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概要

この資料は説明したものです Firepower Threat Defense （FTD）によって traceroute を可能にす
るために設定を

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）●

Firepower Threat Defense （FTD）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

この技術情報はすべての Firepower プラットフォームに適当です●

ソフトウェア バージョン 6.4.0 を実行する Cisco Firepower Threat Defense （FTD）●

バーチャル ソフトウェア バージョン 6.4.0 を実行する Cisco Firepower Management Center
（FMC）

●

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

パケットが宛先に奪取 する ルートを判別するのを助ける Traceroute。 traceroute は無効なポー



トの宛先へ UDP パケットを送信 することによってはたらきます。 ポートが無効であるので、宛
先へのルータは途中で ICMP Time Exceeded Message と対応し、ASA にそのエラーを報告しま
す。

traceroute は送信 される各プローブの結果を示します。 出力各行は増加順の TTL 値に対応しま
す。 この表は出力シンボルを説明したものです。

出力シンボル 説明
* 無応答はタイムアウト期間内のプローブのために受け取られました。

nn msec 各ノードに関しては、プローブの指定 番号のためのラウンドトリップ
時間（ミリ秒で）。

!! N ICMP ネットワークは到達不能です。
!! H ICMP ホストは到達不能です。
!! P ICMP は到達不能です。
!! A 管理上禁止される ICMP。
? 未知 ICMP エラー。

デフォルトで、ASA はホップとして traceroute で現われません。 それを現われさせますパスス
ルーが ASA ICMP 到達不可能なメッセージのレートリミットを高めるパケットの存続可能時間を
減少する必要があり。

注意： 存続可能時間を減少する場合、1 の TTL でパケットは廃棄されますが、接続は接続
はより大きい TTL でパケットが含まれているかもしれませんという想定のセッションのた
めに開きます。 いくつかのパケットが、OSPF HELLO パケットのような、と TTL = 1 送信
される、従って存続可能時間を減少することは予想外結果がある場合がありますことに注目
して下さい。 トラフィック クラスを定義した場合これらの考慮事項に留意して下さい。

設定

ステップ 1. traceroute レポートが有効に なる必要があるトラフィック クラスを定義する拡張
ACL を作成して下さい。

オブジェクト > オブジェクト 管理 > アクセス リストに FMC GUI および移動にログインして下
さい。 拡張を目次から選択し、新しい拡張アクセス リストを追加して下さい。オブジェクトの名
前を、たとえば、Traceroute_ACL の下で入力し、割り当てにルールを興味があるトラフィック追
加し、イメージに示すように、保存して下さい:

ステップ 2.存続可能時間値を減少することサービス ポリシー ルールを設定して下さい。



ポリシー > アクセスコントロールにナビゲートし、次にデバイスに割り当てられるポリシーを編
集して下さい。 次に Advanced タブの下で、脅威防衛サービス ポリシーを編集し、Add rule タブ
からの新しいルールを追加しそしてそれをグローバルに適用し、イメージに示すように、『
Next』 をクリック するために Global チェックボックスを選択して下さい:

トラフィックフローに > 拡張し、アクセス リストを次に前の手順で作成されたドロップダウン
メニューから選択します拡張アクセス リスト オブジェクトをナビゲートして下さい。 この場合イ

メージに示すように、『Next』 をクリック して下さい:



有効デクリメント TTL チェックボックスを選択し、他の接続オプション（オプションの）を修正
して下さい。 次にこの場合ルールを追加し、イメージに示すように脅威防衛サービス ポリシーへの変更
を、『OK』 をクリック し、保存するために『Finish』 をクリック して下さい:



前の手順が完了したら、アクセスコントロール ポリシーを保存するために確認して下さい。

  

ステップ 3. ICMP 到達不可能なメッセージ（オプションの）のレートリミットを高めて下さい。

次にデバイス > プラットフォーム設定にナビゲートし、編集しか、または新しい Firepower
Threat Defense プラットフォーム設定ポリシーを作成し、デバイスにそれを関連付けて下さい。
次にこの場合 ICMP を目次から選択し、50 へのレートリミットを、たとえば、（バースト サイ
ズを無視できます）高め、『SAVE』 をクリック し、イメージに示すようにデバイスにポリシー
を、展開することを続行して下さい:

注意： 到達不能 ICMP 宛先を確認して下さい（型 3）および ICMP 時間は外部から前フィ
ルタ ポリシーの ACL ポリシーまたは Fastpath'ed の内部への超過する（型 11）認められま
す。

確認

ポリシー配備が完了した FTD CLI からの設定をチェックして下さい:

FTD# show run policy-map

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

---Output omitted---

class class_map_Traceroute_ACL

set connection timeout idle 1:00:00

set connection decrement-ttl

class class-default

!

FTD# show run class-map

!

class-map inspection_default



---Output omitted---

class-map class_map_Traceroute_ACL

match access-list Traceroute_ACL

!

FTD# show run access-l Traceroute_ACL

access-list Traceroute_ACL extended permit object-group ProxySG_ExtendedACL_30064773500 any any

log

FTD#

トラブルシューティング

更に問題を解決するために関連したトラフィックのための FTD 入力および出力インターフェイス
のキャプチャを奪取できます。

ヒント： CSCvq79913 は、ヌル pdts_info のために廃棄される ICMP エラー パケット型 3
および 11 のために ICMP のために prefilter をできれば使用するためにリターントラフィッ
ク確認します。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq79913/?rfs=iqvred
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