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概要

この資料に Cisco 脅威 知性 ディレクター（TID）を設定し解決する方法を記述されています。

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 （FMC）管理●

Cisco 脅威 知性 ディレクター 機能を設定する前にこれらの条件を確認する必要があります:

Firepower Management Center （FMC）: 6.2.2 （またはそれ以降）バージョンで動作しなけ
ればなりません（物理的かバーチャル FMC でホストすることができます）。ランダム アク
セス メモリの最低 15 GB で設定されなければなりません。有効に なる他 API アクセスで設
定されなければなりません。

●

センサーは 6.2.2 バージョン必要があります（またはそれ以降）を実行する。●

アクセスコントロール ポリシー オプションの高度 Settings タブでは、イネーブル 脅威 知性
ディレクターは有効に ならなければなりません。

●

まだあっていない場合アクセスコントロール ポリシーにルールを追加して下さい。●

観測および Firepower Management Center イベントを生成し、1つ以上の Malware Cloud ル
ックアップを作成しか、または Malware ファイル ルールをブロックし、アクセスコントロー
ル ポリシーの 1つ以上のルールとファイル ポリシーを関連付けて SHA-256 観測可能なにほ
しければ。

●

アクセスコントロール ポリシーをログオンする接続および安全保障局イベント、イネーブル
接続および安全保障局を生成して IPv4 に、IPv6、URL、またはドメイン名観測ほしければ。

●



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）バーチャル実行 6.2.2.81●

Firepower Management Center バーチャル（vFMC）実行 6.2.2.81●

注： 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 

脅威 知性 情報を作動可能な状態にする Cisco 脅威 知性 ディレクター（TID）はシステムです。
システムは消費し、異質サード パーティ サイバー脅威 知性を正規化し、検出 テクノロジーに知
性を送達し、検出 テクノロジーからの観測を関連させます。

3 つの新しい用語があります: 観測可能な、インジケーターおよび事件。 観測可能なはちょうど
変数で、たとえば URL、ドメイン、IP アドレスまたは SHA256 のどちらである場合もあります
。 インジケーターは観測可能なからなされます。 インジケーターには 2 つの型があります。 簡
単なインジケータは 1 つの観測可能なだけ含まれています。 論理関数を使用してまたは互いに接
続される複雑なインジケーターの場合には、2つ以上が観測可能なあり。 システムが検出する事
件 FMC のブロックまたはモニタであるはずであるトラフィックは現われます。

この仕組みを説明しましょう

FMC のイメージに示すように、設定しなければ脅威 知性 情報をどこにからのダウンロードする
ことを望むか出典をなりません。 FMC はセンサーにそれからその情報（観測可能な）を押しま
す。 トラフィックが観測可能なと一致するとき、事件は FMC ユーザインターフェイス
（GUI）に現われます。



 2 つの新しい用語があります:

STIX （構造化 脅威 知性式）は脅威 知性 情報を共有し、使用するための規格です。 3 つの
キー機能要素があります: インジケーター、観測可能なおよび事件

●

TAXII （インジケータ 情報の信頼された自動化された交換）は脅威 情報のための移送機構で
す

●

設定 

設定を完了するためにこれらのセクションを考慮に入れて下さい:

ネットワーク図

設定 

ステップ 1. TID を設定するために、イメージに示すように知性タブに、ナビゲート しなければな
りません。



注： エラーと完了するステータスは「供給がサポートされていない観測可能なが含まれて
いれば期待されます。

呼び出します。 脅威の出典を追加しなければなりません。 そこに出典を追加する 3 つの方法:

TAXII - このオプションを使用するとき、脅威 情報が STIX 形式で保存されるところでサーバ
を設定できます

●



注: 利用可能 な唯一の処理はモニタです。 STIX 形式の脅威のためのブロック処理を設定で
きません。

URL - STIX 脅威かフラットファイルが取付けられる HTTP/HTTPS ローカルサーバにリンク
を設定できます。

●



フラットファイル- *.txt 形式のファイルをアップロードでき、ファイルのコンテンツを規定
しなければなりません。 ファイルは行ごとの 1 つのコンテンツ エントリが含まれている必要
があります。

●



注: デフォルトで、すべての出典はセンサーに押されることを、これ意味します送達されま
す。 このプロセスは 20 分または多くにとることができます。

ステップ 3 インジケータ タブの下で、インジケーターが設定された出典からのダウンロードされ
たプロパティだったかどうか確認できます:



ステップ 4 インジケータの名前を選択すればそれについてのより多くの詳細を表示できます。 さ
らに、できますセンサーにそれを送達したいと思うかどうかまたは決定操作を変更したいと思え
ば（簡単なインジケータの場合には）。

イメージに示すように、複雑なインジケータはまたはオペレータによって接続される 2 つの観測
可能なとリストされています:



