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概要

このドキュメントでは、次世代ファイアウォール(NGFW)Firepower Threat Defense(FTD)アプラ
イアンスで簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)を設定およびトラブルシューティングする方
法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントでは、SNMPプロトコルに関する基本的な知識が必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの
ではありません。

このドキュメントの情報は、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。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認し
てください。

背景説明

Firepower NGFWアプライアンスは、次の2つの主要サブシステムに分割できます。

Firepower Extensible Operative System(FX-OS)は、シャーシハードウェアを制御します。●

Firepower Threat Defense(FTD)は、モジュール内で動作します。●

FTDは、2つの主要エンジン、Snortエンジン、およびLINAエンジンで構成される統合ソフトウェ
アです。FTDの現在のSNMPエンジンは、従来のASAに基づいており、LINA関連機能に対する可
視性があります。  

FX-OSとFTDには独立したコントロールプレーンがあり、監視の目的で異なるSNMPエンジンが
あります。各SNMPエンジンは異なる情報を提供し、デバイスのステータスをより包括的に表示
するために両方を監視することに関心がある場合があります。 

ハードウェアの観点から見ると、現在、Firepower NGFWアプライアンスには次の2つの主要アー
キテクチャがあります。Firepower 2100シリーズとFirepower 4100/9300シリーズです。

Firepower 4100/9300デバイスにはデバイス管理用の専用インターフェイスがあり、これは
FXOSサブシステムにアドレス指定されたSNMPトラフィックの送信元および宛先です。一方、
FTDアプリケーションはLINAインターフェイス（データおよび/または診断）を使用します。
6.6以降のFTDリリースでは、FTD管理インターフェイスも使用できます)。



Firepower 2100アプライアンスのSNMPエンジンは、FTD管理インターフェイスとIPを使用しま
す。アプライアンス自体がこのインターフェイスで受信したSNMPトラフィックをブリッジし、
FXOSソフトウェアに転送します。

  

ソフトウェアリリース6.6以降を使用するFTDでは、次の変更が導入されました。

管理インターフェイス上のSNMP。●

FPR1000またはFPR2100シリーズプラットフォームでは、この単一の管理インターフェイス
上でLINA SNMPとFXOS SNMPの両方を統合します。さらに、FMCの[Platform settings] >
[SNMP]の下に単一の設定ポイントが提供されます。

●

設定

FPR4100/FPR9300のシャーシ(FXOS)SNMP



GUIによるFXOS SNMPv1/v2cの設定

ステップ1:Firepower Chassis Manager(FCM)のUIを開き、[プラットフォーム設定] > [SNMP]タブ
に移動します。[SNMP enable]ボックスをオンにし、SNMP要求で使用するコミュニティ文字列
を指定し、[Save]を選択します。



注：[コミュニティ/ユーザ名]フィールドが既に設定されている場合、空のフィールドの右側
のテキストには[設定]と表示されます。はい。[コミュニティ/ユーザ名]フィールドに値がま
だ入力されていない場合は、空のフィールドの右側のテキストに[Set:No

ステップ2:SNMPトラップの宛先サーバを設定します。

注：クエリとトラップホストのコミュニティ値は独立しており、異なる値を指定できます

  

ホストは、IPアドレスまたは名前で定義できます。[OK]を選択し、SNMPトラップサーバの設定
が自動的に保存されます。SNMPのメインページから[save]ボタンを選択する必要はありません。
ホストを削除する場合も同様です。 

コマンドラインインターフェイス(CLI)によるFXOS SNMPv1/v2cの設定

ksec-fpr9k-1-A# scope monitoring

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # enable snmp

ksec-fpr9k-1-A /monitoring* # set snmp community

Enter a snmp community:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring* # enter snmp-trap 192.168.10.100

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set community

Community:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set version v2c

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set port 162

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # exit

ksec-fpr9k-1-A /monitoring* # commit-buffer



GUIによるFXOS SNMPv3の設定

ステップ1:FCMを開き、[プラットフォーム設定] > [SNMP]タブに移動します。

ステップ2:SNMP v3の場合、上のセクションにコミュニティストリングを設定する必要はありま
せん。作成されたすべてのユーザは、FXOS SNMPエンジンへのクエリーを正常に実行できます
。最初のステップは、プラットフォームでSNMPを有効にすることです。完了したら、ユーザと
宛先トラップホストを作成できます。SNMPユーザとSNMPトラップホストの両方が自動的に保
存されます。

  

ステップ3：図に示すように、SNMPユーザを追加します。認証タイプは常にSHAですが、暗号化
にはAESまたはDESを使用できます。



ステップ4：図に示すように、SNMPトラップホストを追加します。

CLIによるFXOS SNMPv3の設定



ksec-fpr9k-1-A# scope monitoring

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # enable snmp

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # create snmp-user user1

Password:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-user* # set auth sha

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-user* # set priv-password

Enter a password:

Confirm the password:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-user* # set aes-128 yes

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-user* # exit

ksec-fpr9k-1-A /monitoring* # enter snmp-trap 10.48.26.190

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set community

Community:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set version v3

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # set port 162

ksec-fpr9k-1-A /monitoring/snmp-trap* # exit

ksec-fpr9k-1-A /monitoring* # commit-buffer

FPR4100/FPR9300のFTD(LINA)SNMP

6.6+リリースでの変更

6.6以降のリリースでは、ポールとトラップにFTD管理インターフェイスを使用するオプショ
ンもあります。

●



SNMPシングルIP管理機能は、すべてのFTDプラットフォームで6.6以降でサポートされています
。

FPR2100●

FPR1000●

FPR4100●

FPR9300●

FTDを実行するASA5500●

FTDv●

LINA SNMPv2cの設定

ステップ1:FMC UIで、[Devices] > [Platform Settings] > [SNMP]に移動します。[Enable SNMP
Servers]オプションをオンにして、SNMPv2の設定を次のように設定します。

ステップ2:[Hosts]タブで[Add]ボタンを選択し、SNMPサーバの設定を指定します。



SNMPメッセージの送信元として診断インターフェイスを指定することもできます。診断インタ
ーフェイスは、トラフィックをボックス間（管理のみ）およびボックス間（管理のみ）でのみ許
可するデータインターフェイスです。



このイメージは6.6リリースのものです。ライトテーマを使用しています。

さらに、6.6以降のFTDリリースでは、管理インターフェイスを選択することもできます。



新しい管理インターフェイスが選択されている場合、管理インターフェイスでLINA SNMPを使用
できます。

結果：



LINA SNMPv3の設定

ステップ1:FMC UIで、[Devices] > [Platform Settings] > [SNMP]に移動します。[Enable SNMP
Servers]オプションにチェックマークを付け、SNMPv3ユーザとホストを設定します。



ステップ2：トラップを受信するようにホストを設定します。

ステップ3：受信するトラップは、[SNMP Traps]セクションで選択できます。

FPR2100のSNMP

FPR2100システムでは、FCMはありません。SNMPを設定する唯一の方法は、FMCを使用するこ



とです。

FPR2100のシャーシ(FXOS)SNMP

  

FTD 6.6以降と同様に、FTD管理インターフェイスをSNMPに使用するオプションもあります。こ
の場合、FXOSとLINAの両方のSNMP情報がFTD管理インターフェイスを介して転送されます。

FXOS SNMPv1/v2cの設定

FMC UIを開き、[Devices] > [Device Management]に移動します。デバイスを選択し、[SNMP]を
選択します。



FTD 6.6以降の変更

FTD管理インターフェイスを指定できます。

管理インターフェイスもSNMP用に設定できるため、ページには次の警告メッセージが表示され
ます。



このページのデバイスプラットフォームSNMP設定は、[デバイス] > [プラットフォーム設定（脅
威に対する防御）] > [SNMP] > [ホスト]を使用してデバイス管理インターフェイスでSNMP設定が
構成されている場合は、無効になります。

