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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
。

この技術情報では、Firepower データパス トラブルシューティングの第 一 段階を、パケット 入
力ステージ検知 します。

プラットフォーム ガイド

次のテーブルはこの技術情報によってカバーされるプラットフォームを説明します。

プラットフ
ォーム コー
ドネーム

説明
適当なハードウ
ェアプラットフ
ォーム

注意事項

SFR インストールされる FirePOWER サービス
（SFR）モジュールが付いている ASA。

ASA-5500-X シ
リーズ N/A

FTD （非 適応型セキュリティ アプライアンス ASA-5500-X シ N/A

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


SSP および
FPR-
2100）

（ASA）ソフトウェア インストールされる
Firepower Threat Defense （FTD）イメージ
（ASA）または仮想 な プラットフォームで

リーズ、仮想 な
NGFW プラット
フォーム

FTD
（SSP）

Firepower 拡張可能な操作中システム
（FXOS）で論理デバイスとしてインストー
ルされた FTD はシャーシを基づかせていま
した

FPR-9300、
FPR-4100、
FPR-2100

2100 シリーズは
FXOS シャーシ マネー
ジャを使用しません

パケット 入力フェーズのトラブルシューティング

最初のデータパス トラブルシューティングの手順はパケット処理の入力か出力ステージで行われ
るドロップがないことを確かめることです。 パケットが ingressing が、not egressing 場合、パ
ケットがデータパス内のインポートのデバイスによって廃棄されるか、またはデバイスが出力 パ
ケットを作成することができないことを確かめる場合もあります（たとえば、抜けた ARPエント
リ）。

疑わしいトラフィックを識別して下さい

パケット 入力ステージの解決の第一歩は問題トラフィックに関連するフローおよびインターフェ
イスを隔離することです。 これには、次のような特徴があります。

フロー情報 インターフェイス情報
プロトコル
ソース IP アドレス
送信元ポート
宛先 IP
宛先ポート

入力インターフェイス
出力インターフェイス

次に、例を示します。

TCP inside 172.16.100.101:38974 outside 192.168.1.10:80

ヒント： 頻繁に各フローで異なっている、宛先（サーバ）ポートは足りる必要があります
ので正確な送信元ポートを識別できる。

接続イベントがあるように確認して下さい

入力および出力 インターフェイスの概念を得た後トラフィックは一致する必要があります、また
フロー情報は、Firepower がフローをブロックしているかどうか識別するべき第一歩疑わしいト
ラフィックがあるように接続イベントを確認することです。 これらは分析 > 接続 > Events の下
の Firepower Management Center で表示することができます

注: 接続イベントをチェックする前に記録がアクセスコントロール ポリシー ルールで有効
に なるように、して下さい。 ロギングは各アクセスコントロール ポリシー ルール内の「
ロギング」タブで設定されます、また安全保障局タブ。 「イベント ビューア」にログを送
信 するために疑わしいルールが設定されることを確かめて下さい。



上述の例では、「検索」をクリックされます編集すれば Firepower によって検出するフローを見
るためにユニークな出典（発信側） IP はのでフィルタ追加されます。 Action カラムは「可能に
しなさいこのホスト トラフィックを」ことを示します。

Firepower が計画的にトラフィックをブロックする場合、処理はワード「ブロック」が含まれて
います。 「接続イベントのテーブル ビュー」のクリックはより多くのデータを提供します。 接
続イベントの次のフィールドは操作が「ブロック」である場合注目されます:

-原因

-アクセスコントロール ルール

これは、疑わしいコンポーネントがトラフィックをブロックしているイベントの他のフィールド
と結合されて狭くなるのを助けることができます。

トラブルシューティング アクセスコントロール ルールに関する詳細については、ここをクリック
することができます。

入力および出力 インターフェイスのパケットをキャプチャ する
こと

イベントがないか、または Firepower が「割り当て」または「信頼」のルール操作を表示する 接
続イベントにもかかわらずブロッキングのそれでも疑われればデータパス トラブルシューティン
グは続きます。

方法に関する手順は上記されるさまざまなプラットフォームの入力および出力 パケットキャプチ
ャを実行するここにあります:

SFR - ASA インターフェイスのキャプチャ

SFR モジュールは ASA ファイアウォールで動作するモジュール単にであるので確かめるために
ASA の入力および出力 インターフェイスの最初キャプチャに最もよいですことを入力がまた
egressing 同じパケット。

	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


この技術情報は方法に関する手順が ASA のキャプチャを行う含まれています。

それがこと判別されたら ASA を ingressing パケットはトラブルシューティング（DAQ フェーズ
）の次のフェーズに not egressing、続きます。

注: パケットが ASA 入力 インターフェイスで見られる場合、接続装置をチェックする価値
があるかもしれません。

FTD （非 SSP および FPR-2100） -入力および出力 インターフェイスのキャプチ
ャ

非 SSP FTD デバイスでキャプチャ することは ASA でキャプチャ することに類似したです。 た
だし、CLI 最初のプロンプトからキャプチャ コマンドを直接実行できます。 キャプチャに「トレ
ース」オプションを追加することを破棄された パケットをトラブルシューティングするとき助言
します。

ポート 22 の TCPトラフィックのための入力キャプチャを設定する例はここにあります:

「トレース」オプションを追加する場合最終的な評決にどのように来たか見るために、システム
によってトレースするようにそれから個々のパケットを選択できます。 またネットワーク アドレ
ス変換（NAT） IP 修正のようなパケットへの適切な修正が行われること、そして適切な出力 イ
ンターフェイスが選択されたことを確かめるのを助けます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html




上述の例では、デバイスを通して最終的に達したことトラフィックが鼻を鳴らすためにそれをイ
ンスペクション作る割り当て評決全面的に渡されたことがわかり。 トラフィックが両方向で見ら
れる場合があるので従って出力キャプチャがフローしていることをトラフィックがトレース出力
に示すようにきちんと egressing ことを確かめるために同様に必要であることをトラフィックが
このセッションのためのデバイスを、1 つをそこに奪取できることを確かめる場合もあります。 

注: デバイスが出力 パケットを作成することができない場合トレース操作は今でも「割り当
て」ですが、パケットは出力 インターフェイス キャプチャで作成されませんし、見られま
せん。 これは（この最後の 1 つが直接接続されれば） FTD にネクスト ホップまたは宛先
IP のための ARPエントリがない非常に一般的なシナリオです。 

FTD （SSP） -論理的な FTD インターフェイスのキャプチャ

FTD でパケットキャプチャを生成する同じステップに SSP プラットフォームで前述のように従
うことができます。 できま SSH を接続し、次のコマンドを FTD 論理インターフェイスの IP ア
ドレスに使用します入力:

Firepower-module1> connect ftd

>

また次のコマンドで FXOS コマンド プロンプトからの FTD 論理デバイス シェルにナビゲートで
きます:

# connect module 1 console

Firepower-module1> connect ftd

>

Firepower 9300 が使用される場合、モジュール番号はによってどのセキュリティモジュールが異
なる使用されているかことができます。 これらのモジュールは 3 つまでの論理デバイスをサポー
トできます。

複数インスタンスが使用される場合、例 ID は" Connect " コマンドに含んでいる必要があります
。 Telnet コマンドが異なる例に同時に接続するのに使用することができます。

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

インターフェイス エラーがあるかどうか点検して下さい

インターフェイス レベル問題はまたこのフェーズの間にチェックすることができます。 これはパ
ケットが入力 インターフェイス キャプチャで抜けている場合特に役立ちます。 インターフェイ
ス エラーが見られる場合、接続装置をチェックすることは有用である場合もあります。

SFR - ASA インターフェイスをチェックして下さい

FirePOWER （SFR）モジュールが基本的に ASA で動作する仮想マシンであるので実際の ASA
インターフェイスはエラーがあるかどうか点検されます。 ASA のインターフェイス統計情報のチ
ェックの詳細な情報に関しては、この ASA シリーズ コマンドレファレンスガイド セクションを
参照して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/asa/asa-command-reference/S/cmdref3/s7.html#pgfId-1497263


FTD （非 SSP および FPR-2100） -インターフェイス エラーがあるかどうか点検
して下さい

非 SSP FTD デバイスで > show interface コマンドは最初のコマンド プロンプトから実行するこ
とができます。 興味深い出力は赤で強調表示されています。

FTD （SSP） -インターフェイス エラーを探す データパス ナビゲート します

9300 および 4100 の SSP プラットフォームに第 1 がパケットを処理する内部 ファブリック相互
接続があります。 



それはインターフェイスの問題がイニシャルパケット 入力にあるかどうか確認する価値です。 こ
れらは FXOS システム CLI で動作するコマンドこの情報を得るためにです。

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

これは出力例です。



ファブリック相互接続は入力にパケットを処理した後、FTD デバイスをホストする論理デバイス
に割り当てられるインターフェイスにそれから送信 されます。

参照用のダイアグラムはここにあります:

あらゆるインターフェイス レベル問題があるように確認するために、次のコマンドを入力して下



さい:

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

これは出力例（赤で強調表示されている潜在的な問題）です:

どのエラーでも見られる場合、実際の FTD ソフトウェアはインターフェイス エラーがあるかど
うか同様に点検することができます。 



FTD プロンプトに到達するために、FTD CLI プロンプトにナビゲート することは最初に必要です
。

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

複数インスタンスに関しては:

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

これは出力例です。



Cisco Technical Assistance Center （TAC）に提供するべきデー
タ
data 手順
接続イベント スクリーン ショット 手順についてはこの技術情報を参照して下さい
「show interface」出力 手順についてはこの技術情報を参照して下さい

パケットキャプチャ

ASA/LINA に関しては: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-
firewalls/1180..。
Firepower に関しては: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-
appliances/11777..。

ASA 「show tech」出力

ログイン し、ASA CLI にターミナルセッションをログに保存して下さい。 show tech コマンドを入力し、次に
TAC にターミナルセッション 出力 ファイルを提供して下さい。
このファイルはこのコマンドでディスクか外部 ストレージ システムに保存することができます。
show tech | リダイレクト disk0:/show_tech.log

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

次の手順： Firepower DAQ 層を解決して下さい

Firepower デバイスはパケットを廃棄しているかどうかについてそれが明白でなければ Firepower
コンポーネントすべてをすぐに除外するために、Firepower デバイス自体はバイパスすることが
できます。 これは疑わしいトラフィックが Firepower デバイスを ingressing が、not egressing
問題の軽減で特に役立ちます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html


続行するために、Firepower データパス トラブルシューティングの次のフェーズを検討して下さ
い; Firepower DAQ。 続くためにここをクリックして下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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