ステップ 5.のインジケーターに含まれている URL、IP アドレス、ドメインおよび SHA256 を見
つけることができる観測可能なタブへのナビゲート。 どの観測可能なをセンサーに押し、オプシ
ョンでそれらのための操作を変更するために望むか決定できます。 最後のカラムでは、発行/ない
発行オプションと同等の whitelist ボタンがあります。



 ステップ 6. TID が有効に なる デバイスのリストを確認するために要素タブにナビゲート して下
さい。

ステップ 7 （オプションの）。 Settings タブにナビゲート し、センサーにインディケータを押す
ことを止めるために一時停止ボタンを選択して下さい。 このオペレーションは 20 分程かかるこ
とができます。

確認 

方式 1. TID がトラフィックの操作を実行されたかどうか確認するために、事件タブにナビゲート
する必要があります。

方式 2。 事件は TID タグの下の安全保障局 Events タブの下で見つけることができます。



注: TID に 1，000,000 の事件の収蔵可能量があります。

方式 3。 です FMC およびセンサーに現在もし設定するなら出典（供給）を確認できます。 それ
をするために、CLI のこれらの場所にナビゲートできます:

/var/sf/siurl_download/

/var/sf/sidns_download/

/var/sf/iprep_download/

SHA256 供給のために作成される新しいディレクトリがあります: /var/sf/sifile_download/。

root@ftd622:/var/sf/sifile_download# ls -l

total 32

-rw-r--r-- 1 root root  166 Sep 14 07:13 8ba2b2c4-9275-11e7-8368-f6cc0e401935.lf

-rw-r--r-- 1 root root   38 Sep 14 07:13 8ba40804-9275-11e7-8368-f6cc0e401935.lf

-rw-r--r-- 1 root root   16 Sep 14 07:13 IPRVersion.dat

-rw-rw-r-- 1 root root 1970 Sep 14 07:13 dm_file1.acl

-rw-rw-r-- 1 www  www   167 Sep 14 07:13 file.rules

drwxr-xr-x 2 www  www  4096 Sep  4 16:13 health

drwxr-xr-x 2 www  www  4096 Sep  7 22:06 peers

drwxr-xr-x 2 www  www  4096 Sep 14 07:13 tmp

root@ftd622:/var/sf/sifile_download# cat 8ba2b2c4-9275-11e7-8368-f6cc0e401935.lf

#Cisco TID feed:TID SHA-256 Block:1

7a00ef4b801b2b2acd09b5fc72d7c79d20094ded6360fb936bf2c65a1ff16907

2922f0bb1acf9c221b6cec45d6d10ee9cf12117fa556c304f94122350c2bcbdc

注: TID は FMC のグローバル な Doiman でだけ有効に なります

注: スタンバイ Firepower Management Center に高可用性の設定（物理的 な FMC アプライ
アンス）のアクティブな Firepower Management Center のホスト TID、システム TID コン
フィギュレーションおよび TID データを同期しなければ。



トラブルシューティング

トップレベル プロセスがあります TID と呼ばれる。 このプロセスは 3 つのプロセスによって決
まります: mongo、RabbitMQ、redis。 プロセス実行 pmtool ステータスを確認するため | グレッ
プ「RabbitMQ \|mongo \|redis \|TID」 | グレップ「-」コマンド。

root@fmc622:/Volume/home/admin# pmtool status | grep 'RabbitMQ\|mongo\|redis\|tid' | grep " - "

RabbitMQ (normal) - Running 4221

mongo (system) - Running 4364

redis (system) - Running 4365

tid (normal) - Running 5128

root@fmc622:/Volume/home/admin#

どんな処置が奪取 されるかリアルタイムで確認するために、システム 支援ファイアウォール エ
ンジン デバッグかシステム 支援 trace コマンドを実行できます。

> system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol:

Please specify a client IP address: 192.168.16.2

Please specify a client port:

Please specify a server IP address:

Please specify a server port:

Monitoring firewall engine debug messages

...

192.168.16.2-59122 > 129.21.1.40-80 6 AS 1 I 1 URL SI: ShmDBLookupURL("http://www.example.com/")

returned 1

...

192.168.16.2-59122 > 129.21.1.40-80 6 AS 1 I 1 URL SI: Matched rule order 19, Id 19, si list id

1074790455, action 4

192.168.16.2-59122 > 129.21.1.40-80 6 AS 1 I 1 deny action

操作の点では 2 つの可能性があります:

URL SI: 一致されたルール順序 19、ID 19、si リスト ID 1074790455、操作 4 -トラフィック
はブロックされました

●

URL SI: 一致されたルール順序 20、ID 20、si リスト ID 1074790456、操作 6 -トラフィック
はモニタされました。

●
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