FXOS SNMPv3の設定

FMC UIを開き、[Choose Devices] > [Device Management]に移動します。デバイスを選択し、
[SNMP]を選択します。



FPR2100でのFTD(LINA)SNMP

6.6より前のリリースでは、FTD FP1xxx/FP21xxアプライアンスのLINA FTD SNMP設定は、
Firepower 4100または9300アプライアンスのFTDと同じです。

●

FTD 6.6+リリース

6.6以降のリリースでは、LINAポールとトラップにFTD管理インターフェイスを使用するオプ
ションもあります。

●



新しい管理インターフェイスが選択されている場合：

LINA SNMPは管理インターフェイスで使用できます。●

[Devices] > [Device Management]で[SNMP]タブが無効になります。通知バナーが表示されま
す。[SNMP device]タブは、2100/1100プラットフォームでのみ表示されていました。このペ
ージは、FPR9300/FPR4100およびFTD55xxプラットフォームには存在しません。

●

設定が完了すると、LINA SNMP + FXOS（FP1xxx/FP2xxx上）のSNMPポーリング/トラップ情報
がFTD管理インターフェイス上に表示されます。



SNMPシングルIP管理機能は、すべてのFTDプラットフォームで6.6以降でサポートされています
。

FPR2100●

FPR1000●

FPR4100●

FPR9300●

FTDを実行するASA5500●

FTDv●

詳細については、「Configure SNMP for Threat Defense」を参照してください

検証

FPR4100/FPR9300のFXOS SNMPの確認

FXOS SNMPv2cの検証

CLI設定の確認：

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # show snmp

Name: snmp

    Admin State: Enabled

    Port: 161

    Is Community Set: Yes

    Sys Contact:

    Sys Location:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # show snmp-trap

SNMP Trap:

    SNMP Trap                Port     Community  Version V3 Privilege Notification Type

    ------------------------ -------- ---------- ------- ------------ -----------------

    192.168.10.100           162                 V2c     Noauth       Traps

/content/en/us/td/docs/security/firepower/660/configuration/guide/fpmc-config-guide-v66/platform_settings_for_firepower_threat_defense.html#task_C98446BB601C4930974E7E287B1784C0


FXOSモードから：

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# show run snmp

!Command: show running-config snmp

!Time: Mon Oct 16 15:41:09 2017

version 5.0(3)N2(4.21)

snmp-server host 192.168.10.100 traps version 2c cisco456

snmp-server enable traps callhome event-notify

snmp-server enable traps callhome smtp-send-fail

… All traps will appear as enable …

snmp-server enable traps flexlink ifStatusChange

snmp-server context mgmt vrf management

snmp-server community cisco123 group network-operator

追加の検証：

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# show snmp host

-------------------------------------------------------------------

Host                            Port Version  Level  Type   SecName

-------------------------------------------------------------------

192.168.10.100                  162  v2c      noauth trap   cisco456

-------------------------------------------------------------------

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# show snmp

Community            Group / Access      context    acl_filter

---------            --------------      -------    ----------

cisco123              network-operator

...

SNMP要求のテスト

有効なホストからSNMP要求を実行します。

トラップ生成の確認

Ethanalyzerが有効なインターフェイスでフラップを使用して、SNMPトラップが生成され、定義
されたトラップホストに送信されることを確認できます。

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 162"

Capturing on eth0

wireshark-broadcom-rcpu-dissector: ethertype=0xde08, devicetype=0x0

2017-11-17 09:01:35.954624 10.62.148.35 -> 192.168.10.100 SNMP sNMPv2-Trap 2017-11-17

09:01:36.054511 10.62.148.35 -> 192.168.10.100 SNMP sNMPv2-Trap

警告：インターフェイスフラップにより、トラフィックが停止する可能性があります。この
テストは、ラボ環境またはメンテナンスウィンドウでのみ実行してください

FXOS SNMPv3の検証 

ステップ1:[Open FCM UI Platform Settings] > [SNMP] > [User]でパスワードとプライバシーパス



ワードが設定されているかどうかを表示します。

ステップ2:CLIでは、スコープの監視の下でSNMP設定を確認できます。  

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # show snmp

Name: snmp

    Admin State: Enabled

    Port: 161

    Is Community Set: No

    Sys Contact:

    Sys Location:

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # show snmp-user

SNMPv3 User:

    Name                     Authentication type

    ------------------------ -------------------

    user1                    Sha

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # show snmp-user detail

SNMPv3 User:

    Name: user1

    Authentication type: Sha

    Password: ****

    Privacy password: ****

    Use AES-128: Yes

ksec-fpr9k-1-A /monitoring # show snmp-trap

SNMP Trap:

    SNMP Trap                Port     Community  Version V3 Privilege Notification Type

    ------------------------ -------- ---------- ------- ------------ -----------------

    192.168.10.100 162 V3 Priv Traps

ステップ3:FXOSモードで、SNMP設定と詳細を展開できます。

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# show running-config snmp all



…

snmp-server user user1 network-operator auth sha 0x022957ee4690a01f910f1103433e4b7b07d4b5fc priv

aes-128 0x022957ee4690a01f910f1103433e4b7b07d4b5fc localizedkey

snmp-server host 192.168.10.100 traps version 3 priv user1

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# show snmp user

______________________________________________________________

                  SNMP USERS

______________________________________________________________

User                          Auth  Priv(enforce) Groups

____                          ____  _____________ ______

user1                         sha   aes-128(yes)   network-operator

______________________________________________________________

 NOTIFICATION TARGET USERS (configured  for sending V3 Inform)

______________________________________________________________

User                          Auth  Priv

____                          ____  ____

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# show snmp host

-------------------------------------------------------------------

Host                            Port Version  Level  Type   SecName

-------------------------------------------------------------------

10.48.26.190 162 v3 priv trap user1 ------------------------------------------------------------

-------

SNMP要求のテスト

設定を確認し、SNMP機能を持つデバイスからSNMP要求を実行できます。

SNMP要求の処理方法を確認するには、SNMPデバッグを使用できます。

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# debug snmp pkt-dump

ksec-fpr9k-1-A(fxos)# 2017 Oct 16 17:11:54.681396 snmpd: 1281064976.000000:iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2

= NULL  SNMPPKTEND

2017 Oct 16 17:11:54.681833 snmpd:  SNMPPKTSTRT: 3.000000 161 1281064976.000000

1647446526.000000 0.000000 0.000000 0 4 3 3 0    0 remote ip,v4: snmp_40437_10.48.26.190 \200

11  0 \200 11 user1 5 0 0 0xa19ef14 89

2017 Oct 16 17:11:54.683952 snmpd: 1281064976.000000:iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.83886080 = STRING:

"mgmt0"  SNMPPKTEND

2017 Oct 16 17:11:54.684370 snmpd:  SNMPPKTSTRT: 3.000000 162 1281064976.000000

1647446526.000000 0.000000 0.000000 0 4 3 3 0    0 remote ip,v4: snmp_40437_10.48.26.190 \200

11  0 \200 11 user1 5 0 0 0xa19ef14 89

注意：デバッグは、デバイスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

FPR2100のFXOS SNMPの確認

FXOS SNMPv2の検証

CLIで設定を確認します。

FP2110-4 /monitoring # show snmp

Name: snmp



    Admin State: Enabled

    Port: 161

    Is Community Set: Yes

    Sys Contact:

    Sys Location:

FP2110-4 /monitoring # show snmp-trap

 

SNMP Trap:

    SNMP Trap                Port     Version V3 Privilege Notification Type

    ------------------------ -------- ------- ------------ -----------------

    10.48.26.190             162      V2c     Noauth       Traps

SNMPの動作の確認

FXOSをポーリングし、SNMP機能を持つホストまたはデバイスからSNMP要求を送信できること
を確認できます。

capture-trafficコマンドを使用して、SNMP要求と応答を確認します。  

> capture-traffic

 

Please choose domain to capture traffic from:

  0 - management0

 

Selection? 0

 

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: udp port 161

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes

13:50:50.521383 IP 10.48.26.190.42224 > FP2110-4.snmp:  C=cisco123 GetNextRequest(29) 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr

13:50:50.521533 IP FP2110-4.snmp > 10.48.26.190.42224:  C=cisco123 GetResponse(32) 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1=[|snmp]

^C

Caught interrupt signal

 

Exiting.

