
 

クイック スタート  ガイド
Cisco ASA FirePOWER モジュール

1 ASA FirePOWER モジュール

2 ASA FirePOWER のガイ ド ライン

3 ASA FirePOWER 管理インターフ ェイスの接続

4 ASA での Adaptive Security Device Manager （ASDM） の起動

5 ASA FirePOWER ソフ トウェア モジュールのインス トールまたは再イ メージング

6 ASA FirePOWER 管理 IP アドレスの変更

7 ASA FirePOWER CLI での ASA FirePOWER の基本設定

8 ASA FirePOWER を  FireSIGHT 管理センターへ追加する

9 ASA FirePOWER モジュールでのセキュ リテ ィ  ポリシーの設定

10 ASA FirePOWER モジュールへのト ラフ ィ ッ クのリダイレク ト

11 次の作業



 

改訂日 ： 2014 年 10 月 1 日 

1  ASA FirePOWER モジュール
ASA FirePOWER モジュールは、 Next-Generation Intrusion Prevention System （NGIPS）、 Application Visibility and Control
（AVC）、 URL フ ィルタ リ ング、 Advanced Malware Protection （AMP） などの次世代のファ イアウォール サービスを提供し
ます。 このモジュールは、 シングル コンテキス ト またはマルチ コンテキス ト  モードで使用する こ と も、 ルーテッ ド  モード
または ト ランスペアレン ト  モードで使用する こ と もできます。

このモジュールは、 ASA SFR と も呼ばれます。

このモジュールには、 初期設定およびト ラブルシューティ ング用の基本的なコマンド  ラ イン  インターフェイス （CLI） が用
意されていますが、 別のアプ リ ケーシ ョ ンである  FireSIGHT 管理センターを使用して、 デバイス上にセキュ リ テ ィ  ポ リ シー
を設定する こ と もできます。 このアプ リ ケーシ ョ ンは、 別の FireSIGHT 管理センターのアプラ イアンス上にホス トする こ と
も、 VMware サーバ上で実行される仮想アプラ イアンス と してホス トする こ と も可能です （FireSIGHT 管理センター は防御
センターと も呼ばれます）。

ASA FirePOWER モジュールが ASA と連携する方法

ASA FirePOWER モジュールは、 ASA とは別個のアプ リ ケーシ ョ ンを実行します。 このモジュールは、 （ASA 5585-X での
み） ハード ウェア モジュールと して使用する こ と も、 （他のすべてのモジュールでは） ソフ ト ウェア モジュールと して使用
するこ と もできます。 ハード ウェア モジュールと して使用する場合、 デバイスには別の管理ポート と コンソール ポート 、 お
よび特別なデータ  インターフェイスが含まれます。 このインターフェイスは、 モジュール自体ではな く、 ASA が直接使用し
ます。

デバイスは、 パッシブ展開 （モニタ専用） またはインラ イン展開のいずれかで設定できます。

• パッシブ展開では、 ト ラフ ィ ッ クのコピーがデバイスに送信されますが、 ASA には返されません。 パッシブ モードでは、
デバイスが ト ラフ ィ ッ クに対して実行したと思われる内容を確認し、 ネッ ト ワークに影響を与えずに ト ラフ ィ ッ クの内容
を評価できます。

• インライン展開では、 実際の ト ラフ ィ ッ クがデバイスに送信されるため、 ト ラフ ィ ッ クで発生する内容は、 デバイスのポ
リシーの影響を受けます。 望まし くない ト ラフ ィ ッ クがド ロ ップされ、 ポ リ シーによ り適用された他のアクシ ョ ンが実行
された後、 ト ラフ ィ ッ クは ASA に返されて、 追加の処理および最終的な伝送が行われます。

以降の項で、 これらのモードについて詳し く説明します。

ASA FirePOWER インライン モード

インラ イン モードでは、 ト ラフ ィ ッ クは ASA FirePOWER モジュールに転送される前に、 ファ イアウォール検査を受けま
す。ASA で ASA FirePOWER インスペクシ ョ ンのために ト ラフ ィ ッ クを識別する場合、 ト ラフ ィ ッ クは次のよ うに ASA およ
びモジュールを通過します。

1. ト ラフ ィ ッ クはASAに入り ます。

2. 着信 VPN ト ラフ ィ ッ クが復号化されます。

3. ファ イアウォール ポ リ シーが適用されます。

4. ト ラフ ィ ッ クが ASA FirePOWER モジュールに送信されます。

5. ASA FirePOWER モジュールは ト ラフ ィ ッ クにセキュ リ テ ィ  ポ リ シーを適用し、 適切なアクシ ョ ンを実行します。

6. 有効な ト ラフ ィ ッ クが ASA に返されます。 ASA FirePOWER モジュールは、 セキュ リ テ ィ  ポ リ シーに従って一部の ト ラ
フ ィ ッ クをブロ ッ クする こ とがあ り、 ブロ ッ ク された ト ラフ ィ ッ クは渡されません。

7. 発信 VPN ト ラフ ィ ッ クが暗号化されます。

8. ト ラフ ィ ッ クが ASA から出ます。

次の図は、 ASA FirePOWER モジュールをインラ イン  モードで使用する場合の ト ラフ ィ ッ ク  フローを示します。 この例で
は、 特定のアプ リ ケーシ ョ ンに許可されない ト ラフ ィ ッ クをモジュールがブロ ッ ク します。 それ以外の ト ラフ ィ ッ クは、
ASAを通って転送されます。
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図 1 ASA での ASA FirePOWER モジュール ト ラフ ィ ック  フロー

（注） 2 つの ASA インターフェイス上のホス ト が接続されており、 ASA FirePOWER サービス  ポ リ シーがインターフェイ
スの一方のみに設定されている場合は、 これらのホス ト間のすべての ト ラフ ィ ッ クが ASA FirePOWER モジュール
に送信されます。 この機能は双方向であるため、 これらの ト ラフ ィ ッ クには ASA FirePOWER 以外からの ト ラ
フ ィ ッ ク も含まれます。

