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概要

この資料は Identity Services Engine （ISE） pxGrid バージョン 2.4 および Firepower
Management Center （FMC）バージョン 6.2.3 の統合のためのコンフィギュレーションプロセス
を説明したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

ISE 2.4●

FMC 6.2.3●

Active Directory/Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）●

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。

スタンドアロン ISE 2.4●

FMCv 6.2.3●

Active Directory 2012R2●

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。

ISE の設定

ステップ 1.イネーブル pxGrid サービス

Administration > 配備に ISE Admin GUI に、ナビゲート ログイン して下さい。1.
 2. ISE ノードをイメージに示すように pxGrid ペルソナに使用するために選択して下さい。

  

 3. pxGrid サービスを有効に し、イメージに示すように『SAVE』 をクリック して下さい。



  4. pxGrid サービスが CLI から実行されていることを確認して下さい。 

注: それは pxGrid サービスのための 5 分程複数の pxGrid ノードが使用中である十分に高可
用性の（HA）状態を開始し、判別するためにかかるかもしれません。

  5. ISE pxGrid ノード CLI への SSH はアプリケーション ステータスをチェックし。

# show application status ise | in pxGrid

pxGrid Infrastructure Service running 24062

pxGrid Publisher Subscriber Service running 24366

pxGrid Connection Manager running 24323

pxGrid Controller running 24404

#

  6. ISE Admin GUI にアクセスし、サービスがオンラインおよびはたらくことであることを確認
して下さい。 Administration > pxGrid サービスへのナビゲート。

  7. ページの一番下に、ISE はイメージに示すように pxGrid <pxGrid ノード FQDN> に接続され
て表示する必要があります。



ステップ 2.すべての pxGrid 認証ベース アカウントを承認するために ISE を設定し
て下さい

 1. 保守します > 設定は Administration > pxGrid にナビゲート します。

 2. ボックスをチェックして下さい: 「自動的に新しい認証ベース アカウント」を承認し、イメー
ジに示すように『SAVE』 をクリック して下さい。

注: 管理者はこのオプションが有効に ならない場合手動で ISE への FMC 接続を承認する必
要があります。

ステップ 3. ISE MNT Admin 証明書および pxGrid CA 証明書をエクスポートして下
さい

 1. Administration > 証明書 > システム 証明書へのナビゲート。

 2. プライマリ 管理 ノードで有効に されなくて プライマリ モニタリング（MNT）ノードを拡張
して下さい。

 3. 「Admin」フィールド使用によっての証明書を選択して下さい。

注: このガイドは Admin 使用方法のためにデフォルト ISE 自己署名証明書を使用します。
Admin 認証局（CA）によって署名される証明書を使用すれば ISE MNT ノードの Admin 証
明書に署名したルートCA をエクスポートする必要があります。

 4. [Export] をクリックします。



 5. Export certificate およびプライベートキーにオプションを選択して下さい。

 6. 暗号化キーを設定 して下さい。

 7. イメージに示すようにファイルをエクスポートし、保存して下さい。

 9. ISE システム 証明書 画面に戻って下さい。

 10. カラムによって使用されるの「pxGrid」使用方法を用いる証明書のフィールドによって発行
される判別して下さい。

注: ISE のより古いバージョンでは、これは自己署名証明書でしたが、2.2 から前にこの証
明書は内部 ISE CA チェーンによってデフォルトで発行されます。

 11. 証明書を選択し、イメージに示すように『View』 をクリック して下さい。

 12. 最高 レベル（ルート）証明書を判別して下さい。 この場合それは「認証 サービス ルートCA
- tim24adm" です。

 13. イメージに示すように証明書 View ウィンドウを閉じて下さい。



 14. ISE メニューを認証局（CA）拡張して下さい。

 15. 証明書を認証局（CA）選択して下さい。

 16. 識別された選択し、『Export』 をクリック して下さいルート証明を。 それからイメージに
示すように pxGrid ルートCA認証を保存して下さい。 



  

FMC を設定して下さい

ステップ 4. FMC に新しいレルムを追加して下さい

FMC GUI にアクセスし、システム > 統合 > レルムにナビゲート して下さい。1.
イメージに示すようにレルムを『New』 をクリック して下さい。2.