 

2 packets captured

2 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

FXOS SNMPv3の検証

CLIで設定を確認します。

FP2110-4 /monitoring # show snmp

Name: snmp

    Admin State: Enabled

    Port: 161

    Is Community Set: No

    Sys Contact:

    Sys Location:

FP2110-4 /monitoring # show snmp-user detail



SNMPv3 User:

    Name: user1

    Authentication type: Sha

    Password: ****

    Privacy password: ****

    Use AES-128: Yes

FP2110-4 /monitoring # show snmp-trap detail

SNMP Trap:

    SNMP Trap: 10.48.26.190 Port: 163 Version: V3 V3 Privilege: Priv

    Notification Type: Traps

SNMPの動作を確認します。

FXOSをポーリングできることを確認するために、SNMP要求を送信します。

さらに、要求をキャプチャできます。

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

  0 - management0

Selection? 0

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: udp port 161

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes

14:07:24.016590 IP 10.48.26.190.38790 > FP2110-4.snmp: F=r U= E= C= [|snmp] 14:07:24.016851 IP

FP2110-4.snmp > 10.48.26.190.38790: F= [|snmp][|snmp] 14:07:24.076768 IP 10.48.26.190.38790 >

FP2110-4.snmp: F=apr [|snmp][|snmp] 14:07:24.077035 IP FP2110-4.snmp > 10.48.26.190.38790: F=ap

[|snmp][|snmp] ^C4 packets captured Caught interrupt signal Exiting. 4 packets received by

filter 0 packets dropped by kernel

FTD SNMPの確認

FTD LINA SNMP設定を確認するには、次の手順を実行します。

Firepower-module1# show run snmp-server

snmp-server host OUTSIDE3 10.62.148.75 community ***** version 2c no snmp-server location no

snmp-server contact snmp-server community *****

ポスト6.6 FTDでは、SNMP用にFTD管理インターフェイスを設定して使用できます。

firepower# show running-config snmp-server

snmp-server group Priv v3 priv

snmp-server group NoAuth v3 noauth

snmp-server user uspriv1 Priv v3 engineID

80000009fe99968c5f532fc1f1b0dbdc6d170bc82776f8b470 encrypted auth sha256

6d:cf:98:6d:4d:f8:bf:ee:ad:01:83:00:b9:e4:06:05:82:be:30:88:86:19:3c:96:42:3b



:98:a5:35:1b:da:db priv aes 128

6d:cf:98:6d:4d:f8:bf:ee:ad:01:83:00:b9:e4:06:05

snmp-server user usnoauth NoAuth v3 engineID

80000009fe99968c5f532fc1f1b0dbdc6d170bc82776f8b470

snmp-server host ngfw-management 10.225.126.168 community ***** version 2c

snmp-server host ngfw-management 10.225.126.167 community *****

snmp-server host ngfw-management 10.225.126.186 version 3 uspriv1

no snmp-server location

no snmp-server contact

その他の検証:

Firepower-module1# show snmp-server host

host ip = 10.62.148.75, interface = OUTSIDE3 poll community ***** version 2c

SNMPサーバのCLIから、snmpwalk:

root@host:/Volume/home/admin# snmpwalk -v2c -c cisco -OS 10.62.148.48

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 6.2.3.1 (Build 43), ASA

Version 9.9(2)4 SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.1.2313 DISMAN-EVENT-

MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8350600) 23:11:46.00 SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: Firepower-module1 SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: SNMPv2-

MIB::sysServices.0 = INTEGER: 4 IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 10 IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5

IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6 IF-MIB::ifIndex.7 = INTEGER: 7 IF-MIB::ifIndex.8 = INTEGER: 8 IF-

MIB::ifIndex.9 = INTEGER: 9 IF-MIB::ifIndex.10 = INTEGER: 10 IF-MIB::ifIndex.11 = INTEGER: 11

...

SNMPトラフィック統計情報の確認。

Firepower-module1# show snmp-server statistics

1899 SNMP packets input

    0 Bad SNMP version errors

    0 Unknown community name

    0 Illegal operation for community name supplied

    0 Encoding errors

    1899 Number of requested variables

    0 Number of altered variables

    0 Get-request PDUs

    1899 Get-next PDUs

    0 Get-bulk PDUs

    0 Set-request PDUs (Not supported)

1904 SNMP packets output

    0 Too big errors (Maximum packet size 1500)

    0 No such name errors

    0 Bad values errors

    0 General errors

    1899 Response PDUs

    5 Trap PDUs

FPR4100/FPR9300でのFXOSへのSNMPトラフィックの許可

FPR4100/9300のFXOS設定では、送信元IPアドレスごとにSNMPアクセスを制限できます。アク
セスリストの設定セクションでは、SSH、HTTPS、またはSNMP経由でデバイスに到達できるネ
ットワーク/ホストを定義します。SNMPサーバからのSNMPクエリーが許可されていることを確
認する必要があります。 

GUIによるグローバルアクセスリストの設定



CLIによるグローバルアクセスリストの設定

ksec-fpr9k-1-A# scope system

ksec-fpr9k-1-A /system # scope services

ksec-fpr9k-1-A /system/services # enter ip-block 0.0.0.0 0 snmp

ksec-fpr9k-1-A /system/services/ip-block* # commit-buffer

検証

ksec-fpr9k-1-A /system/services # show ip-block

Permitted IP Block:

    IP Address      Prefix Length Protocol

    --------------- ------------- --------

    0.0.0.0 0 https  0.0.0.0 0 snmp

    0.0.0.0 0 ssh

OIDオブジェクト・ナビゲータの使用

Cisco SNMP Object Navigatorは、さまざまなOIDを変換して簡単な説明を取得できるオンライン
ツールです。 

https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en


FTD LINA CLIからshow snmp-server oidコマンドを使用して、ポーリング可能なLINA OIDのリス
ト全体を取得します。

> system support diagnostic-cli

firepower# show snmp-server oid

-------------------------------------------------

[0]     1.3.6.1.2.1.1.1. sysDescr [1] 1.3.6.1.2.1.1.2. sysObjectID [2] 1.3.6.1.2.1.1.3.

sysUpTime [3] 1.3.6.1.2.1.1.4. sysContact [4] 1.3.6.1.2.1.1.5. sysName [5] 1.3.6.1.2.1.1.6.

sysLocation [6] 1.3.6.1.2.1.1.7. sysServices [7] 1.3.6.1.2.1.1.8. sysORLastChange

... [1081] 1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.9. vacmAccessStatus [1082] 1.3.6.1.6.3.16.1.5.1.

vacmViewSpinLock [1083] 1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.3. vacmViewTreeFamilyMask [1084]

1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.4. vacmViewTreeFamilyType [1085] 1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.5.

vacmViewTreeFamilyStorageType [1086] 1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.6. vacmViewTreeFamilyStatus --------

----------------------------------------- firepower#

注：このコマンドは非表示です。

トラブルシューティング

Cisco TACが認識する最も一般的なSNMPケースジェネレータは次のとおりです。

FTD LINA SNMPをポーリングできない1.
FXOS SNMPをポーリングできない2.
使用するSNMP OID値3.
SNMPトラップを取得できない4.
SNMPでFMCをモニタできない5.



SNMPを設定できない6.
Firepower Device ManagerのSNMP設定7.