ASA FirePOWER パッシブ （モニタ専用） モード

モニタ専用モードの ト ラフ ィ ッ ク  フローは、 インラ イン モードの ト ラフ ィ ッ ク  フローと同じです。ただし、ASA FirePOWER 
モジュールでは ト ラフ ィ ッ クを  ASA に戻さない点のみが異なり ます。 代わりに、 モジュールは ト ラフ ィ ッ クにセキュ リ テ ィ  
ポ リ シーを適用し、 インラ イン モードで動作していたらどのよ うになっていたかをユーザに通知します。 たとえば、 ト ラ
フ ィ ッ クが 「ド ロ ップされていたこ とが予想される」 とマーク される場合があ り ます。 ト ラフ ィ ッ ク分析に対してこの情報を
使用する と、 インラ イン モードが必要かど うかを判断する う えで役に立ちます。

パッシブ モードを設定するには、 サービス  ポ リ シーに、 ト ラフ ィ ッ クをモジュールへリ ダイレク トするモニタ専用の指示を
含めます。

（注） ASA 上でモニタ専用モード と通常のインライン モードの両方を同時に設定できません。 セキュ リ ティ  ポ リシーの 1 つ
のタイプのみが許可されます。 マルチ コンテキス ト  モードでは、 一部のコンテキス トに対してモニタ専用モードを設
定し、 残りのコンテキス トに対して通常のインライン モードを設定するこ とはできません。

次の図は、 パッシブ モードで実行する場合の ト ラフ ィ ッ ク  フローを示します。

図 2 ASA FirePOWER パッシブ （モニタ専用） モード
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ASA FirePOWER 管理アクセス

ASA FirePOWER モジュールを管理するために、 初期設定 （およびそれ以降の ト ラブルシューティ ング） 用とポ リ シー管理
用の 2 つのアクセス  レイヤがあ り ます。

初期設定の場合は、 ASA FirePOWER モジュールで CLI を使用する必要があ り ます。 CLI にアクセスするには、 次の方法を
使用します。

• ASA 5585-X （ハード ウェア モジュール） ：

– ASA FirePOWER コンソール ポート ： モジュールのコンソール ポートは別個の外部コンソール ポート です。

– ASA FirePOWER 管理 1/0 インターフェイス （SSH を使用） ：デフォル トの IP アドレス （192.168.45.45/24） に接続す
るこ と も、 ASDM を使用して管理 IP アドレスを変更してから  SSH を使用して接続するこ と もできます。 モジュール
の管理インターフェイスは、 別の外部ギガビッ ト  イーサネッ ト インターフェイスです。

（注） session コマン ドを使用して、ASA バッ クプレーンを経由して ASA FirePOWER ハード ウェア モジュール CLI に
アクセスする こ とはできません。

• 他のすべてのモデル （ソフ ト ウェア モジュール） ：

– バッ クプレーンを経由した ASA セッシ ョ ン ： ASA に CLI アクセスが可能な場合は、 モジュールにセッシ ョ ン接続し、
そのモジュール CLI にアクセスできます。

– SSH を使用した ASA FirePOWER 管理 0/0 インターフェイス ： デフォル ト の IP アド レス （192.168.45.45/24） に
接続する こ と も、 ASDM を使用して管理 IP アド レスを変更してから  SSH を使用して接続するこ と もできます。
ASA FirePOWER 管理インターフェイスは、ASA と管理インターフェイスを共有します。ASA と  ASA FirePOWER 
モジュールに対して、 別の MAC アド レス と  IP アド レスがサポート されます。 ASA FirePOWER IP アド レスの設
定は、 ASA FirePOWER オペレーティ ング  システム内で （CLI または ASDM を使用して） 実行する必要があ り ま
す。 ただし、 物理特性 （インターフェイスのイネーブル化など） は、 ASA 上で設定されます。 ASA インターフェ
イス  コンフ ィギュレーシ ョ ン （具体的にはインターフェイス名） を削除して、 このインターフェイスを  ASA 
FirePOWER 専用インターフェイス とする こ とができます。 このインターフェイスは管理専用です。

初期設定の後で、 FireSIGHT 管理センター を使用して、 ASA FirePOWER セキュ リ テ ィ  ポ リ シーを設定します。 その後で、
CLI、 ASDM、 または Cisco Security Manager を使用して、 ASA FirePOWER モジュールに ト ラフ ィ ッ クを送信するための 
ASA ポ リ シーを設定します。

ASA の機能との互換性

ASA には、 多数の高度なアプ リ ケーシ ョ ン インスペクシ ョ ン機能があ り、 HTTP インスペクシ ョ ンもその一つです。 ただし、
ASA FirePOWER モジュールには ASA よ り も高度な HTTP インスペクシ ョ ン機能があ り、 その他のアプ リ ケーシ ョ ンについ
ても機能が追加されています。 たとえば、 アプ リ ケーシ ョ ン使用状況のモニタ リ ングおよび制御機能です。

ASA FirePOWER モジュールの機能を最大限に活用するには、ASA FirePOWER モジュールに送信する ト ラフ ィ ッ クに関する
次のガイ ド ラ インを参照して ください。

• HTTP ト ラフ ィ ッ クに対して ASA インスペクシ ョ ンを設定しないでください。

• ク ラウ ド  Web セキュ リ ティ （ScanSafe） インスペクシ ョ ンを設定しないでください。ASA FirePOWER インスペクシ ョ ンと  
Cloud Web Security のインスペクシ ョ ンの両方を同じ ト ラフ ィ ッ クに設定する と、 ASA では ASA FirePOWER インスペク
シ ョ ンのみが実行されます。

• ASA 上の他のアプリ ケーシ ョ ン インスペクシ ョ ンは ASA FirePOWER モジュールと互換性があ り、 これにはデフォルト  イ
ンスペクシ ョ ンも含まれます。