 3. 書式に記入し、テスト Active Directory （AD） 加入 ボタンをクリックして下さい。

注: AD 加入 ユーザ名はユーザー プリンシパル名（UPN）形式にあるはずですまたはテスト
は失敗します（user@domain.com）。

 4. テスト AD 加入が正常である場合、『OK』 をクリック して下さい。

 5. Directory タブをクリックし、次にイメージに示すようにディレクトリを『Add』 をクリック
して下さい。



 6. IP/ホスト名およびテスト接続を設定して下さい。

注: テストが失敗した場合、レルム Configuration タブの資格情報を確認して下さい。

 7. [OK] をクリックします。

 8. イメージに示すようにユーザ Download タブをクリックして下さい。

 9. 既に選択されない、ユーザを有効に し、ダウンロードをグループ化して下さい

 10. 今『Download』 をクリック して下さい



 11. リストが読み込んだら、望ましいグループを追加し、含むために『Add』 を選択 して下さい
。

 12. レルム 設定を保存して下さい。

 13. イメージに示すようにレルム状態を有効に して下さい。

ステップ 5.生成する FMC CA 認証

 1. オブジェクト > オブジェクト 管理へのナビゲート > イメージに示すように内部 CA。



 2. [Generate CA] をクリックします。

 3. 書式に記入し、イメージに示すように自己署名 CA を『Generate』 をクリック して下さい。

 4. 生成が完了したら、イメージに示すように生成された CA 認証の右へ鉛筆をクリックして下さ
い。

 5. [Download] をクリックします。



 6. 設定し、暗号化 パスワードを確認し、『OK』 をクリック して下さい。

 7. ローカル ファイル システムに Public Key Cryptography Standards （PKCS） p12 ファイルを
保存して下さい。

ステップ 6. OpenSSL の使用の生成された証明書から証明書およびプライベートキ
ーを得て下さい

これは FMC のルート、または OpenSSL コマンドを実行することができるあらゆるクライアン
トでされるかもしれません。 この例は標準 Linux シェルを使用します。

 1. p12 ファイルから certficate （CER）およびプライベートキー（PVK）を得るために openssl
を使用して下さい。

 2. CER ファイルを抽出しそして FMC の CERT 生成から Export 鍵 証明書を設定して下さい。

  ~$ openssl pkcs12 -nokeys -clcerts -in <filename.p12> -out <filename.cer>

  Password:

  Last login: Tue May 15 18:46:41 UTC 2018

  Enter Import Password:

  MAC verified OK



 3. PVK ファイルを抽出し、Export 鍵 証明書を設定し、そして新しい PEM パスフレーズを設定
し、確認して下さい。

  ~$ openssl pkcs12 -nocerts -in <filename.p12> -out <filename.pvk>

 Password:   Last login: Tue May 15 18:46:41 UTC 2018   Enter Import Password:   MAC verified OK

4. 次のステップでこの PEM フレーズを必要とします。

ステップ 7. FMC に証明書をインストールして下さい

 1. オブジェクト > オブジェクト 管理 > PKI へのナビゲート > 内部証明書。

 2. イメージに示すように内部証明書を『Add』 をクリック して下さい。

 3. 内部 証明書の名前を設定して下さい。

 4. CER ファイルの位置に参照し、それを選択して下さい。 証明書 データが読み込んだら、第 2
を選択して下さい。 

 5. Browse オプションは PVK ファイルを選択し。

 6. 導く「バッグを帰因します」PVK セクションのあらゆる追跡値削除すれば。 PVK はから始ま
る必要があります ----------暗号化されたプライベートキーを始めて下さい---------- そして端との ---
-------END によって暗号化されるプライベートキー----------を探します。  