FTD LINA SNMPをポーリングできない

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「SNMP経由でデータを取得できません。」●

「SNMPv2でデバイスをポーリングできません。」●

「SNMPは動作しません。SNMPを使用してファイアウォールを監視したいと考えています
が、設定後に問題が発生します」

●

「SNMP v2cまたは3を介してFTDをモニタできない2つのモニタリングシステムがあります
。」

●

「SNMPウォークはファイアウォールでは機能しません。」●

推奨されるトラブルシューティング

これは、LINA SNMPポーリング問題の推奨トラブルシューティングフローチャートです。

ディープダイブ

1. SNMPパケットはFTDに到着しますか。



キャプチャを有効にして、SNMPパケットの到着を確認します●

FTD管理インターフェイス（リリース6.6以降）のSNMPでは、「management」キーワードを使
用します。

firepower# show run snmp-server

snmp-server host management 192.0.2.100 community ***** version 2c

FTDデータインターフェイスのSNMPは、インターフェイスの名前を使用します。

firepower# show run snmp-server

snmp-server host net201 192.0.2.100 community ***** version 2c

FTD管理インターフェイスでのキャプチャ：

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

 0 - management1

 1 - management0

 2 - Global

Selection? 1

FTDデータインターフェイスでのキャプチャ：

firepower# capture SNMP interface net201 trace match udp any any eq 161

FTDデータインターフェイスパケットトレース(機能シナリオ – 6.6/9.14.1より前):



FTDデータインターフェイスのパケットトレース(機能しないシナリオ – 6.6/9.14.1以降):

2. FTD入力キャプチャにSNMPパケットが表示されない場合：

パスに沿ってアップストリームにキャプチャを取得●

SNMPサーバが適切なFTD IPを使用していることを確認します●

FTDインターフェイスに面しているスイッチポートから開始し、アップストリームに移動し
ます

●



3. FTD SNMP応答が表示されますか。

FTDが応答するかどうかを確認するには、次のようにチェックします。

FTD出力キャプチャ（LINAまたは管理インターフェイス）1.
送信元ポートが161のSNMPパケットを確認します。

firepower# show capture SNMP

75 packets captured

  1: 22:43:39.568101       802.1Q vlan#201 P0 192.0.2.100.58255 > 192.0.2.50.161:  udp 39

  2: 22:43:39.568329       802.1Q vlan#201 P0 192.0.2.100.58255 > 192.0.2.50.161:  udp 39

  3: 22:43:39.569611       802.1Q vlan#201 P0 192.0.2.50.161 > 192.0.2.100.58255:  udp 119

6.6/9.14.1以降のリリースでは、次の1つの追加キャプチャポイントがあります。NLPタップイン
ターフェイスでキャプチャします。NAT処理されたIPは162.254.x.xの範囲からであることに注意
してください。

admin@firepower:~$ sudo tcpdump -i tap_nlp

listening on tap_nlp, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

16:46:28.372018 IP 192.0.2.100.49008 > 169.254.1.2.snmp:  C="Cisc0123" GetNextRequest(28) 

E:cisco.9.109

16:46:28.372498 IP 169.254.1.2.snmp > 192.0.2.100.49008:  C="Cisc0123" GetResponse(35) 

E:cisco.9.109.1.1.1.1.2.1=0

追加チェック



a.FTD LINA snmp-server statisticsを確認します。

firepower# clear snmp-server statistics

firepower# show snmp-server statistics

379 SNMP packets input

   0 Bad SNMP version errors

   0 Unknown community name

   0 Illegal operation for community name supplied

   0 Encoding errors

    351 Number of requested variables    <- SNMP requests in

…

360 SNMP packets output

   0 Too big errors (Maximum packet size 1500)

   0 No such name errors

   0 Bad values errors

   0 General errors

    351 Response PDUs                    <- SNMP replies out

   9 Trap PDUs

b.FTD LINA接続テーブル

このチェックは、FTD入力インターフェイスのキャプチャにパケットが表示されない場合に非常
に便利です。これは、データインターフェイスのSNMPに対してのみ有効な検証であることに注
意してください。SNMPが管理インターフェイス(post-6.6/9.14.1)にある場合、connは作成されま
せん。

firepower# show conn all protocol udp port 161

13 in use, 16 most used

...

UDP nlp_int_tap  169.254.1.2:161 net201  192.0.2.100:55048, idle 0:00:21, bytes 70277, flags -c

c. FTD LINA syslog



これは、データインターフェイスのSNMPに対してのみ有効な検証です。SNMPが管理インター
フェイス上にある場合、ログは作成されません。

firepower# show log | i 302015.*161

Jul 13 2021 21:24:45: %FTD-6-302015: Built inbound UDP connection 5292 for

net201:192.0.2.100/42909 (192.0.2.100/42909) to nlp_int_tap:169.254.1.2/161 (192.0.2.50/161)

d.ホストの送信元IPが正しくないため、FTDがSNMPパケットをドロップするかどうかを確認し
ます

e.クレデンシャルが正しくない（SNMPコミュニティ）

キャプチャの内容には、コミュニティ値（SNMP v1および2c）が表示されます。

f.誤った設定（SNMPバージョンやコミュニティストリングなど）

デバイスのSNMP設定とコミュニティストリングを確認するには、いくつかの方法があります。

firepower# more system:running-config | i community

snmp-server host net201 192.0.2.100 community cISCO123 version 2c

別の方法：

firepower# debug menu netsnmp 4

g.FTD LINA/ASA ASPドロップ

これは、SNMPパケットがFTDによってドロップされているかどうかを確認するのに便利なチェ
ックです。まず、カウンタをクリアし(clear asp drop)、テストします。



firepower# clear asp drop

firepower# show asp drop

Frame drop:

 No valid adjacency (no-adjacency)                                  6

 No route to host (no-route)                                       204

 Flow is denied by configured rule (acl-drop)                      502

 FP L2 rule drop (l2_acl)                                            1

Last clearing: 19:25:03 UTC Aug 6 2021 by enable_15

Flow drop:

Last clearing: 19:25:03 UTC Aug 6 2021 by enable_15

h.ASPキャプチャ

ASPキャプチャは、ドロップされたパケット（ACLや隣接関係など）を可視化します。

firepower# capture ASP type asp-drop all

次のように、キャプチャの内容をテストして確認します。

firepower# show capture

capture ASP type asp-drop all [Capturing - 196278 bytes]

i.SNMPコア（トレースバック）：検証方法1

このチェックは、システムの安定性の問題が疑われる場合に役立ちます。

firepower# show disk0: | i core

13  52286547    Jun 11 2021 12:25:16  coredumpfsys/core.snmpd.6208.1626214134.gz

SNMPコア（トレースバック）：検証方法2

admin@firepower:~$ ls -l /var/data/cores

-rw-r--r-- 1 root root 685287 Jul 14 00:08 core.snmpd.6208.1626214134.gz

SNMPコアファイルが表示された場合は、次の項目を収集してCisco TACに連絡してください。

FTD TSファイル（またはASA show tech）●

snmpd coreファイル●

SNMPデバッグ（これらは隠しコマンドで、新しいバージョンでのみ使用可能）:

firepower# debug snmp trace [255]

firepower# debug snmp verbose [255]

firepower# debug snmp error [255]

firepower# debug snmp packet [255]

ファイアウォールSNMP応答はサーバに到達しますか。



FTDが応答するが、応答がサーバに到達しない場合は、次のようにチェックします。

a.FTDルーティング

FTD管理インターフェイスルーティングの場合：

> show network

FTD LINAデータインターフェイスルーティングの場合：

firepower# show route

b.宛先MACの検証

FTD mgmt dst MAC検証：

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

 0 - management1

 1 - management0

 2 - Global

Selection? 1

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: -n -e udp port 161

01:00:59.553385 a2:b8:dc:00:00:02 > 5c:fc:66:36:50:ce, ethertype IPv4 (0x0800), length 161:

10.62.148.197.161 > 10.62.184.23.49704:  C="cisco" GetResponse(105)  .1.3.6.1.2.1.1.1.0="Cisco

Firepower Threat Defense, Version 7.0.0 (Build 3), ASA Version 9.16(0)3"

FTD LINAデータインターフェイスの宛先MAC検証：



firepower# show capture SNMP detail

...

