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概要

本書は、クラスタの基本情報、要件および Cisco E メール セキュリティ アプライアンス
（ESA）でのクラスタ設定方法を説明します。

  

問題

多くの場合、大規模な ESA 同士の設定を一元化し、軽微な修正や重大な修正が行われるたびにす
べてのアプライアンスでそれらの設定を変更しなければならないというタスクを回避するため、
設定を完全に同期することが求められます。

ESA のクラスタは何か

ESA の一元管理機能は、複数のアプライアンスを同時に管理して設定することができるため、ネ
ットワーク内での信頼性、柔軟性、および拡張性を高め、それによってローカル ポリシーに従っ
た一括管理を実現します。 

クラスタは、共通の設定情報を持つマシンのセットで構成されます。  各クラスタ内で、アプライ
アンスはさらにマシン グループに分けることができます。ここで単独のマシンは一度に 1 つのグ
ループのみでメンバーになれます。 

クラスタは、プライマリ/セカンダリ関係のないピアツーピアアーキテクチャで実装されます。 
どのマシンにログインしても、クラスタ全体またはグループの制御と管理を行うことができます
。  これにより、管理者は、独自の論理グループに基づいて、クラスタ全体、グループ全体、また
はマシンごとに、システムのさまざまな要素を設定できます



要件

開始するには、以下の条件を満たすことを確認するために、アプライアンスをクラスタに参加さ
せる（一元管理）機能が必要です：

すべての ESA で同じ AsyncOS バージョン（リビジョンまで）を持っていることが必須です
。

●

注：バージョン 8.5+ では、一元管理キーはAsyncOS 内の組み込み機能であるため、必要で
なくなり、追加されても表示されなくなります。

ポート22を使用するクラスタを作成する（設定が容易な）場合は、ポート22トラフィック上
のアプライアンス間にファイアウォールやルーティングの問題がないことを確認します。

●

ポート 2222（Cluster Communication Service）を使用するクラスタを作成する場合、このポ
ートのトラフィックを許可するように作成されたファイアウォール ルールがあり、それが点
検や中断なしで使用できることを確認します。

●

クラスタ設定オプションは、ESA の CLI 経由で行う必要があり、GUI で作成したり、GUI に
参加することはできません。

●

通信にホスト名を使用する場合は、アプライアンスに設定されたDNSサーバがネットワーク
内の他のすべてのアプライアンスを解決でき、ホスト名が解決するIPアドレスが、選択した
通信ポートでリッスンするように設定されたインターフェイスに割り当てられていることを
確認します。

●

アプライアンスのインターフェイスで、必要なポートおよびサービスが有効になっているこ
とを確認します（SSH または CCS）。

●

クラスタの作成

すべての要件が満たされたら、クラスタを作成するには、最初のアプライアンスのコマンドライ
ン(CLI)から開始する必要があります。

ヒント：クラスタを設定する前に、アプライアンスの現在の設定をバックアップしてくださ
い。 GUI から、[System Management] > [Configuration File] に移動します。 マスクされた
パスワード ボックスのチェックを外し、設定をお使いの PC のローカルに保存します。

SSH 経由でのクラスタの作成

C370.lab> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> NameOfCluster

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or



by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C370.lab?

1. 1.1.1.1 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 1

Other machines will communicate with Machine C370.lab using IP address

1.1.1.1 port 22. You can change this by using the COMMUNICATION subcommand

of the clusterconfig command.

New cluster committed: DATE

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster NameOfCluster

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

CCS 経由でのクラスタの作成

C370.lab> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> Test

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C370.lab?

1. 1.1.1.1 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 2

Enter the IP address for Machine C370.lab.

[]> 1.1.1.1

Enter the port (on 10.66.71.120) for Machine C370.lab.

[22]> 2222

この手順が完了すると、クラスタが設定され、すべての設定はマシンからクラスタ レベルに移動



します。 これは、他のすべてのマシンが参加時に継承する設定です。 

SSH または CCS を通じた既存クラスタへの参加

このセクションでは、作成したばかりの、または以前に作成した既存のクラスタへの新しいアプ
ライアンスの追加について説明します。 どちらの方法でも、既存のクラスタを参加させるアプロ
ーチは類似していますが、唯一異なる重要ポイントは、CCS ではクラスタが新しいアプライアン
スを受け入れることができるように、最後に追加の手順が必要であることです。

SSH を通じた参加

注： 以下の手順で太字で記載しているセクションには正確に従う必要があります。たとえ
ば、SSH を使用している場合、CCS の有効化に対して "Y" と答えてはいけません。

C370.lab> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig

-> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig

settings)

Exception:  Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from

the cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on C370.lab? [N]>

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.66.71.120

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter password:

Please verify the SSH host key for 10.66.71.120:

Public host key fingerprint: d2:6e:36:9b:1d:87:c6:1f:46:ea:59:40:61:cc:3e:ef

Is this a valid key for this host? [Y]>

この確認が完了したら、アプライアンスはクラスタに正常に参加できます。

CCS を通じた参加

アプローチとしては似ていますが、唯一の違いは既存のクラスタに新しいアプライアンスを許可
することを決定する前に、クラスタ内でアクティブなアプライアンスにログインする必要がある



ことです。

クラスタ内のアクティブなアプライアンスで以下を実行します。

(Cluster test)> clusterconfig

Cluster test

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> prepjoin

Prepare Cluster Join Over CCS

No host entries waiting to be added to the cluster.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new host that will join the cluster.

