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概要

この資料にインストールされる FTD （Firepower Threat Defense）で firepower 2100 シリーズ用
の FDM （Firepower デバイス管理）オン ボックス マネジメント・サービスを設定する方法を記
述されています。

この資料の主要な意図が firepower 2100 シリーズ用の FDM オン ボックス 管理を有効に するた
めに必要なステップによってガイドすることです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Firepower 2100、FTD ソフトウェアインストーレーション。●

Cisco FTD （Firepower Threat Defense）基本設定およびトラブルシューティング。 ●

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。

Cisco Firepower 2100 シリーズ。●

Cisco FTD バージョン 6.2.3●

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

firepower 2100 でインストールされる FTD を管理する 2 つのオプションがあります:

FDM オン ボックス 管理。●

Cisco FMC （Firepower Management Center）。●

注: firepower 2100 にインストールされる FTD を管理するのに FDM および FMC を両方使
用できません。 FDM オン ボックス 管理が firepower で 2100 FTD 有効に なれば、ローカ
ル管理を無効に し、FMC を使用するために管理を再構成すれば FMC を FTD を管理するの
に使用することはできません。 一方では、FMC に FTD を無効に します FTD の FDM オン
ボックス管理サービスを登録して下さい。

注意： どのような管理を firepower 2100 にインストールされる FTD のために設定するか選
択するとき今は Cisco に考慮事項に FMC に FDM firepower 設定を移行するオプションがま
た逆も同様運びますこれをありません。

管理インターフェイスは 2 論理的なインターフェイス、br1 （FPR2100/4100/9300 アプライアン
スの management0）および診断に分割されます:

  管理- br1/management0 管理 - 診断

目的

このインターフェイスは
FTD/FMC 通信のために使用す
る FTD IP を割り当てるために
使用されます。

●

FMC/FTD 間の sftunnel を終え
ます。

●

規則に基づいている Syslog の
ために出典として使用される。

●

FTD ボックスへの SSH および
HTTPS アクセスを提供します
。

●

ASA エンジンへのリモート アクセス（例えば SNMP）を提供しま
す。

●

リーナ レベルの Syslog、AAA、SNMP 等メッセージのために出典
として使用される。

●



Mandatory
はい、FTD/FMC 通信のために（使
用されるので sftunnel はそれで終
わります）。

いいえおよびそれはそれを設定するために推奨されません。 代わりに
データ インターフェイスを
代りのデータインターフェイス（下記のメモをチェックして下さい）。

注: 診断インターフェイスの IP アドレスを残すことの利点は他のどのデータインターフェイ
スもと同じネットワークに管理インターフェイスを配置できること消えています。 診断イ
ンターフェイスを設定する場合、IP アドレスは管理 IP アドレスと同じネットワークである
必要があり他のどのデータインターフェイスもと同じネットワークであることができない規
則的なインターフェイスとして数えます。 管理インターフェイスが更新のためにインター
ネット アクセスを必要とするので、内部 FTD インターフェイスと同じネットワークに管理
インターフェイスを置くことは FTD がルーティングされたモードで展開されるとき） LAN
のスイッチだけとの FTD を展開し、管理インターフェイスのためのデフォルト ゲートウェ
イとして内部インターフェイスを指すことができることを意味します（これはちょうど適用
します。

FTD は firepower 2100 アプライアンスにインストールすることができます。 firepower シャーシ
は FTD 論理デバイスはモジュール/ブレードでインストールされているが FXOS （Firepower 拡
張可能なオペレーティング システム）と呼ばれる自身のオペレーティング システムをデバイスの
基本動作を制御するために実行します。

注: FXOS GUI （図形ユーザインターフェイス）呼出された FCM （Firepower シャーシ マ
ネージャ）または firepower シャーシ 機能を設定するのに FXOS CLI （コマンド・ライン
インターフェイス）を使用できます; ただし FTD が firepower 2100 シリーズでインストー
ルされているとき GUI FCM は利用できません、ちょうど FXOS CLI。

Firepower 21xx アプライアンス:

注: firepower 2100 シリーズで管理インターフェイスはシャーシ FXOS と FTD 論理装置の
間で共有されます。 

設定

ネットワーク図

デフォルト 設定はある特定の firepower が内部および外部ネットワークのために 2100 のインタ
ーフェイス使用されると仮定します。 初期構成はこれらの予期に基づいてインターフェイスにネ
ットワーク ケーブルを接続する場合より完了し易いです。 Firepower 2100 シリーズをケーブル
接続するために、次のイメージが表示されて下さい。



注: 上のイメージはレイヤ2 スイッチを使用して簡単なトポロジーを示します。 他のトポロ
ジーは使用することができ、配備は基本的な論理的なネットワーク 接続、ポート、アドレ
ッシングおよびコンフィギュレーション必要条件によって変わります。

設定

firepower 2100 シリーズの FDM オン ボックス 管理を有効に するために次の通り続行して下さい
。

1. FPR2100 シャーシへのコンソールアクセスは FTD アプリケーションに接続し。

firepower# connect ftd

>

2. FTD 管理 IP アドレスを設定して下さい。

>configure network ipv4 manual 10.88.243.253 255.255.255.128 10.88.243.1

3. ローカルで管理型を設定して下さい。

>configure manager local

4. IP アドレス/FTD へのオン ボックス 管理アクセスをサブネット化する設定は許可されます。

>configure https-access-list 0.0.0.0/0

5. ブラウザを開けば FTD を管理するためにこれ設定した IP アドレスへの https は FDM （On
Box）マネージャを開きます。



6. デフォルト firepower 資格情報、ユーザー名 admin およびパスワード Admin123 を使用するロ
グイン。



確認

1. 次のコマンドで FTD のために行ったネットワーク設定を確認して下さい。

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : firepower

DNS Servers               : 208.67.222.222

                            208.67.220.220

Management port           : 8305

IPv4 Default route

  Gateway                 : 10.88.243.129

==================[ management0 ]===================

State                     : Enabled

Channels                  : Management & Events

Mode                      : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX                  : Auto/MDIX

MTU                       : 1500

MAC Address               : 00:2C:C8:41:09:80

----------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration             : Manual

Address                   : 10.88.243.253

Netmask                   : 255.255.255.128

Broadcast                 : 10.88.243.255

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration             : Disabled



===============[ Proxy Information ]================

State                     : Disabled

Authentication            : Disabled

2. 次のコマンドで FTD のために設定した管理型を確認して下さい。

> show managers

Managed locally.

関連情報

Cisco Firepower デバイス マネージャ

Firepower Management Center クイックスタートガイドを使用した Firepower 2100 シリーズ用
の Cisco Firepower Threat Defense

設定 Firepower Threat Defense （FTD）管理インターフェイス

Firepower 2100 シリーズをイメージ変更して下さい

/content/en/us/products/security/security-management/firepower-device-manager.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/fp2100/ftd-fmc-2100-qsg.html#pgfId-193001
/content/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/fp2100/ftd-fmc-2100-qsg.html#pgfId-193001
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-firewalls/212420-configure-firepower-threat-defense-ftd.html#anc9
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/firepower/quick_start/reimage/asa-ftd-reimage.html#id_57089
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