  6: 01:03:01.391886 a2b8.dc00.0003 0050.5685.3ed2 0x8100 Length: 165

     802.1Q vlan#201 P0 192.168.21.50.161 > 192.168.21.100.40687:  [udp sum ok] udp 119 (DF)

(ttl 64, id 42429)

c. SNMPパケットをドロップ/ブロックする可能性のあるパス上のデバイスをチェックします。

SNMPサーバを確認します

a.キャプチャの内容を確認して、設定を確認します

b.サーバ設定を確認します

c. SNMPコミュニティ名の変更を試みます（たとえば、特殊文字は使用できません）。

2つの条件が満たされている限り、エンドホストまたはFMCを使用してポーリングをテストでき
ます。

SNMP接続が確立されている1.
送信元IPはデバイスのポーリングを許可される2.

admin@FS2600-2:~$ snmpwalk -c cisco -v2c 192.0.2.197

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.0.0 (Build 3), ASA

Version 9.16(0)3

SNMPv3ポーリングに関する考慮事項



ライセンス:SNMPv3には強力な暗号化ライセンスが必要です。Smart Licensingポータルで
[Export Controlled Functionality]が有効になっていることを確認します

●

トラブルシューティングでは、新しいユーザ/クレデンシャルを使用して試すことができます●

暗号化が使用されている場合は、SNMPv3トラフィックを復号化し、次の説明に従ってペイ
ロードを確認できます。https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-
ngfw/215092-analyze-firepower-firewall-captures-to-e.html#anc59

●

ソフトウェアが次のような不具合の影響を受ける場合は、暗号化にAES128を使用します。●

Cisco Bug ID CSCvy27283 ASA/FTD SNMPv3ポーリングが、プライバシーアルゴリズム
AES192/AES256を使用して失敗する可能性があります

Cisco Bug ID CSCvx45604 auth shaおよびpriv aes 192を使用するユーザでSnmpv3ウォークが失
敗する

注：アルゴリズムの不一致が原因でSNMPv3に障害が発生した場合、「show」出力とログ
には明白な情報は表示されません

SNMPv3ポーリングに関する考慮事項：ケーススタディ

SNMPv3 snmpwalk：機能シナリオ1.

admin@FS2600-2:~$ snmpwalk -v 3 -u Cisco123 -l authPriv -a SHA -A Cisco123 -x AES -X Cisco123

192.168.21.50

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.0.0 (Build 3), ASA

Version 9.16(0)3

SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.1.2315

キャプチャ(snmpwalk)に、各パケットの応答が表示されます。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvy27283
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvx45604


キャプチャファイルに異常は何も表示されません。

SNMPv3 snmpwalk：暗号化の失敗2.
ヒント#1:タイムアウト：

admin@FS2600-2:~$ snmpwalk -v 3 -u Cisco123 -l authPriv -a SHA -A Cisco123 -x DES -X Cisco123

192.168.21.50

Timeout: No Response from 192.0.2.1

ヒント#2:多くの要求と1つの応答があります。

ヒント#3:Wiresharkの復号化失敗：



ヒント#4. ma_ctx2000.logファイルで「error parsing ScopedPDU」メッセージを確認します。

> expert

admin@firepower:~$ tail -f /mnt/disk0/log/ma_ctx2000.log

security service 3 error parsing ScopedPDU

security service 3 error parsing ScopedPDU

security service 3 error parsing ScopedPDU

「ScopedPDUの解析エラー」は、暗号化エラーの強力なヒントです。ma_ctx2000.logファイルに
は、SNMPv3のイベントのみが表示されることに注意してください。

SNMPv3 snmpwalk：認証の失敗3.
ヒント#1:認証の失敗

admin@FS2600-2:~$ snmpwalk -v 3 -u Cisco123 -l authPriv -a MD5 -A Cisco123 -x AES -X Cisco123

192.168.21.50

snmpwalk: Authentication failure (incorrect password, community or key)

ヒント#2:多くの要求と応答があります

ヒント#3:Wireshark不正パケット



ヒント#4:「Authentication failed」メッセージのma_ctx2000.logファイルを確認します。

> expert

admin@firepower:~$ tail -f /mnt/disk0/log/ma_ctx2000.log

Authentication failed for Cisco123

Authentication failed for Cisco123

FXOS SNMPをポーリングできない

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「SNMPがFXOSのバージョンを誤っています。FXOSのバージョンに対してSNMPを使用し
てポーリングを行う場合、出力を理解するのは困難です」

●

「FXOS FTD4115でsnmpコミュニティを設定できません。」●

「スタンバイファイアウォールでFXOSを2.8から2.9にアップグレードすると、SNMP経由で
情報を受信しようとするとタイムアウトになります。」

●

「snmpwalkは9300 fxosで失敗しますが、同じバージョンの4140 fxosで動作します。到達可
能性とコミュニティは問題ではありません」

●

「FPR4K FXOSに25台のSNMPサーバを追加したいと考えていますが、追加できません」●

推奨されるトラブルシューティング

これは、FXOS SNMPポーリング問題の推奨トラブルシューティングフローチャートです。



1. FXOSキャプチャにSNMPパケットが表示されますか。

FPR1xxx/21xx

FPR1xxx/21xxにはシャーシマネージャはありません（アプライアンスモード）●

管理インターフェイスからFXOSソフトウェアをポーリングできます●



> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

 0 - management0

 1 - Global

Selection? 0

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: -n host 192.0.2.100 and udp port 161

41xx/9300

Firepower 41xx/93xxでは、Ethanalyzer CLIツールを使用してシャーシキャプチャを取得しま
す。

●

firepower# connect fxos

firepower(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 161" limit-captured-

frames 50 write workspace:///SNMP.pcap

firepower(fxos)# exit

firepower# connect local-mgmt

firepower(local-mgmt)# dir

1 11152 Jul 26 09:42:12 2021 SNMP.pcap

firepower(local-mgmt)# copy workspace:///SNMP.pcap ftp://ftp@192.0.2.100/SNMP.pcap

2. FXOSキャプチャのパケットがない

パスに沿ってアップストリームにキャプチャを取得●

3. FXOSの応答



機能シナリオ：●

> capture-traffic

...

Options: -n host 192.0.2.23 and udp port 161

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

08:17:25.952457 IP 192.0.2.23.36501 > 192.0.2.28.161:  C="Cisco123" GetNextRequest(25) 

.1.3.6.1.2.1

08:17:25.952651 IP 192.0.2.28.161 > 192.0.2.23.36501:  C="Cisco123" GetResponse(97) 

.1.3.6.1.2.1.1.1.0="Cisco Firepower FPR-1150 Security Appliance, System Version 2.10(1.1)"

FXOSが応答しない4.



追加チェック

SNMP設定を確認します（UIまたはCLIから）。●

firepower# scope monitoring

firepower /monitoring # show snmp

Name: snmp

   Admin State: Enabled

   Port: 161

   Is Community Set: Yes

特殊文字（「$」など）には注意してください。●

FP4145-1# connect fxos

FP4145-1(fxos)# show running-config snmp all

FP4145-1(fxos)# show snmp community

Community            Group / Access      context    acl_filter

---------            --------------      -------    ----------

Cisco123              network-operator

SNMP v3では、show snmp-user [detail]を使用します●

FXOSの互換性の確認●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/compatibility/fxos-
compatibility.html#id_59069

4.FXOSが応答しない場合

FXOS SNMPカウンタを確認します。

/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/compatibility/fxos-compatibility.html#id_59069
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/compatibility/fxos-compatibility.html#id_59069


FXOSアクセスコントロールリスト(ACL)を確認します。 これは、FPR41xx/9300プラットフ
ォームでのみ適用されます。

●

トラフィックがFXOS ACLによってブロックされている場合、要求は表示されますが、応答は表
示されません。

firepower(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter

"udp port 161" limit-captured-frames 50 write workspace:///SNMP.pcap

Capturing on 'eth0'

   1 2021-07-26 11:56:53.376536964 192.0.2.23  192.0.2.37 SNMP 84 get-next-request 1.3.6.1.2.1

   2 2021-07-26 11:56:54.377572596 192.0.2.23  192.0.2.37 SNMP 84 get-next-request 1.3.6.1.2.1

