが発生する前に、おこるパケットは既に対象に到着してしまいました。 従っておこる
パケットが対象に到着した後、アラート/ドロップするは発生します。 この操作はおこるパケット
のための対象からの ACK が IPS に達すると発生します。

前 ACK インスペクションを理解して下さい（イネーブルになっている
TCP/Normalize TCP ペイロードを正規化して下さい）

この機能は TCP 回避努力を最小化するために他のどの Snort 機能も処理される前にトラフィック
を直後にデコードするパケット、そして正規化します。 これは IPS に到着するパケットが対象に
通じるそれら同じであることを確認します。 Snort は不正侵入が対象に達する前に不正侵入を完
了するパケットのトラフィックを廃棄します。



有効に なるとき TCP を、またこれらの条件と廃棄される一致するトラフィック正規化して下さ
い:

以前に 破棄された パケットの再送信されたコピー●

以前に廃棄されたセッションを続けるように試みるトラフィック●

のこれらの TCP ストリーム プリプロセッサ一致するトラフィックは支配します:

129:1129:3129:4129:6129:8129:11129:14 〜 129:19

●

注: 正規化プリプロセッサによって廃棄される TCP ストリーム ルールのためのアラートを
有効に するために、TCP ストリーム設定のステートフル 点検異常機能を有効に して下さ
い。
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