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概要

このドキュメントでは、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）で動作する Cisco
FirePOWER（SFR）モジュールをインストールし設定する方法、および SFR モジュールを
Cisco FireSIGHT Management Center に登録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説明している手順を開始する前に、次の推奨要件を満たしていることを確認
してください。

フラッシュ ドライブ（disk0）に 3GB 以上の空き領域とブート ソフトウェアのサイズ分の領
域があることを確認します。

●

特権 EXEC モードにアクセスできることを確認します。 特権 EXEC モードにアクセスする
には、CLI で enable コマンドを入力します。 パスワードが設定されていない場合は、Enter
キーを押します。

ciscoasa> enable

Password:

ciscoasa#

●



使用するコンポーネント

FirePOWER サービスを Cisco ASA でインストールするために、これらのコンポーネントが必要
となります:

Cisco ASA ソフトウェア バージョン 9.2.2 以降●

Cisco ASA プラットフォーム 5512-X ～ ASA 5555-X●

FirePOWER ソフトウェア バージョン 5.3.1 か以降●

注: ASA 5585-X ハードウェア モジュールで FirePOWER （SFR）サービスをインストール
したいと思う場合 ASA 5585-X ハードウェア モジュールで FirePOWER （SFR）サービス
のインストールを読んで下さい。

Cisco FireSIGHT Management Center には次のコンポーネントが必要です。

FirePOWER ソフトウェア バージョン 5.3.1 か以降●

FireSIGHT Management Center FS2000、FS4000 またはバーチャル アプライアンス●

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

Cisco ASA FirePOWER モジュールは、別名 ASA SFR、次世代ファイアウォール サービスを、
提供します（以下を参照）:

次世代侵入防御システム（NGIPS）●

アプリケーションの可視性と制御（AVC）●

URL フィルタリング●

Advanced Malware Protection （AMP）●

注: ASA SFR モジュールは、シングルまたはマルチ コンテキスト モード、およびルーテッ
ドまたはトランスペアレント モードで使用できます。

はじめに

このドキュメントで説明している手順を開始する前に、次の重要情報を考慮してください。

侵入防御システム（IPS）またはコンテキスト アウェア（CX）モジュール（ASA SFR と交
換したモジュール）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 SFR サービス ポリシーを設定する必要があり
ます。

●

現在動作している他のソフトウェア モジュールをシャットダウンする必要があります。 デバ
イスは一度に 1 つのソフトウェア モジュールしか実行できません。 これは ASA CLI から実
行する必要があります。 たとえば、次のコマンドは IPS ソフトウェア モジュールをシャッ
トダウンしてアンインストールし、ASA をリロードします。

●

/content/en/us/support/docs/security/asa-firepower-services/118824-configure-firepower-00.html
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ciscoasa# sw-module module ips shutdown

ciscoasa# sw-module module ips uninstall

ciscoasa# reload

CX モジュールを削除するために使用するコマンドも同じですが、ips キーワードではなく
cxsc キーワードを使用する点が異なります。

ciscoasa# sw-module module cxsc shutdown

ciscoasa# sw-module module cxsc uninstall

ciscoasa# reload

モジュールを再イメージ化するときには、古い SFR イメージを削除するときに使用するのと
同じ shutdown コマンドと uninstall コマンドを使用します。 次に例を示します。

ciscoasa# sw-module module sfr uninstall

●

ASA SFR モジュールをマルチ コンテキスト モードで使用する場合は、このドキュメントで
説明している手順を、システム実行スペース内で実行します。

●

ヒント： ASA でモジュールのステータスを確認するには、show module コマンドを入力し
ます。

インストールするもの

この項では、ASA に SFR モジュールをインストールする方法、および ASA SFR ブート イメー
ジを設定する方法について説明します。

ASA への SFR モジュールのインストール

ASA に SFR モジュールをインストールするには、次の手順を実行します。

ASA SFR 管理インターフェイスからアクセスできる HTTP、HTTPS、または FTP サーバへ
、Cisco.com から ASA SFR システム ソフトウェアをダウンロードします。

1.