   3 2021-07-26 11:56:55.378602241 192.0.2.23  192.0.2.37 SNMP 84 get-next-request 1.3.6.1.2.1

ユーザインターフェイス(UI)からFXOS ACLを確認できます。

CLIからFXOS ACLを確認することもできます。

firepower# scope system

firepower /system # scope services

firepower /system/services # show ip-block detail

Permitted IP Block:

   IP Address: 0.0.0.0

   Prefix Length: 0

   Protocol: snmp

SNMPのデバッグ（パケットのみ）。 FPR41xx/9300にのみ適用：●



FP4145-1# connect fxos

FP4145-1(fxos)# terminal monitor

FP4145-1(fxos)# debug snmp pkt-dump

2021 Aug  4 09:51:24.963619 snmpd:  SNMPPKTSTRT: 1.000000 161 495192988.000000 0.000000 0.000000

0.000000 0 0 2 1 0   Cisco123 8 remote ip,v4: snmp_44048_192.0.2.23  0  0  0  0 0 0 0 15

Debug SNMP (all) – このデバッグ出力は非常に冗長です。●

FP4145-1(fxos)# debug snmp all

2021 Aug  4 09:52:19.909032 snmpd: SDWRAP message Successfully processed

2021 Aug  4 09:52:21.741747 snmpd: Sending it to SDB-Dispatch

2021 Aug  4 09:52:21.741756 snmpd: Sdb-dispatch did not process

SNMP関連のFXOS障害があるかどうかを確認します。●

FXOS# show fault

Severity Code Last Transition Time ID Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning F78672 2020-04-01T21:48:55.182 1451792 [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: resource-

unavailable Code: unspecified Message: Failed to set SNMP user

(sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

snmpdコアがあるかどうかを確認します。●

FPR41xx/FPR9300の場合：

firepower# connect local-mgmt

firepower(local-mgmt)# dir cores

1 1983847 Apr 01 17:26:40 2021 core.snmpd.10012.1585762000.gz

1 1984340 Apr 01 16:53:09 2021 core.snmpd.10018.1585759989.gz

FPR1xxx/21xxの場合：

firepower(local-mgmt)# dir cores_fxos

snmpdコアが見つかった場合は、FXOSトラブルシューティングバンドルとともにコアを収集し
、Cisco TACに連絡してください。

5. SNMP応答はSNMPサーバに到着しますか。



FXOSルーティングを確認します●

FPR41xx/9300からの出力を次に示します。

firepower# show fabric-interconnect

Fabric Interconnect:

   ID   OOB IP Addr     OOB Gateway     OOB Netmask     OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway Prefix

Operability Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max) Switch Forwarding Path Entry Count

(Current/Max)

   ---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ------

----------- --------------------------------------------

A    192.0.2.37    192.0.2.1     255.255.255.128 ::               ::               64    

Operable    0/500                                        14/1021

キャプチャを取得し、pcapをエクスポートして、応答のdst MACを確認します●

最後に、SNMPサーバ（キャプチャ、設定、アプリケーションなど）を確認します●

使用するSNMP OID値

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「Cisco Firepowerの機器を監視したいと考えています。コアCPU、メモリ、ディスクごとに
SNMP OIDを指定してください。

●

「ASA 5555デバイスの電源のステータスを監視するために使用できるOIDはありますか。」●

「FPR 2KとFPR 4KでシャーシSNMP OIDを取得したい。」●

「ASA ARPキャッシュをポーリングします。」●

「BGPピアダウンのSNMP OIDを知る必要があります。」●

SNMP OID値の検索方法

次のドキュメントでは、FirepowerデバイスのSNMP OIDに関する情報を提供しています。



Cisco Firepower Threat Defense(FTD)SNMPモニタリングホワイトペーパー：●

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firepower-ngfw/white-paper-c11-
741739.html

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS MIBリファレンスガイド：●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef.ht
ml

FXOSプラットフォームで特定のOIDを検索する方法：●

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-9000-series/214337-how-to-look-
for-an-specific-oid-on-fxos.html

CLI(ASA/LINA)からSNMP OIDを確認します●

firepower# show snmp-server ?

 engineID    Show snmp engineID

 group       Show snmp groups

host        Show snmp host's

 statistics  Show snmp-server statistics

 user        Show snmp users

firepower# show snmp-server oid  <- hidden option!

[1]  .1.3.6.1.2.1.2.1   IF-MIB::ifNumber

[2]  .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1   IF-MIB::ifIndex

[3]  .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2   IF-MIB::ifDescr

[4]  .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3   IF-MIB::ifType

OIDの詳細については、SNMPオブジェクトナビゲータを参照してください●

https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en

FXOS(41xx/9300)で、FXOS CLIから次の2つのコマンドを実行します。●

FP4145-1# connect fxos

FP4145-1(fxos)# show snmp internal oids supported create

FP4145-1(fxos)# show snmp internal oids supported

- SNMP All supported MIB OIDs -0x11a72920

Subtrees for Context:

ccitt

1

1.0.8802.1.1.1.1.1.1  ieee8021paeMIB

1.0.8802.1.1.1.1.1.2

...

一般的なOIDのクイックリファレンス

要件 OID
CPU(LINA) 1.3.6.1.4.1.9.9.109
CPU(Snort) 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7, 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.10 (FP >= 6.7)
メモリ(LINA) 1.3.6.1.4.1.9.9.48, 1.3.6.1.4.1.9.9.221
メモリ(Linux/FMC) 1.3.6.1.4.1.2021.4
FXOS使用/空きメモ
リ(41xx/93xx) 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12.1, 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.13.1

インターフェイス 1.3.6.1.2.1.2
HA情報 1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
クラスタ情報 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
VPN情報 1.3.6.1.4.1.9.9.171.1 – ヒント：firepower# show snmp-server oid | i ike

/content/en/us/products/collateral/security/firepower-ngfw/white-paper-c11-741739.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-ngfw/white-paper-c11-741739.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-9000-series/214337-how-to-look-for-an-specific-oid-on-fxos.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-9000-series/214337-how-to-look-for-an-specific-oid-on-fxos.html
https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en


BGPステータス ENH Cisco Bug ID CSCux13512 :SNMPポーリング用のBGP MIBの追加
FPR1K/2K
ASA/ASAvスマート
ライセンス

ENH Cisco Bug ID CSCvv83590 :FPR1k/2kのASAv/ASA:スマートライセ
ンスのステータスを追跡するにはSNMP OIDが必要

FXOSレベルのポー
トチャネルのLina
SNMP OID

ENH Cisco Bug ID CSCvu91544 :FXOSレベルのポートチャネルインター
フェイス統計情報に対するLina SNMP OIDのサポート

SNMPトラップを取得できない

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「FTDのSNMPv3はSNMPサーバにトラップを送信しません。」●

「FMCとFTDはSNMPトラップメッセージを送信しません。」●

「FTD 4100でFXOS用にSNMPを設定し、SNMPv3とSNMPv2を試行しましたが、両方とも
トラップを送信できません。」

●

「Firepower SNMPはモニタリングツールにトラップを送信しません。」●

「ファイアウォールFTDはSNMPトラップをNMSに送信しません。」●

「SNMPサーバトラップは機能しません。」●

「FTD 4100でFXOS用にSNMPを設定し、SNMPv3とSNMPv2を試行しましたが、両方とも
トラップを送信できません。」

●

推奨されるトラブルシューティング

これは、Firepower SNMPトラップの問題に関する推奨トラブルシューティングフローチャート
です。

1.出力キャプチャにSNMPトラップが表示されていますか。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCux13512
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv83590
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu91544