注: PVK テキストに導き、追跡ハイフンの外の文字がある場合『OK』 をクリック できませ
ん。

 7. PVK がステップ 6.でエクスポートされたときに暗号化されたボックスをチェックし、作成さ
れるパスワードを設定して下さい。

 8. [OK] をクリックします。



ステップ 8. ISE に FMC 証明書をインポートして下さい

 1. ISE GUI にアクセスし、Administration > システム > 証明書 > 信頼できる証明書にナビゲート
して下さい。

 2. [Import] をクリックします。



 3. 『File』 を選択 し、選択しますローカルシステムから FMC CER ファイルをクリックして下
さい。

    オプション： 表示名を設定して下さい。

 4. ISE 内の認証があるように信頼を確認して下さい。

    オプション： 説明を設定して下さい。

 5. イメージに示すように『SUBMIT』 をクリック して下さい。

ステップ 9. FMC の設定 pxGrid 接続

 1. イメージに示すようにシステム > 統合 > 識別出典にナビゲート して下さい。

 2. ISE をクリックして下さい。

 3. ISE pxGrid ノードの IP アドレス または ホスト名を設定して下さい。

 4. pxGrid サーバ CA の右へ + 選択して下さい。



 5. 次にサーバ CA ファイルを名付け、ステップ 3.で集められる CA に署名する pxGrid ルートに
参照し、『SAVE』 をクリック して下さい。

 6. MNT サーバ CA の右へ + 選択して下さい。 

 7. 次にサーバ CA ファイルを名付け、ステップ 3.で集められる Admin 証明書に参照し、『
SAVE』 をクリック して下さい。 

 8. ドロップダウン リストから FMC CER ファイルを選択して下さい。

 9. [Test] をクリックします。

 10. テストが正常である場合、『OK』 をクリック して下さい、画面の右上で保存して下さい。

注: 2 つの ISE pxGrid ノードを実行するとき、pxGrid が 1 ISE ノードだけで一度にアクティ
ブに動作するので 1 ホストが失敗を示すために成功および 1 を示すことは正常です。 それ
は設定によってどのプライマリ ホストが表示するかもしれませんか失敗およびセカンダリ
ホストは成功を表示するかもしれませんかどうか決まります。 これは ISE のノードがアク
ティブな pxGrid ノードのすべての依存です。

確認

ISE の確認



 1. ISE GUI を開き、Administration > pxGrid サービスにナビゲート して下さい。

すべてが正常だった場合、クライアント リストにリストされている 2 つの firepower 接続がある
はずです。 実際の FMC （iseagent-hostname-33bytes）のための 1 つ、および FMC
（firesightisetest-hostname-33bytes）の Test ボタンをクリックした場合の使用したテスト デバ
イスのための 1。

iseagent FirePOWER 接続は 6 つの sub を表示する、オンラインのようである必要があります。

firesightisetest FirePOWER 接続は 0 sub を表示する、オフラインのようである必要があります。

iseagent FirePOWER クライアントの拡張された意見はイメージに示すように 6 つのサブスクリ
プションを表示する必要があります。

注: CSCvo75376 が原因で ホスト名制限があり、バルク ダウンロードは失敗します。 FMC
の Test ボタンは接続失敗を表示する。 これは 2.3p6、2.4p6、および 2.6 に影響を与えます
。 現在の推奨事項は公式パッチがリリースされるまで修正します 5 つを 2.3 パッチ 5 また
は 2.4 を実行することです。

FMC の確認

 1. FMC GUI を開き、分析 > Users > アクティブセッションにナビゲート して下さい。

ISE のセッション ディレクトリ機能によって送達されるどのアクティブセッションでも FMC の
アクティブセッション 表で表示する必要があります。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo75376
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo75376
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo75376
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo75376
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo75376


FMC CLI sudo モードから、「adi_cli セッション」は ISE から FMC に送信 される ユーザセッシ
ョン 情報を表示する必要があります。

ssh admin@<FMC IP ADDRESS>

Password:

Last login: Tue May 15 19:03:01 UTC 2018 from dhcp-172-18-250-115.cisco.com on ssh

Last login: Wed May 16 16:28:50 2018 from dhcp-172-18-250-115.cisco.com

Copyright 2004-2018, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Fire Linux OS v6.2.3 (build 13)

Cisco Firepower Management Center for VMWare v6.2.3 (build 83)

admin@firepower:~$ sudo -i

Password:

Last login: Wed May 16 16:01:01 UTC 2018 on cron

root@firepower:~# adi_cli session

received user session: username tom, ip ::ffff:172.18.250.148, location_ip ::ffff:14.36.150.11,

realm_id 2, domain rtpaaa.net, type Add, identity Passive.

received user session: username xiayao, ip ::ffff:14.36.148.98, location_ip ::, realm_id 2,

domain rtpaaa.net, type Add, identity Passive.

received user session: username admin, ip ::ffff:14.36.150.24, location_ip ::, realm_id 2,

domain rtpaaa.net, type Add, identity Passive.

received user session: username administrator, ip ::ffff:172.18.124.200, location_ip ::,

realm_id 2, domain rtpaaa.net, type Add, identity Passive.

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。
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