• Mobile User Security （MUS） サーバを有効にしないでください。 これは ASA FirePOWER モジュールとの間に互換性があ
り ません。
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2  ASA FirePOWER のガイドライン

フェールオーバーのガイ ド ライン

フェールオーバーは直接サポート されていません。ASA がフェールオーバーする と、既存の ASA FirePOWER フローは新しい 
ASA に転送されます。新しい ASA の ASA FirePOWER モジュールが、 その転送の時点から ト ラフ ィ ッ クの検査を開始します。
古いインスペクシ ョ ンのステートは転送されません。

フェールオーバーの動作の整合性を保つために、 （FireSIGHT 管理センターを使用して） ハイアベイラビ リ テ ィな ASA ペアの 
ASA FirePOWER モジュールで一貫したポ リ シーを保持する必要があ り ます。

ASA クラスタ リングのガイド ライン

ク ラスタ リ ングは直接サポート されていませんが、 ク ラスタ内でこれらのモジュールを使用できます。 FireSIGHT 管理セン
ターを使用して、 ク ラスタ内の ASA FirePOWER モジュールで一貫したポ リ シーを保持する必要があ り ます。 ク ラスタ内の
デバイスに対して、 異なる  ASA インターフェイス  ベースのゾーン定義を使用しないでください。

モデルのガイド ライン

• 5512-X～5585-X のソフ ト ウェア最小要件は、 ASA Software 9.29.2(2.4) およびASA FirePOWER 5.3.1 です。

• 次のモデルでサポート されています。 モジュールは、 ASA 5585-X の場合はハード ウェア モジュールであ り、 他のすべて
のモデルの場合はソフ ト ウェア モジュールです。 詳細については、 Cisco ASA Compatibility Matrix 
（http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html ） を参照して ください。

– 5585-X （ハード ウェア モジュール）

– 5555-X

– 5545-X

– 5515-X

– 5512-X

• 5512-X ～ ASA 5555-X の場合は、 シスコのソ リ ッ ド  ステート  ド ラ イブ （SSD） を実装する必要があ り ます。 詳細について
は、 ASA 5500-X のハード ウェア ガイ ドを参照してください。 

その他のガイド ラインと制限事項

• 「ASA の機能との互換性」 （P.4） を参照してください。 

• ハード ウェア モジュールにインス トールされているソフ ト ウェアのタイプの変更はできません。 つま り、 購入した ASA 
FirePOWER モジュールに、 後で別のソフ ト ウェアをインス トールするこ とはできません。

• ASA 上でモニタ専用モード と通常のインライン モードの両方を同時に設定できません。 セキュ リ ティ  ポ リシーの 1 つのタ
イプのみが許可されます。 マルチ コンテキス ト  モードでは、 一部のコンテキス トに対してモニタ専用モードを設定し、 残
りのコンテキス トに対して通常のインライン モードを設定するこ とはできません。

3  ASA FirePOWER 管理インターフェイスの接続
ASA FirePOWER モジュールへの管理アクセスを提供する以外に、ASA FirePOWER 管理インターフェイスは、HTTP プロキシ 
サーバまたは DNS サーバおよびインターネッ トへのアクセスを必要と します。 これは、 シグニチャ  アップデート などのため
です。 この項では、 推奨されるネッ ト ワーク  コンフ ィギュレーシ ョ ンを示します。 実際のネッ ト ワークでは、 異なる可能性が
あ り ます。
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ASA 5585-X （ハードウェア モジュール）

ASA FirePOWER モジュールには、 ASA とは別の管理およびコンソール インターフェイスが含まれます。 初期設定では、 デ
フォル ト の IP アド レスを使用して SSH で ASA FirePOWER 管理 1/0 インターフェイスに接続できます。 デフォル ト  IP アド
レスを使用できない場合は、 コンソール ポート を使用するか、 ASDM を使用して SSH を使用できるよ うに管理 IP アド レス
を変更します。 （「ASA FirePOWER 管理 IP アド レスの変更」 （P.12） を参照）。

内部ルータがある場合

内部ルータがある場合は、 管理ネッ ト ワーク （これには ASA 管理 0/0 インターフェイスおよび ASA FirePOWER 管理 1/0 イン
ターフェイスの両方を含めるこ とができます） と  ASA 内部ネッ ト ワーク との間でルーティングできます （インターネッ ト  アク
セス用）。 必ず、 内部ルータを介して管理ネッ ト ワークに到達するためのルート を ASA に追加してください。

内部ルータがない場合

内部ネッ ト ワークが 1 つだけの場合は、 別の管理ネッ ト ワーク も持つこ とはできません （仮に持つとすれば、 内部ルータが
ネッ ト ワーク間のルーティ ングを行う必要があ り ます）。 この場合は、 管理 0/0 インターフェイスの代わりに内部インター
フェイスから  ASA を管理できます。ASA FirePOWER モジュールは ASA とは別のデバイスであるため、内部インターフェイ
ス と同じネッ ト ワーク上に ASA FirePOWER 管理 1/0 アド レスを設定できます。
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ASA 5512-X～ASA 5555-X （ソフ トウェア モジュール）

これらのモジュールは、 ASA FirePOWER モジュールをソフ ト ウェア モジュールと して実行します。 ASA FirePOWER 管理
インターフェイスは、 管理 0/0 インターフェイスを  ASA と共有します。 初期設定では、 SSH を使用して、 ASA FirePOWER 
のデフォル ト  IP アド レスに接続できます。 デフォル ト  IP アド レスを使用できない場合は、 バッ クプレーンを経由して ASA 
FirePOWER にセッシ ョ ン接続するか、 ASDM を使用して SSH を使用できるよ うに管理 IP アド レスを変更します。

内部ルータがある場合

内部ルータがある場合、 管理 0/0 ネッ ト ワーク （これには ASA および ASA FirePOWER の管理 IP アド レスの両方を含める
こ とができます） と、 内部ネッ ト ワーク間との間でルーティ ングできます （インターネッ ト  アクセス用）。 必ず、 内部ルータ
を介して管理ネッ ト ワークに到達するためのルート を  ASA に追加して ください。