管理インターフェイスでLINA/ASAトラップをキャプチャするには、次の手順を実行します。

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

 0 - management0

 1 - Global

Selection? 0

Options: -n host 192.0.2.100 and udp port 162

データインターフェイスでLINA/ASAトラップをキャプチャするには、次の手順を実行します。

firepower# capture SNMP interface net208 match udp any any eq 162

FXOSトラップ(41xx/9300)をキャプチャするには：

firepower# connect fxos

firepower(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 162" limit-captured-

frames 500 write workspace:///SNMP.pcap

 1 2021-08-02 11:22:23.661436002  10.62.184.9  10.62.184.23 SNMP 160 snmpV2-trap

1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0

firepower(fxos)# exit

firepower# connect local-mgmt

firepower(local-mgmt)# dir

1 11134 Aug 2 11:25:15 2021 SNMP.pcap

firepower(local-mgmt)# copy workspace:///SNMP.pcap ftp://ftp@192.0.2.100/SNMP.pcap

2.出力インターフェイスにパケットが表示されない場合



firepower# show run all snmp-server

snmp-server host ngfw-management 10.62.184.23 version 3 Cisco123 udp-port 162

snmp-server host net208 192.168.208.100 community ***** version 2c udp-port 162

snmp-server enable traps failover-state

FXOS SNMPトラップの設定：

FP4145-1# scope monitoring

FP4145-1 /monitoring # show snmp-trap

SNMP Trap:

   SNMP Trap     Port   Community  Version  V3 Privilege Notification Type

   ------------------- ------- --------------- ----------- ---------------- -----------------

   192.0.2.100     162    ****              V2c        Noauth         Traps

注：1xxx/21xxでは、これらの設定が表示されるのは、[Devices] > [Device Management] >
[SNMP config]の場合だけです。

管理インターフェイスを介したトラップのLINA/ASAルーティング：●

> show network

データインターフェイスを介したトラップのLINA/ASAルーティング：●

firepower# show route

FXOSルーティング(41xx/9300):●

FP4145-1# show fabric-interconnect

トラップカウンタ(LINA/ASA):●



firepower# show snmp-server statistics | i Trap

   20 Trap PDUs

およびFXOS:

FP4145-1# connect fxos

FP4145-1(fxos)# show snmp | grep Trap

       1296 Out Traps PDU

追加チェック

宛先SNMPサーバでキャプチャを取得します●

その他の確認事項：

パスに沿ったキャプチャ●

SNMPトラップパケットの宛先MACアドレス●

SNMPサーバの設定とステータス（ファイアウォール、オープンポートなど）●

SNMPコミュニティストリング●

SNMPサーバの設定●

SNMPでFMCをモニタできない

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「スタンバイFMCではSNMPが動作しません。」●

「FMCメモリを監視する必要があります。」●

「SNMPはスタンバイ6.4.0.8 FMCで機能しますか？」●

「CPU、メモリなどのリソースを監視するようにFMCを設定する必要があります」●



推奨されるトラブルシューティング

FMC SNMPの問題の推奨トラブルシューティングフローチャートを次に示します。

1. SNMPパケットがFMCに到達するか？



FMC管理インターフェイスでのキャプチャ：●

admin@FS2600-2:~$ sudo tcpdump -i eth0 udp port 161 -n

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

10:58:45.961836 IP 192.0.2.10.57076 > 192.0.2.23.161:  C="Cisco123" GetNextRequest(28) 

.1.3.6.1.4.1.2021.4

ヒント：キャプチャをFMC /var/common/ディレクトリに保存し、FMC UIからダウンロード
します

admin@FS2600-2:~$ sudo tcpdump -i eth0 udp port 161 -n -w /var/common/FMC_SNMP.pcap

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

^C46 packets captured

46 packets received by filter

FMCは応答しますか。



FMCが応答しない場合のチェック：

FMC SNMPの設定([System] > [Configuration]) SNMPセクション[Access List]セクション●

FMCが応答しない場合のチェック：

キャプチャ(pcap)の内容●

コミュニティストリング（キャプチャで確認できます）●

FMCピグテール出力（エラー、障害、トレースを検索）および/var/log/snmpd.logの内容●

snmpdプロセス●

admin@FS2600-2:~$ sudo pmtool status | grep snmpd

snmpd (normal) - Running 12948

Command: /usr/sbin/snmpd -c /etc/snmpd.conf -Ls daemon -f -p /var/run/snmpd.pid

PID File: /var/run/snmpd.pid

Enable File: /etc/snmpd.conf

snmpdコア●



admin@FS2600-2:~$ ls -al /var/common | grep snmpd

-rw-------  1 root root         5840896 Aug  3 11:28 core_1627990129_FS2600-2_snmpd_3.12948

/etc/snmpd.confのバックエンド設定ファイル：●

admin@FS2600-2:~$ sudo cat /etc/snmpd.conf

# additional user/custom config can be defined in *.conf files in this folder

includeDir /etc/snmp/config.d

engineIDType 3

agentaddress udp:161,udp6:161

rocommunity Cisco123

rocommunity6 Cisco123

注：SNMPが無効になっている場合、snmpd.confファイルは存在しません

スタンバイFMCですか。●

6.4.0 ～ 9より前および6.6.0より前では、スタンバイFMCはSNMPデータを送信しません
（snmpdはWaitingステータスです）。 これは正常な動作です。機能拡張Cisco Bug ID
CSCvs32303

SNMPを設定できない

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「Cisco Firepower Management CenterおよびFirepower 4115 Threat Defense用にSNMPを設
定したいと考えています」

●

「FTDでのSNMP設定のサポート」●

「FTDアプライアンスでSNMPモニタリングを有効にします。」●

「FXOSでSNMPサービスの設定を試みますが、システムが最終的にcommit-bufferを許可し
ません。「Error:変更は許可されていません。「Connect ftd」を使用して変更を加えます。」

●

「FTDアプライアンスでSNMPモニタリングを有効にしたいです。」●

「FTDでSNMPを設定できず、モニタリング中にデバイスを検出できません。」●

SNMP設定の問題に対処する方法

最初の事項：ドキュメンテーション!

現在のドキュメントを読む●

FMC設定ガイド：●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-
guide-v70.html

FXOS設定ガイド：●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos2101/web-
guide/b_GUI_FXOS_ConfigGuide_2101/platform_settings.html#topic_6C6725BBF4BC4333BA207
BE9DB115F53

さまざまなSNMPドキュメントに注意してください。

FMC SNMP:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs32303
/content/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-guide-v70.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-guide-v70.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos2101/web-guide/b_GUI_FXOS_ConfigGuide_2101/platform_settings.html#topic_6C6725BBF4BC4333BA207BE9DB115F53
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos2101/web-guide/b_GUI_FXOS_ConfigGuide_2101/platform_settings.html#topic_6C6725BBF4BC4333BA207BE9DB115F53
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos2101/web-guide/b_GUI_FXOS_ConfigGuide_2101/platform_settings.html#topic_6C6725BBF4BC4333BA207BE9DB115F53


FXOS SNMP:

Firepower 41xx/9300 SNMPの設定：



Firepower 1xxx/21xx SNMPの設定：

Firepower Device Manager(FDM)のSNMP設定

問題の説明（実際のCisco TACケースの例）:

「FDMを使用するデバイスFirepowerのSNMPv3に関するガイダンスが必要です。」●

「FPR 2100デバイスのFDMからのSNMP設定は機能しません。」●

「FDMでSNMP v3の設定を機能させることができません。」●

「FDM 6.7 SNMP構成サポート」●

「Firepower FDMでSNMP v3を有効にします。」●

SNMP FDMの設定の問題に対処する方法

6.7より前のバージョンでは、FlexConfig:●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd-
fdm-advanced.html

Firepowerバージョン6.7と同様に、SNMP設定はFlexConfigではなくREST APIで行われてい
ます。

●

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/216551-configure-and-
troubleshoot-snmp-on-firep.html

SNMPトラブルシューティングのチートシート

1xxx/21xx/41xx/9300(LINA/ASA):Cisco TACでケースをオープンする前に収集すべき情報

/content/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd-fdm-advanced.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd-fdm-advanced.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/216551-configure-and-troubleshoot-snmp-on-firep.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/216551-configure-and-troubleshoot-snmp-on-firep.html