[]> new

Enter the hostname of the system you want to add.

[]> ESA.lab

Enter the serial number of the host ESA.lab.

[]> XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXA

Enter the user key of the host ESA2.lab.  This can be obtained by typing "clusterconfig prepjoin

print" in the CLI on ESA.lab.

Press enter on a blank line to finish.

上記のSSHフィンガープリント(クラスタへの参加を試みるアプライアンスにログインし、
clusterconfig prepjoin printコマンドを使用して取得)を入力し、空白行を入力すると、prep joinが
完了します。

注：PREPJOINオプションを実行する場合は、セカンダリESAでclusterconfigを実行し、新
しく設定したクラスタにそのアプライアンスを参加させる前に、プライマリESAに変更をコ
ミットする必要があります。  これは、動作中の出力から示されています。「事前共有キー
を使用してこのアプライアンスをクラスタに参加させるには、クラスタマシンにログインし
、clusterconfig > prepjoin > newコマンドを実行し、次の詳細を入力して、変更をコミット
します。」

次に、参加を試みるアプライアンス上で参加プロセスを開始します。この参考例では、上記の手
順に一致させるために "ESA2.lab" と呼びます。



注：次の例の SSH-DSS キー

ESA2.lab> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 4

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig

-> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig

settings)

Exception:  Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from

the cluster.  These settings on this machine will remain intact.

In order to join a cluster over CCS, you must first log in to the cluster and tell it that this

system is being added.  On a machine in the cluster, run "clusterconfig -> prepjoin -> new" with

the following information and commit.

Host: ESA2.lab

Serial Number: XXXXXXXXXXXX-XXXXXA

User Key:

ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3.......BrccM=

Choose the interface on which to enable the Cluster Communication Service:

1. ClusterInterface (1.1.1.2/24: ESA2.lab)

[1]> 1

Enter the port on which to enable the Cluster Communication Service:

[2222]

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 1.1.1.1

Enter the remote port to connect to.  This must be the CCS port on the machine "1.1.1.1", not

the normal admin ssh port.

[2222]>

これが確認されると SSH-DSS キーが表示され、それが一致する場合、条件を受け入れるとクラ
スタが正常に参加するようになります。

クラスタ設定における移行対象

クラスタは、設定されたすべてのポリシー設定、コンテンツ フィルタ、テキスト リソース、コン
テンツ ディクショナリ、LDAP 設定、アンチスパムおよびアンチウイルス グローバル設定、リス
ナー設定、SMTP ルーティング設定、DNS 設定を運びます。

クラスタ設定における移行対象外

アプライアンスのローカルなホスト名。●

設定された IP インターフェイス。●



設定されたルーティング テーブル。●

ローカル スパム隔離設定。●

ローカル ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離設定●

コマンドラインのwebsecurityadvancedconfigコマンドの設定（バージョン8.5以降）。 ●

注： 存在しない隔離を参照するコンテンツフィルタがある場合、それらのフィルタは、参
照されたポリシー隔離がマシンに設定されるまで無効になります。

ESAクラスタでのグループの設定方法

特定のシナリオでは、クラスタ内のESAが他のESAよりも特定の方法で動作することが要件になる場合があります。これを実現するために、新しいクラス
タを作成する代わりに、グループの作成に進むことができます。