内部ルータがない場合

内部ネッ ト ワークが 1 つだけの場合は、 別の管理ネッ ト ワーク も持つこ とはできません。 この場合は、 管理 0/0 インター
フェイスの代わりに内部インターフェイスから  ASA を管理できます。 ASA 設定の名前を管理 0/0 インターフェイスから削除
しても、 そのインターフェイスの ASA FirePOWER IP アド レスを引き続き設定できます。 ASA FirePOWER モジュールは実
質的に ASA とは別のデバイスであるため、内部インターフェイス と同じネッ ト ワーク上に ASA FirePOWER 管理アド レスを
設定できます。
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（注） 管理 0/0 に対して ASA が設定した名前を削除する必要があ り ます。 これが ASA で設定されている場合、 ASA 
FirePOWER アドレスは、 ASA と同じネッ ト ワーク上に存在する必要があ り、 これによって、 その他の ASA インター
フェイス上ですでに設定されたネッ ト ワークはすべて除外されます。 名前が設定されていない場合は、 ASA 
FirePOWER のアドレスが存在するのはどのネッ ト ワークでも、 たとえば、 ASA 内部ネッ ト ワークでもかまいません。

4  ASA での Adaptive Security Device Manager （ASDM） の起動
デフォルトの ASA 設定を使用する と、 デフォルトの管理 IP アドレス （192.168.1.1） に接続できます。 ネッ ト ワークによって
は、 ASA 管理 IP アドレスを変更しなければならないか、 場合によっては ASDM アクセスのために追加の ASA インターフェイ
スを設定しなければならないこ とがあ り ます （「ASA FirePOWER 管理インターフェイスの接続」 （P.5） を参照）。

ASA 5512-X～ASA 5555-X では、 別個の管理ネッ ト ワーク （「内部ルータがない場合」 （P.7） を参照） がない場合、 管理用
の内部インターフェイスを設定し、 さ らに 管理 0/0 インターフェイスから名前を削除する必要があ り ます。 インターフェイ
スおよび管理設定を変更するには、 ASA の設定ガイ ドを参照して ください。

ステップ 1 管理 PC で Web ブラウザを起動します。

ステップ 2 [Address] フ ィールドに URL https://ASA_IP_address/admin を入力します。 デフォル ト の ASA 管理 IP アド レ
スは 192.168.1.1 です。

ステップ 3 [Run ASDM] をク リ ッ ク して Java Web Start アプ リ ケーシ ョ ンを実行します。 または、 このページから  ASDM 
ランチャをダウンロードできます。

ステップ 4 表示されたダイアログボッ クスに従って、 任意の証明書を受け入れます。 [Cisco ASDM-IDM Launcher] ダイア
ログボッ クスが表示されます。

ステップ 5 ユーザ名とパスワードのフ ィールドを空のまま残し、 [OK] をク リ ッ ク します。 メ イン  ASDM ウ ィ ン ド ウが表
示されます。

5  ASA FirePOWER ソフ トウェア モジュールのインストールまたは
再イメージング

ASA FirePOWER モジュールと と もに ASA を購入した場合、 モジュール ソフ ト ウェアおよび必要なソ リ ッ ド  ステート  ド ラ
イブ （SSD） は事前にインス トールされており、 すぐに設定できます。 既存の ASA に ASA FirePOWER ソフ ト ウェア モ
ジュールを追加する場合、 または SSD を交換する必要がある場合は、 ASA FirePOWER ブート  ソフ ト ウェアをインス トール
し、 SSD を区分化して、 この手順に従ってシステム  ソフ ト ウェアをインス トールします。

モジュールの再イ メージングも同じ手順ですが、 最初に ASA FirePOWER モジュールをインス トールしなければならない点
が異な り ます。 SSD を交換する場合は、 システムを再イ メージングします。

SSD を物理的にインス トールする方法については、 ASA のハード ウェア ガイ ドを参照して ください。

前提条件

• フラ ッシュ （disk0） 空き領域には、 少なく と も、 ブート  ソフ ト ウェアのサイズに 3 GB を加えた大きさが必要です。

• マルチ コンテキス ト  モードの場合は、 この手順をシステム実行スペースで実行します。

• ユーザが実行している可能性のある他のソフ ト ウェア モジュールをすべてシャ ッ ト ダウンする必要があ り ます。 デバイス
は、 同時に 1 つのソフ ト ウェア モジュールしか実行できません。 この処理は ASA CLI から実行する必要があ り ます。 たと
えば、 次のコマンドで IPS ソフ ト ウェア モジュールをシャ ッ ト ダウンおよびアンインス トールし、 ASA を リ ロード します。
CX モジュールを削除するためのコマンド も同じですが、 ips の代わりに cxsc キーワードを使用する点が異なり ます。

hostname# sw-module module ips shutdown
hostname# sw-module module ips uninstall
hostname# reload
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• IPS または CX モジュールに ト ラフ ィ ッ クを リ ダイレク トするアクティブ サービス  ポ リシーがある場合、そのポ リ シーを削
除する必要があ り ます。 たとえば、 ポ リシーがグローバル ポ リシーの場合、 no service-policy ips_policy global を使用でき
ます。 サービス  ポ リ シーに保持する必要のある他のルールが含まれている場合は、 対象のポ リシー マップから リダイレク
シ ョ ン コマンドを単純に削除します。 またはリダイレクシ ョ ンがそのク ラスに対する唯一のアクシ ョ ンの場合はト ラ
フ ィ ッ ク  ク ラス全体を削除します。 CLI または ASDM を使用してポ リシーを削除できます。

• モジュールを再イ メージングする場合は、 同じシャ ッ ト ダウン  コマン ド とアンインス トール コマン ド を使用して古い
イ メージを削除します。 たとえば、 sw-module module sfr uninstall を使用します。