コマンド 説明
firepower# show run snmp-server ASA/FTD LINA SNMP設定の確認

firepower# show snmp-server statistics
ASA/FTD LINAのSNMP統計情報を確認します。
SNMPパケットの入力カウンタとSNMPパケットの
出力カウンタに注目してください。

>capture-traffic 管理インターフェイスのトラフィックのキャプチャ

firepower# capture SNMP-POLL interface
net201 trace match udp any eq 161

UDP 161（SNMPポーリング）のデータインターフ
ェイス(nameif 'net201')上のトラフィックのキャプ
チャ

firepower# capture SNMP-TRAP interface
net208 match udp any eq 162

UDP 162（SNMPトラップ）のデータインターフェ
イス(nameif 'net208')のトラフィックをキャプチャ
します

firepower# show capture SNMP-POLL packet-
number 1 trace

ASA/FTD LINAデータインターフェイスに到着する
入力SNMPパケットをトレースします

admin@firepower:～$ sudo tcpdump -i tap_nlp NLP(Non-Lina Process)の内部タップインターフェ
イスでキャプチャします。

firepower# show conn all protocol udp port 161 UDP 161（SNMPポーリング）上のすべての
ASA/FTD LINA接続を確認します。

firepower# show log | i 302015.*161 ASA/FTD LINAログ302015でSNMPポーリングを確
認します

firepower# more system:running-config | i
community SNMPコミュニティストリングを確認します

firepower# debug menu netsnmp 4 SNMP設定とプロセスIDを確認します
firepower# show asp table classify interface
net201 domain permit match port=161

「net201」という名前のインターフェイスのSNMP
ACLのヒットカウントを確認します

firepower# show disk0: | i core SNMPコアがあるかどうかを確認します

admin@firepower:～$ ls -l /var/data/core SNMPコアがあるかどうかを確認します。FTDにの
み適用

firepower# show route ASA/FTD LINAルーティングテーブルの確認

> show network FTD管理プレーンルーティングテーブルを確認しま
す

admin@firepower:～$ tail -f
/mnt/disk0/log/ma_ctx2000.log FTDでのSNMPv3の確認/トラブルシューティング

firepower# debug snmp trace [255]
firepower# debug snmp verbose [255]
firepower# debug snmp error [255]
firepower# debug snmp packet [255]

新しいリリースでは隠しコマンドが使用されていま
す。Cisco TACによるSNMPのトラブルシューティ
ングに役立つ内部デバッグ

41xx/9300(FXOS):Cisco TACでケースをオープンする前に収集すべき情報

コマンド 説明
firepower# connect fxos
firepower(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-
filter "udp port 161" limit-captured-frames 50 write
workspace:///SNMP-POLL.pcap
firepower(fxos)# exit
firepower# connect local-mgmt
firepower(local-mgmt)# dir
1 1152 Jul 26 09:42:12 2021 SNMP.pcap
firepower(local-mgmt)# copy workspace:///SNMP.pcap
ftp://ftp@192.0.2.100/SNMP.pcap

SNMPポーリングのためのFXOSキャプ
チャ(UDP 161)
リモートFTPサーバへのアップロード
FTP IP:192.0.2.100
FTP ユーザ名:FTP

firepower# connect fxos
firepower(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-

SNMPトラップのFXOSキャプチャ(UDP
162)

ftp://ftp@192.0.2.100/SNMP.pcap


filter "udp port 162" limit-captured-frames 50 write
workspace:///SNMP-TRAP.pcap
firepower# scope system
firepower /system # scope services
firepower /system/services # show ip-block detail

FXOS ACLを確認します

firepower# show fault FXOS障害の確認

firepower# show fabric-interconnect FXOSインターフェイス設定とデフォル
トゲートウェイ設定を確認します

firepower# connect fxos
firepower(fxos)# show running-config snmp all FXOS SNMP設定の確認

firepower# connect fxos
firepower(fxos)# show snmp internal oid supported create
firepower(fxos)# show snmp internal oid supported

FXOS SNMP OIDの確認

firepower# connect fxos
firepower(fxos)# show snmp

FXOS SNMPの設定とカウンタを確認し
ます

firepower# connect fxos
firepower(fxos)# terminal monitor
firepower(fxos)# debug snmp pkt-dump
firepower(fxos)# debug snmp all

Debug FXOS SNMP（'packets'または
'all'）
「terminal no monitor」および「
undebug all」を使用して停止します

1xxx/21xx(FXOS):Cisco TACでケースをオープンする前に収集すべき情報

コマンド 説明
>capture-traffic 管理インターフェイスのトラフィックのキャプチャ
>show network FTD管理プレーンルーティングテーブルを確認します
firepower# scope monitoring
firepower /monitoring # show snmp [host]
firepower /monitoring # show snmp-user
[detail]
firepower /monitoring # show snmp-trap

FXOS SNMP設定の確認

firepower# show fault FXOS障害の確認
firepower# connect local-mgmt
firepower(local-mgmt)# dir core_fxos
firepower(local-mgmt)# dir core

FXOSコアファイル（トレースバック）のチェック

FMC:Cisco TACでケースをオープンする前に収集する内容

コマンド 説明
admin@FS2600-2:～$ sudo tcpdump -i eth0 udp port
161 -n

SNMPポーリング用の管理インターフェイス
のトラフィックのキャプチャ

admin@FS2600-2:～$ sudo tcpdump -i eth0 udp port
161 -n -w /var/common/FMC_SNMP.pcap

SNMPポーリングの管理インターフェイスの
トラフィックをキャプチャし、ファイルに保
存します

admin@FS2600-2:～$ sudo pmtoolの状態 | grep snmpd SNMPプロセスのステータスを確認します

admin@FS2600-2:～$ ls -al /var/common | grep snmpd SNMPコアファイル（トレースバック）のチ
ェック

admin@FS2600-2:～$ sudo cat /etc/snmpd.conf SNMPコンフィギュレーションファイルの内
容を確認します

snmpwalkの例

次のコマンドは、検証とトラブルシューティングに使用できます。

コマンド 説明



# snmpwalk -c Cisco123 -v2c 192.0.2.1

SNMP v2cを使用して、リモートホスト
からのすべてのOIDを取得します。
Cisco123 =コミュニティストリング
192.0.2.1 =宛先ホスト

# snmpwalk -v2c -c Cisco123 -OS 192.0.2.1
1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3
iso.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.1 = Gauge32:0

SNMP v2c

# snmpwalk -c Cisco123 -v2c 192.0.2.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1 -On
.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 = Gauge32:0

フェッチされたOIDを数値形式で表示し
ます

# snmpwalk -v3 -l authPriv -u cisco -a SHA -A Cisco123 -x
AES -X Cisco123 192.0.2.1

SNMP v3を使用して、リモートホストか
らのすべてのOIDを取得します。
SNMPv3ユーザ= cisco
SNMPv3認証= SHA。
SNMPv3認可= AES

# snmpwalk -v3 -l authPriv -u cisco -a MD5 -A Cisco123 -x
AES -X Cisco123 192.0.2.1

SNMP v3（MD5およびAES128）を使用
して、リモートホストからのすべての
OIDを取得します。

# snmpwalk -v3 -l auth -u cisco -a SHA -A Cisco123
192.0.2.1 認証のみのSNMPv3

SNMP不具合の検索方法

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=snmp&pf=prdNm&sb=anfr&bt=custV
に移動します

1.

キーワードsnmpを入力し、[Select from list]を選択します2.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=snmp&pf=prdNm&sb=anfr&bt=custV


最も一般的な製品：

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア●

Cisco Firepower 9300 シリーズ●

Cisco Firepower Management Center仮想アプライアンス●

Cisco Firepower NGFW●

関連情報

脅威防御のためのSNMPの設定●

FXOS(UI)でのSNMPの設定●

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/platform_settings_for_firepower_threat_defense.html#task_C98446BB601C4930974E7E287B1784C0
/content/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos241/web-guide/b_GUI_FXOS_ConfigGuide_241/platform_settings.html#topic_6C6725BBF4BC4333BA207BE9DB115F53
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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