注：グループレベルで行われる設定は、クラスタレベルの設定よりも優先されます。

グループを作成するには、ESAのCLIからグループを作成します。設定を開始するには、コマンドclusterconfig —> ADDGROUPを使用します

(Machine esalab.cisco.com)> clusterconfig

このコマンドは「クラスタ」モードに制限されています。  「クラスタ」モードに切り替えますか
？[Y]>

クラスタCisco

実行する操作を選択します。

- ADDGROUP – クラスタグループを追加します。

- SETGROUP – マシンがメンバーになっているグループを設定します。

- RENAMEGROUP – クラスタグループの名前を変更します。

- DELETEGROUP – クラスタグループを削除します。

- REMOVEMACHINE – クラスタからマシンを削除します。

- SETNAME – クラスタ名を設定します。

- LIST – クラスタ内のマシンをリストします。

- CONNSTATUS – クラスタ内のマシン間の接続ステータスを表示します。

- COMMUNICATION – マシンがクラスタ内でどのように通信するかを設定します。

- DISCONNECT – クラスターからコンピューターを一時的に切断します。

- RECONNECT – 以前に切断されたマシンとの接続を復元します。

- PREPJOIN - CCS上で新しいマシンを追加する準備をします。

[]>addgroup

作成する新しいクラスタグループの名前を入力します。



[]> New_Group

クラスタグループNew_Groupが作成されました。

既存のクラスタから作成した新しいグループにESAを追加するには、SETGROUPコマンドを使
用します 

(Machine esalab.cisco.com)> clusterconfig

このコマンドは「クラスタ」モードに制限されています。  「クラスタ」モードに切り替えますか
？[Y]>

クラスタCisco

実行する操作を選択します。

- ADDGROUP – クラスタグループを追加します。

- SETGROUP – マシンがメンバーになっているグループを設定します。

- RENAMEGROUP – クラスタグループの名前を変更します。

- DELETEGROUP – クラスタグループを削除します。

- REMOVEMACHINE – クラスタからマシンを削除します。

- SETNAME – クラスタ名を設定します。

- LIST – クラスタ内のマシンをリストします。

- CONNSTATUS – クラスタ内のマシン間の接続ステータスを表示します。

- COMMUNICATION – マシンがクラスタ内でどのように通信するかを設定します。

- DISCONNECT – クラスターからコンピューターを一時的に切断します。

- RECONNECT – 以前に切断されたマシンとの接続を復元します。

- PREPJOIN - CCS上で新しいマシンを追加する準備をします。

[]> SETGROUP

別のグループに移動するマシンを選択します。  複数のマシンをカンマで区切ります。

1. esalab.cisco.com（グループESA_Group）

[1]> 1

esalab.cisco.comのメンバーにするグループを選択します。

1. ESA_Group

2. New_Group



[1] > 2

esalab.cisco.comグループNew_Groupに設定します。

ESAクラスタで作成済みのグループの名前を変更するには、RENAMEGROUPコマンドを使用し
ます

(Machine esalab.cisco.com)> clusterconfig

このコマンドは「クラスタ」モードに制限されています。  「クラスタ」モードに切り替えますか
？[Y]>

クラスタCisco

実行する操作を選択します。

- ADDGROUP – クラスタグループを追加します。

- SETGROUP – マシンがメンバーになっているグループを設定します。

- RENAMEGROUP – クラスタグループの名前を変更します。

- DELETEGROUP – クラスタグループを削除します。

- REMOVEMACHINE – クラスタからマシンを削除します。

- SETNAME – クラスタ名を設定します。

- LIST – クラスタ内のマシンをリストします。

- CONNSTATUS – クラスタ内のマシン間の接続ステータスを表示します。

- COMMUNICATION – マシンがクラスタ内でどのように通信するかを設定します。

- DISCONNECT – クラスターからコンピューターを一時的に切断します。

- RECONNECT – 以前に切断されたマシンとの接続を復元します。

- PREPJOIN - CCS上で新しいマシンを追加する準備をします。

[]> RENAMEGROUP

名前を変更するグループを選択します。

1. ESA_Group

2. New_Group

[1] > 2

グループの新しい名前を入力します。

[New_Group]> Cluster_Group



Group New_Groupの名前がCluster_Groupに変更されました。

最後に、ESAクラスタから既存のグループを削除するには、DELETEGROUPコマンドを使用しま
す

(Machine esalab.cisco.com)> clusterconfig

このコマンドは「クラスタ」モードに制限されています。  「クラスタ」モードに切り替えますか
？[Y]>

クラスタCisco

実行する操作を選択します。

- ADDGROUP – クラスタグループを追加します。

- SETGROUP – マシンがメンバーになっているグループを設定します。

- RENAMEGROUP – クラスタグループの名前を変更します。

- DELETEGROUP – クラスタグループを削除します。

- REMOVEMACHINE – クラスタからマシンを削除します。

- SETNAME – クラスタ名を設定します。

- LIST – クラスタ内のマシンをリストします。

- CONNSTATUS – クラスタ内のマシン間の接続ステータスを表示します。

- COMMUNICATION – マシンがクラスタ内でどのように通信するかを設定します。

- DISCONNECT – クラスターからコンピューターを一時的に切断します。

- RECONNECT – 以前に切断されたマシンとの接続を復元します。

- PREPJOIN - CCS上で新しいマシンを追加する準備をします。

[]>デリートグループ

削除するグループを選択します。

1. Cluster_Group

2. ESA_Group

[1]> 1

Cluster_Group内のマシンを移動するグループを選択します。

1. ESA_Group

[1]> 1



Group Cluster_Groupが削除されました。

注：クラスタ内のマシンを追加/削除すると、変更はコミットなしでアプライアンスに即座に適用
されます。ESAグループの場合、それに関連するアクションはコミット後にのみESAに適用され
ます。 
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