• Cisco.com から  ASA FirePOWER Boot Image および System Software のパッケージの両方を取得します。

手順

ステップ 1 ブート  イ メージをデバイスへダウンロード します。 システム  ソフ ト ウェアは転送しないでください。 これは後
で SSD にダウンロード されます。 次の選択肢があ り ます。

• ASDM ： 最初にブート  イ メージをワークステーシ ョ ンにダウンロードするか、 またはブート  イ メージを 
FTP、 TFTP、 HTTP、 HTTPS、 SMB、 または SCP サーバに配置します。 次に ASDM で、 [Tools] > [File 
management] を選択し、適切な File Transfer コマンド と して [Between Local PC and Flash] または [Between 
Remote Server and Flash] のいずれかを選択します。 ブート  ソフ ト ウェアを ASA 上の disk0 に転送します。

• ASA CLI ： 最初にブート  イ メージを TFTP、 FTP、 HTTP、 または HTTPS サーバ上に配置し、 次に copy コ
マンドを使用してフラ ッシュへダウンロード します。 次の例は TFTP を使用しています。 <TFTP Server> を
ご使用のサーバの IP アドレスまたはホス ト名に置き換えて ください。

ciscoasa# copy tftp://<TFTP SERVER>/asasfr-5500x-boot-5.3.1-58.img 
disk0:/asasfr-5500x-boot-5.3.1-58.img 

ステップ 2 ASA FirePOWER 管理インターフェイスからアクセス可能な HTTP、 HTTPS、 または FTP サーバへ、
Cisco.com から  ASA FirePOWER システム  ソフ ト ウェアをダウンロード します。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、 ASA disk0 の ASA FirePOWER モジュール ブート  イ メージの場所を設定します。

hostname# sw-module module sfr recover configure image disk0:file_path

「ERROR: Another service (cxsc) is running, only one service is allowed to run at any time,」 のよ う な メ ッセー
ジが表示された場合は、 別のソフ ト ウェア モジュールがすでに設定されている こ と を意味します。 新しいモ
ジュールをインス トールするには、 前述の 「前提条件」 の項に記載されている とおりに、 別のモジュールを
シャ ッ ト ダウンして削除します。

例 ：

hostname# sw-module module sfr recover configure image
disk0:asasfr-5500x-boot-5.3.1-58.img

ステップ 4 次のコマンドを入力して ASA FirePOWER ブート  イ メージをロード します。

hostname# sw-module module sfr recover boot

ステップ 5 ASA FirePOWER モジュールが起動するまで約 5～15 分待ってから、実行中の ASA FirePOWER ブート  イ メー
ジへのコンソール セッシ ョ ンを開きます。 セッシ ョ ンを開いてログイン  プロンプ ト を表示した後で、 Enter 
キーを押さなければならない場合があ り ます。 デフォル ト のユーザ名は admin で、 デフォル ト のパスワードは 
Admin123 です。

hostname# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr.Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Cisco ASA SFR Boot Image 5.3.1
asasfr login: admin
Password: Admin123

モジュールのブート が完了しない場合は、 ttyS1 を介して接続できないとい う メ ッセージが表示されて session 
コマン ドが失敗します。 しばら く待ってから再試行して ください。
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ステップ 6 setup コマンドを使用して、 システム  ソフ ト ウェア パッケージをインス トールできるよ うにシステムを設定し
ます。

asasfr-boot> setup 

                         Welcome to SFR Setup 
                          [hit Ctrl-C to abort]
                        Default values are inside []

次のプロンプ トが表示されます。 管理アドレス とゲート ウェイ、 および DNS 情報が重要な設定であるこ とに注意
してください。

• Host name ： 最大 65 文字の英数字で、 スペースは使用できません。 ハイフンは使用できます。

• Network address ： スタテ ィ ッ ク  IPv4 または IPv6 アドレスを設定するか、 DHCP （IPv4 の場合）、 または 
IPv6 ステート レス自動設定を使用します。

• DNS information ： 少な く と も  1 つの DNS サーバを特定する必要があ り ます。 ド メ イン名を設定してド メ イ
ンを検索するこ と もできます。

• NTP information ： システム時刻を設定するために、 NTP を有効にして NTP サーバを設定できます。

ステップ 7 system install コマン ドを使用して System Software イ メージをインス トールします。

system install [noconfirm] url 

確認メ ッセージに応答しない場合は、 noconfirm オプシ ョ ンを指定します。 HTTP、 HTTPS、 または FTP URL 
を使用します。 ユーザ名とパスワードが必要な場合は、 それらを入力するよ う示されます。

インス トールが完了する と、 システムが再起動します。 アプ リ ケーシ ョ ン  コンポーネン ト のインス トールと  
ASA FirePOWER サービスの起動には 10 分以上かかり ます。（show module sfr の出力は、すべてのプロセスを  
Up と して示します）。

次に例を示します。

asasfr-boot> system install http://asasfr-sys-5.3.1-44.pkg 
Verifying     
Downloading     
Extracting     
Package Detail
        Description:                    Cisco ASA-FirePOWER 5.3.1-44 System Install
        Requires reboot:                Yes 

Do you want to continue with upgrade?[y]: y 
Warning: Please do not interrupt the process or turn off the system.
Doing so might leave system in unusable state.

Upgrading     
Starting upgrade process ...     
Populating new system image      

Reboot is required to complete the upgrade.Press 'Enter' to reboot the system.

（Enter キーを押します）
Broadcast message from root (ttyS1) (Mon Feb 17 19:28:38 2014):

The system is going down for reboot NOW!
Console session with module sfr terminated.