ブート イメージをデバイスにダウンロードします。 ブート イメージをデバイスにダウンロ
ードするには、Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）または ASA CLI を使用
します。 注: システム ソフトウェアは転送しないでください。 システム ソフトウェアは、
後からソリッド ステート ドライブ（SSD）にダウンロードされます。ASDM を介してブー
ト イメージをダウンロードするには、次の手順を実行します。 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、サーバ メッセージ ブロック（SMB）、またはセキュア コピー（SCP）サーバに
配置します。> ASDM のファイル管理プログラム『Tools』 を選択 して下さい。適切なファ
イル転送コマンド（[Between Local PC and Flash] または [Between Remote Server and
Flash] ）を選択します。ブート ソフトウェアを ASA 上のフラッシュ ドライブ（disk0）に
転送します。ASA CLI を介してブート イメージをダウンロードするには、次の手順を実行
します。FTP、TFTP、HTTP、または HTTPS サーバでブート イメージをダウンロードしま
す。ブート イメージをフラッシュ ドライブにダウンロードするには、CLI で copy コマンド
を入力します。 この例では、HTTP プロトコルを使用します（<HTTP_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 http://<HTTP_SERVER>/asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.img disk0:/asasfr-5500x-

boot-5.3.1-152.img

2.

ASA フラッシュ ドライブ上の ASA SFR ブート イメージの場所を設定するため、次のコマ3.



ンドを入力します。

ciscoasa# sw-module module sfr recover configure image disk0:/file_path

次に例を示します。

ciscoasa# sw-module module sfr recover configure image disk0:

 /asasfr-5500x-boot-5.3.1-152.img

ASA SFR ブート イメージをロードするには、次のコマンドを入力します。

ciscoasa# sw-module module sfr recover boot

この間に、ASA で debug module-boot を有効にすると、次のデバッグが出力されます。

ciscoasa# sw-module module sfr recover boot

4.

ASA CX モジュールが起動するまで約 5 ～ 15 分待ってから、動作中の ASA SFR ブート イ
メージへのコンソール セッションを開きます。

5.

ASA SFR ブート イメージの設定

新たにインストールした ASA SFR ブート イメージを設定するには、次の手順を実行します。

セッションを開いてから Enter キーを押して、ログイン プロンプトに移動します。 注: デフ
ォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは Admin123 です。次に例を示します
。

ciscoasa# 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

ヒント： ASA SFR モジュールの起動が完了していない場合は、セッション コマンドが失敗
し、システムが TTYS1 に接続できないことを示すメッセージが表示されます。 このような
場合は、モジュールの起動が完了するまで待ってから、再試行してください。

1.

setup コマンドを入力して、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 []

次の情報を入力するように求められます。ホスト名-ホスト名は領域無しに 65 までの英数字
、である場合もあります。 また、ハイフンも使用できます。ネットワーク アドレス-ネット
ワーク アドレスは静的な IPv4 または IPv6 アドレスのどれである場合もあります。 また、
DHCP（IPv4 の場合）または IPv6 ステートレス自動設定を使用することもできます。DNS
情報-少なくとも 1 ドメイン ネーム システム（DNS） サーバを識別して下さいまたドメイ
ン名を設定 し、ドメインを検索できます。NTP 情報-ネットワーク タイム プロトコル
（NTP）を有効に し、システムの時刻を設定 するために NTP サーバを設定できます。

2.



システム ソフトウェア イメージをインストールするには、system install コマンドを入力し
ます。

asasfr-boot >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。 url キーワード
を .pkg ファイルの場所に置き換えます。 次に例を示します。

asasfr-boot >system install http://<HTTP_SERVER>/asasfr-sys-5.3.1-152.pkg

Verifying

Downloading

Extracting

Package Detail

Description: Cisco ASA-FirePOWER 5.3.1-152 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.

(press Enter)

Broadcast message from root (ttyS1) (Mon Jun 23 09:28:38 2014):

The system is going down for reboot NOW!

Console session with module sfr terminated.

3.

注: 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 SFR サービスの起動には 10 分以上かかります。 show module
sfr コマンドの出力から、すべてのプロセスが動作中であることがわかります。

設定

この項では、FirePOWER ソフトウェアと FireSIGHT Management Center を設定する方法、およ
びトラフィックを SFR モジュールにリダイレクトする方法について説明します。

FirePOWER ソフトウェアの設定

FirePOWER ソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

ASA SFR モジュールへのセッションを開きます。
注: 完全に機能するモジュールでログインが実行されるため、別のログイン プロンプトが表
示されます。次に例を示します。

ciscoasa# session sfr

Opening command session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Sourcefire ASA5555 v5.3.1 (build 152)

Sourcefire3D login:

1.