ステップ 8 ASA FirePOWER モジュールへのセッシ ョ ンを開きます。 フル機能のモジュールにログインするため、 別のロ
グイン  プロンプ ト が表示されます。

asa3# session sfr 
Opening command session with module sfr.
Connected to module sfr.Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Sourcefire ASA5555 v5.3.1 (build 44)
Sourcefire3D login:
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ステップ 9 ユーザ名 admin およびパスワード  Sourcefire を使用してログインします。

ステップ 10 プロンプ ト に従ってシステム設定を行います。

最初に、 エンド  ユーザ ラ イセンス契約 （EULA） を読んで同意する必要があ り ます。 こ こで admin パスワード
を変更し、 プロンプ ト に従って管理アド レス と  DNS 設定を指定します。 IPv4 と  IPv6 の両方の管理アド レスを
設定できます。 次に例を示します。

System initialization in progress.Please stand by.
You must change the password for 'admin' to continue.
Enter new password: <new password> 
Confirm new password: <repeat password> 
You must configure the network to continue.
You must configure at least one of IPv4 or IPv6.
Do you want to configure IPv4?(y/n) [y]: y 
Do you want to configure IPv6?(y/n) [n]:
Configure IPv4 via DHCP or manually?(dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.86.118.3 
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.252.0 
Enter the IPv4 default gateway for the management interface []: 10.86.116.1 
Enter a fully qualified hostname for this system [Sourcefire3D]: asasfr.example.com 
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' []: 10.100.10.15, 
10.120.10.14
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' [example.net]: example.com 
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

（システムが再設定されるまで待機します）

This sensor must be managed by a Defense Center.A unique alphanumeric
registration key is always required.In most cases, to register a sensor
to a Defense Center, you must provide the hostname or the IP address along
with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Defense Center are separated by a NAT device,
you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Defense Center, you must use the same
registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add this
sensor to the Defense Center.

ステップ 11 configure manager add コマンドを使用して、 このデバイスを管理する  FireSIGHT 管理センター アプライアンス
を特定します。

登録キーを用意します。 これは、 デバイスをインベン ト リ に追加する と きに、 FireSIGHT 管理センター で使用
します。 次に、 簡単な例を示します。 NAT 境界がある場合、 コマン ドは異な り ます。 「ASA FirePOWER を  
FireSIGHT 管理センターへ追加する」 （P.13） を参照して ください。

> configure manager add 10.89.133.202 123456 
Manager successfully configured.

ステップ 12 ブラウザで HTTPS 接続を使用し、 上記で入力したホス ト名またはアド レスを使用して FireSIGHT 管理セン
ターにログインします。 たとえば、 https://DC.example.com と します。

デバイスを追加するには、 [Device Management] ページ （[Devices] > [Device Management]） を使用します。
詳細については、 オンラ インヘルプ、 または 『FireSIGHT System User Guide』 の 「Managing Devices」 の章
を参照して ください。

ヒン ト FireSIGHT 管理センターを介して NTP および時刻の設定を行います。 [System] > [Local] > [System Policy] ページ
からローカル ポ リシーを編集する と きに、 Time Synchronization の設定を使用します。
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6  ASA FirePOWER 管理 IP アドレスの変更
デフォル ト の管理 IP アド レスを使用できない場合、 ASA から管理 IP アド レスを設定できます。 管理 IP アド レスを設定した
後は、 追加の設定を実行するために SSH を使用して ASA FirePOWER モジュールにアクセスできます。

初期のシステム設定中に、ASA FirePOWER CLI を使用して、「ASA FirePOWER CLI での ASA FirePOWER の基本設定」 （P.12） 
に記載されている とおりにすでに管理アドレスを設定した場合は、 ASA CLI または ASDM を使用して管理アドレスを設定する
必要はあ り ません。

（注） ソフ ト ウェア モジュールの場合は、 ASA FirePOWER CLI にアクセスして、 ASA CLI からのセッシ ョ ン接続によって
設定を実行できます。 その後、 設定の一部と して ASA FirePOWER 管理 IP アドレスを設定できます。 ハード ウェア 
モジュールの場合は、 コンソール ポート を介して初期設定をすべて実行できます。

マルチ コンテキス ト  モードの場合は、 この手順をシステム実行スペースで実行します。

ステップ 1 ASDM で、 [Wizards] > [Startup Wizard] を選択します。

ステップ 2 ASA FirePOWER の [Basic Configuration] 画面が表示されるまで、 [Next] をク リ ッ ク して、 初期画面を進みます。

ステップ 3 新しい管理 IP アド レス、 サブネッ ト  マスク、 およびデフォル ト  ゲート ウェイを入力します。

エン ド  ユーザ ラ イセンス契約に同意する必要があ り ます。

ステップ 4 [Finish] をク リ ッ ク して残りの画面をスキップするか、 [Next] をク リ ッ ク して残りの画面を進み、 ウ ィザード
を完了します。

7  ASA FirePOWER CLI での ASA FirePOWER の基本設定
セキュ リ テ ィ  ポ リ シーを設定する前に、基本的なネッ ト ワーク設定およびその他のパラ メータを ASA FirePOWER モジュール
上で設定する必要があ り ます。 この手順では、 （ブート  イ メージだけではな く） すべてのシステム ソフ ト ウェアがインス トー
ルされているこ とを前提と しています。 すべてのシステム  ソフ ト ウェアを直接インス トールした、 モジュールがあらかじめイ
ンス トールされているデバイスを購入した、 またはハード ウェア モジュール上にすでにインス トールされている、 のいずれか
の理由によ り、 システム ソフ ト ウェアのインス トールが完了しているものと します。

また、 この手順では初期設定の実行中である と仮定しています。 初期設定中に、 これらの設定を指定するよ う要求されます。
これらの設定を後で変更する必要がある場合は、 さまざまな configure network コマンドを使用して個々の設定を変更します。
configure network コマンドの詳細については、ヘルプの ?  コマンドを使用して、 『FireSIGHT System User Guide』 を参照する
か、 または FireSIGHT 管理センターのオンラ インヘルプを参照して ください。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• （すべてのモデル） SSH を使用して ASA FirePOWER 管理 IP アド レスに接続します。

• （ソフ ト ウェア モジュールのみ） ASA CLI から、 モジュールへのセッシ ョ ンを開きます （ASA CLI にアクセ
スするには、 一般的な操作のコンフ ィギュレーシ ョ ン ガイ ドの 「Getting Started」 の章を参照して くださ
い）。 マルチ コンテキス ト  モードの場合は、 システム実行スペースからセッシ ョ ンを開きます。

hostname# session sfr 

ステップ 2 ユーザ名 admin およびパスワード  Sourcefire を使用してログインします。

ステップ 3 プロンプ ト に従ってシステム設定を行います。

最初に、 エンド  ユーザ ラ イセンス契約 （EULA） を読んで同意する必要があ り ます。 こ こで admin パスワード
を変更し、 プロンプ ト に従って管理アド レス と  DNS 設定を指定します。 IPv4 と  IPv6 の両方の管理アド レスを
設定できます。 FireSIGHT 管理センターによってセンサーを管理する必要がある とい う メ ッセージが表示され
る と、 設定は完了です。
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次に例を示します。

System initialization in progress.Please stand by.
You must change the password for 'admin' to continue.
Enter new password: <new password> 
Confirm new password: <repeat password> 
You must configure the network to continue.
You must configure at least one of IPv4 or IPv6.
Do you want to configure IPv4?(y/n) [y]: y 
Do you want to configure IPv6?(y/n) [n]:
Configure IPv4 via DHCP or manually?(dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.86.118.3 
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.252.0 
Enter the IPv4 default gateway for the management interface []: 10.86.116.1 
Enter a fully qualified hostname for this system [Sourcefire3D]: asasfr.example.com 
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' []: 10.100.10.15, 
10.120.10.14
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' [example.net]: example.com 
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

（システムが再設定されるまで待機します）

This sensor must be managed by a Defense Center.A unique alphanumeric
registration key is always required.In most cases, to register a sensor
to a Defense Center, you must provide the hostname or the IP address along
with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Defense Center are separated by a NAT device,
you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Defense Center, you must use the same
registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add this
sensor to the Defense Center.

ステップ 4 こ こで、 FireSIGHT 管理センターを特定する必要があ り ます。 これは、 「ASA FirePOWER を  FireSIGHT 管理
センターへ追加する」 （P.13） に記載されているよ うに、 このデバイスを管理します。

8  ASA FirePOWER を FireSIGHT 管理センターへ追加する
FireSIGHT 管理センターは防御センターと も呼ばれます。 これは同じモデル、 または異なるモデルに対する複数の FirePOWER 
デバイスを管理する別のサーバです。 FireSIGHT 管理センターは大規模な展開を管理するのに適しており、 デバイス全体で設
定の一貫性を実現し、 ト ラフ ィ ッ ク分析の効率を向上させます。

ASA 5512-X～5585-X の場合は、 モジュールを  FireSIGHT 管理センターへ登録する必要があ り ます。 モジュールを設定する
他の方法はあ り ません。

FireSIGHT 管理センター にデバイスを登録するには、configure manager add コマンドを使用します。デバイスを  FireSIGHT 
管理センターに登録するには、 一意の英数字による登録キーが必要です。 これはユーザが指定する簡単なキーで、 ラ イセン
ス  キーとは異な り ます。

ほとんどの場合は、 登録キーと一緒に FireSIGHT 管理センターのホス ト名または IP アド レスを指定する必要があ り ます。
たとえば次のよ うにします。

configure manager add DC.example.com my_reg_key 

ただし、 デバイス と  FireSIGHT 管理センターが NAT デバイスによって分けられている場合は、 登録キーと一緒に一意の 
NAT ID を入力し、 ホス ト名の代わりに DONTRESOLVE を指定します。 たとえば次のよ うにします。

configure manager add DONTRESOLVE my_reg_key my_nat_id
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ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• （すべてのモデル） SSH を使用して ASA FirePOWER 管理 IP アド レスに接続します。

• （ソフ ト ウェア モジュールのみ） ASA CLI から、 モジュールへのセッシ ョ ンを開きます （ASA CLI にアクセ
スするには、 一般的な操作のコンフ ィギュレーシ ョ ン ガイ ドの 「Getting Started」 の章を参照して くださ
い）。 マルチ コンテキス ト  モードの場合は、 システム実行スペースからセッシ ョ ンを開きます。

hostname# session sfr 

ステップ 2 ユーザ名と して、 admin、 または CLI 設定 （管理者） のアクセス  レベルを持っている他のユーザ名を使用して
ログインします。

ステップ 3 プロンプ ト で configure manager add コマン ドを使用してデバイスを  FireSIGHT 管理センターへ登録します。
このコマン ドの構文は次のとおりです。

configure manager add {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE} reg_key [nat_id]

値は次のとおりです。

• {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE} は、 FireSIGHT 管理センターの完全修飾された
ホス ト名または IP アドレスを表します。 FireSIGHT 管理センターを直接アドレス指定できない場合は、
DONTRESOLVE を使用します。

• reg_key は、 デバイスを FireSIGHT 管理センターへ登録するのに必要な一意の英数字による登録キーです。

• nat_id はオプシ ョ ンの英数字による文字列で、 FireSIGHT 管理センターとデバイス間の登録プロセスで使用
されます。 hostname が DONTRESOLVE に設定されている場合に必要です。

ステップ 4 ブラウザで HTTPS 接続を使用して、 上記で入力したホス ト名またはアド レスを使用して FireSIGHT 管理セン
ターにログインします。 たとえば、 https://DC.example.com と します。

デバイスを追加するには、 [Device Management] ページ （[Devices] > [Device Management]） を使用します。
詳細については、 オンラ インヘルプ、 または 『FireSIGHT System User Guide』 の 「Managing Devices」 の章
を参照して ください。

9  ASA FirePOWER モジュールでのセキュリティ  ポリシーの設定
セキュ リ テ ィ  ポ リ シーは、 Next Generation IPS のフ ィルタ リ ングやアプ リ ケーシ ョ ンのフ ィルタ リ ングなど、 モジュールで
提供されるサービスを制御します。