ユーザー名 admin およびパスワード Admin123 でログイン。2.
プロンプトに従って次の順序でシステム設定を行います。 エンド ユーザ ライセンス契約書3.



（EULA）を読んで、内容に同意します。admin パスワードを変更します。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。 注: 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。

ciscoasa# session sfr

Opening command session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Sourcefire ASA5555 v5.3.1 (build 152)

Sourcefire3D login:

システムが再設定されるまで待機します。4.

FireSIGHT Management Center の設定

ASA SFR モジュールおよびセキュリティ ポリシーを管理するには、FireSIGHT Management
Center に登録する必要があります。 FireSIGHT Management Center で次の操作を行うことはで
きません。

ASA SFR モジュール インターフェイスの設定●

ASA SFR モジュール プロセスのシャットダウン、再起動、または管理●

ASA SFR モジュール デバイスでのバックアップの作成、またはバックアップの復元●

VLAN タグの条件を使用したトラフィック照合目的のアクセス コントロール ルールの記述●

SFR モジュールへのトラフィックのリダイレクト

トラフィックを ASA SFR モジュールにリダイレクトするには、特定のトラフィックを識別する
サービス ポリシーを作成する必要があります。 トラフィックを ASA SFR モジュールにリダイレ
クトするには、次の手順を実行します。

access-list コマンドで識別されるトラフィックを選択します。 この例では、すべてのインタ
ーフェイスからのすべてのトラフィックがリダイレクトされます。 この操作は、特定のト
ラフィックに対して実行することもできます。

ciscoasa(config)# access-list sfr_redirect extended permit ip any any

1.

アクセス リストのトラフィックと照合するためにクラス マップを作成します。

ciscoasa(config)# class-map sfr

ciscoasa(config-cmap)# match access-list sfr_redirect

2.

導入モードを指定します。 デバイスは、パッシブ展開モード（モニタ専用）またはインラ
イン展開モード（通常）のいずれかで設定できます。
注: ASA 上でパッシブ モードとインライン モードの両方を同時に設定することはできませ
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。インライン展開では、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
。 次に、ポリシー マップを作成し、インライン モードで ASA SFR モジュールを設定する
例を示します。

ciscoasa(config)# policy-map global_policy

ciscoasa(config-pmap)# class sfr

ciscoasa(config-pmap-c)# sfr fail-open

3.
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パッシブ展開では、トラフィックのコピーが SFR サービス モジュールに送信されますが、
ASA には返されません。 パッシブ モードでは、SFR モジュールがトラフィックに関して完
了したアクションを表示できます。 また、ネットワークに影響を与えることなくトラフィ
ックの内容を評価できます。

SFR モジュールをパッシブ モードで設定する場合は、monitor-only キーワードを使用しま
す（次の例を参照）。 キーワードを指定しない場合、トラフィックはインライン モードで
送信されます。

ciscoasa(config-pmap-c)# sfr fail-open monitor-only

警告： monitor-only モードでは、SFR サービス モジュールは悪意のあるトラフィックを拒
否またはブロックできません。注意： インターフェイスレベルの traffic-forward sfr monitor-
only コマンドを使用すると、monitor-only モードで ASA を設定できる可能性があります。
ただしこの設定はデモンストレーション目的の機能であるため、実稼働環境の ASA では使
用しないでください。 このデモ機能で発生した問題については、Cisco Technical
Assistance Center（TAC）のサポート対象外です。 ASA SFR サービスをパッシブ モードで
導入する場合は、policy-map を使用して設定します。
場所を指定し、ポリシーを適用します。 ポリシーは、グローバルまたはインターフェイス
に適用できます。 インターフェイスでグローバル ポリシーを上書きするには、サービス ポ
リシーをインターフェイスに適用します。

global キーワードはポリシー マップをすべてのインターフェイスに適用し、interface キー
ワードはポリシーを 1 つのインターフェイスに適用します。 許可されるグローバル ポリシ
ーは 1 つだけです。 次の例では、ポリシーがグローバルに適用されます。

ciscoasa(config)# service-policy global_policy global

注意： ポリシー マップ global_policy はデフォルトのポリシーです。 このポリシーを使用し
、トラブルシューティング目的でデバイスから削除する際には、必ずその影響を理解してお
いてください。

4.

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

FireSIGHT Management Center へのデバイスの登録●

VMware ESXi への FireSIGHT Management Center の導入●

5500-X IPS モジュールでの IPS 管理設定のシナリオ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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