FireSIGHT 管理センターを使用して、 モジュール上でセキュ リ テ ィ  ポ リ シーを設定します。

セキュ リ テ ィ  ポ リ シーを設定するための CLI はあ り ません。

FireSIGHT 管理センターを使用したセキュリテ ィ  ポリシーの設定

FireSIGHT 管理センターを開くには、 次のいずれかを実行します。

• Web ブラウザを使用して https://DC_address を開きます。 こ こで DC_address は、 「ASA FirePOWER を FireSIGHT 管理
センターへ追加する」 （P.13） で定義したマネージャの DNS 名または IP アドレスです。 たとえば、 https://dc.example.com 
と します。

• ASDM で、 [Home] > [ASA FirePOWER Status] を選択し、 ダッシュボードの下部のリ ンクをク リ ッ ク します。

セキュ リ テ ィ  ポ リ シーの設定方法の詳細は、 『FireSIGHT System User Guide』、 または FireSIGHT 管理センターのオンラ イ
ンヘルプを参照して ください。
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10  ASA FirePOWER モジュールへのト ラフ ィ ックのリダイレク ト
特定の ト ラフ ィ ッ クを識別するサービス  ポ リ シーを作成して、 ト ラフ ィ ッ クを  ASA FirePOWER へリ ダイレ ク ト します。

デバイスは、 パッシブ展開 （モニタ専用） またはインラ イン展開のいずれかで設定できます。

• パッシブ展開では、 ト ラフ ィ ッ クのコピーがデバイスに送信されますが、 ASA には返されません。 パッシブ モードで
は、 デバイスが ト ラフ ィ ッ クに対して実行したと思われる内容を確認し、 ネッ ト ワークに影響を与えずに ト ラフ ィ ッ ク
の内容を評価できます。

• インライン展開では、 実際の ト ラフ ィ ッ クがデバイスに送信されるため、 ト ラフ ィ ッ クで発生する内容は、 デバイスのポ
リシーの影響を受けます。 望まし くない ト ラフ ィ ッ クがド ロ ップされ、 ポ リ シーによ り適用された他のアクシ ョ ンが実行
された後、 ト ラフ ィ ッ クは ASA に返されて、 追加の処理および最終的な伝送が行われます。

ASA 上でモニタ専用モード と通常のインラ イン  モードの両方を同時に設定できません。セキュ リ テ ィ  ポ リ シーの 1 つのタイ
プのみが許可されます。 マルチ コンテキス ト  モードでは、 一部のコンテキス ト に対してモニタ専用モードを設定し、 残りの
コンテキス ト に対して通常のインラ イン  モードを設定する こ とはできません。

はじめる前に

• （ASA FirePOWER と交換した） IPS または CX モジュールに ト ラフ ィ ッ クを リ ダイレク トするアクティブ サービス  ポ リ
シーがある場合は、 そのポ リシーを削除してから  ASA FirePOWER サービス  ポ リシーを設定する必要があ り ます。

• ASA と  ASA FirePOWER で一貫したポ リシーが設定されているこ とを確認します。 両方のポ リシーは、 ト ラフ ィ ッ クの
パッシブ モードまたはインライン モードを反映する必要があ り ます。

• マルチ コンテキス ト  モードでは、 各セキュ リ ティ  コンテキス トでこの手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASDM で、 [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] を選択します。

ステップ 2 [Add] > [Add Service Policy Rule] を選択します。

ステップ 3 ポ リ シーを特定のインターフェイスに適用するか、 または全体的に適用するかを選択し、 [Next] をク リ ッ ク し
ます。

ステップ 4 ト ラフ ィ ッ クの一致を設定します。 たとえば、 インバウンドのアクセス  ルールを通過したすべての ト ラフ ィ ッ ク
がモジュールへリダイレク ト されるよ うに、 一致を [Any Traffic] に設定できます。 また、 ポート、 ACL （送信元
と宛先の基準）、 または既存の ト ラフ ィ ッ ク  ク ラスに基づいて、 よ り厳密な基準を定義するこ と もできます。 こ
のポ リシーでは、 その他のオプシ ョ ンはあま り有用ではあ り ません。 ト ラフ ィ ッ ク  ク ラスの定義が完了したら、
[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 5 [Rule Actions] ページで [ASA FirePOWER Inspection] タブをク リ ッ ク します。

ステップ 6 [Enable ASA FirePOWER for this traffic flow] チェ ッ クボッ クスをオンにします。

ステップ 7 [ASA FirePOWER Card Fails] 領域で、 次のいずれかをク リ ッ ク します。

• [Permit traffic] ： モジュールが使用できない場合に、 すべての ト ラフ ィ ッ クの通過を検査なしで許可するよ
うに ASA を設定します。

• [Close traffic] ： モジュールが使用できない場合に、 すべての ト ラフ ィ ッ クをブロ ッ クするよ うに ASA を設
定します。

ステップ 8 （オプシ ョ ン） ト ラフ ィ ッ クの読み取り専用のコピーをモジュールに送信する （つま りパッシブ モードにする）
には、 [Monitor-only] をオンにします。 このオプシ ョ ンを選択する と、 ト ラフ ィ ッ クはインラ イン  モードで送信
されます。 詳細については、 「「ASA FirePOWER パッシブ （モニタ専用） モード」 （P.3）」 を参照して ください。

ステップ 9 [Finish] をク リ ッ ク し、 次に [Apply] をク リ ッ ク します。

この手順を繰り返して、 追加の ト ラフ ィ ッ ク  フローを必要に応じて設定します。
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お問い合わせ先

11  次の作業
• ASA FirePOWER モジュールの詳細については、 ASA/ASDM のファイアウォール設定ガイ ドの 「ASA FirePOWER Module」

の章、 または ASDM のオンライン ヘルプを参照して ください。 以下の URL に、 ASA/ASDM のすべてのドキュ メン トの リ
ンクがあ り ます。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html 

• FireSIGHT 管理センター （防御センターと も呼ばれます） の詳細については、 アプリ ケーシ ョ ンのオンラインヘルプ、 ま
たは 『FireSIGHT System User Guide』 を参照して ください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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