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Firepower 9300 の概要
• Firepower 9300 セキュリティ アプライアンスについて, 1 ページ

Firepower 9300 セキュリティ アプライアンスについて
Cisco Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス は、ネットワークおよびコンテンツ セキュリ
ティ ソリューションの次世代プラットフォームです。Firepower 9300 はシスコ アプリケーション
セントリック インフラストラクチャ（ACI）セキュリティ ソリューションの一部であり、拡張
性、一貫性のある制御、シンプルな管理を実現するために構築された、俊敏でオープン、かつセ
キュアなプラットフォームを提供します。
Firepower 9300 は次の機能を提供します。
• モジュラ シャーシベースのセキュリティ システム：高いパフォーマンス、柔軟な入出力設
定、および拡張性を提供します。
• Firepower Chassis Manager：グラフィカル ユーザ インターフェイスによって、現在のシャー
シ ステータスが効率良く視覚的に表示され、シャーシの機能を簡単に設定できます。
• FXOS CLI：機能の設定、シャーシ ステータスのモニタリング、および高度なトラブルシュー
ティング機能へのアクセスを行うコマンド ベースのインターフェイスを提供します。
• FXOS REST API：ユーザがシャーシをプログラムを使用して設定し、管理できます。
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コマンドライン インターフェイスの概要
• 管理対象オブジェクト, 3 ページ
• コマンド モード, 3 ページ
• オブジェクト コマンド, 5 ページ
• コマンドの実行, 6 ページ
• コマンド履歴, 7 ページ
• 保留コマンドのコミット、廃棄、および表示, 7 ページ
• CLI に関するオンラインヘルプ, 7 ページ
• CLI セッション制限, 8 ページ

管理対象オブジェクト
Firepower eXtensible Operating System は管理対象オブジェクト モデルを使用します。このモデルで
は、管理対象オブジェクトは管理可能な物理エンティティまたは論理エンティティを抽象的に表
現したものです。たとえば、シャーシ、セキュリティ モジュール、ネットワーク モジュール、
ポート、プロセッサは、管理対象オブジェクトとして表現される物理エンティティです。また、
ユーザロールやプラットフォームポリシーは、管理対象オブジェクトとして表現される論理エン
ティティです。
管理対象オブジェクトには関連付けられている設定可能なプロパティが複数存在する場合があり
ます。

コマンド モード
CLI のコマンド モードは階層構造になっており、EXEC モードがこの階層の最高レベルとなりま
す。高いレベルのモードは、低いレベルのモードに分岐します。高いレベルのモードから 1 つ引
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コマンドライン インターフェイスの概要
コマンド モード

くレベルのモードに移動するには create、enter、および scope コマンドを使用します。また、モー
ド階層で 1 つ高いレベルに移動するには exit コマンドを使用します。

（注）

コマンド モードの大半は管理対象オブジェクトに関連付けられているため、あるオブジェク
トと関連付けられているモードにアクセスできるようにするには、まず、そのオブジェクトを
作成する必要があります。アクセスするモードに対する管理対象オブジェクトを作成するに
は、create および enter コマンドを使用します。scope コマンドは管理対象オブジェクトを作成
するものではありません。すでに管理対象オブジェクトが存在するモードにアクセスするだけ
です。
各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。各モードで使用で
きるほとんどのコマンドは、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。
各モードの CLI プロンプトには、モード階層における現在のモードまでのフルパスが表示されま
す。これにより、コマンド モード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内を移
動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。
次の表に、主要なコマンド モード、各モードへのアクセスに使用するコマンド、および各モード
に関連付けられている CLI プロンプトを示します。
表 1：主要なコマンド モードとプロンプト

モード名

アクセスに使用するコマンド

モード プロンプト

EXEC

任意のモードで top コマンド

#

アダプタ

EXEC モードで scope adapter
コマンド

/adapter #

配線

EXEC モードで scope cabling コ /cabling #
マンド

シャーシ

EXEC モードで scope chassis コ /chassis #
マンド

イーサネット サーバ

EXEC モードで scope eth-server /eth-server #
コマンド

イーサネット アップリンク

EXEC モードで scope eth-uplink /eth-uplink #
コマンド

ファブリック インターコネク
ト

EXEC モードで scope
fabric-interconnect コマンド

ファームウェア

EXEC モードで scope firmware /firmware #
コマンド

/fabric-interconnect #
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オブジェクト コマンド

モード名

アクセスに使用するコマンド

モード プロンプト

ホスト イーサネット インター EXEC モードで scope host-eth-if /host-eth-if #
フェイス
コマンド
ライセンスの 25%

EXEC モードで scope license コ /license #
マンド

モニタリング

EXEC モードで scope
monitoring コマンド

/monitoring #

組織

EXEC モードで scope org コマ
ンド

/org #

セキュリティ

EXEC モードで scope security
コマンド

/security #

サーバ

EXEC モードで scope server コ /server #
マンド

サービス プロファイル

EXEC モードで scope
service-profile コマンド

/service-profile #

SSA

EXEC モードで scope ssa コマ
ンド

/ssa #

system

EXEC モードで scope system コ /system #
マンド

仮想 HBA

EXEC モードで scope vhba コマ /vhba #
ンド

仮想 NIC

EXEC モードで scope vnic コマ /vnic #
ンド

オブジェクト コマンド
オブジェクト管理用に 4 つの一般的なコマンドがあります。
• createobject
• deleteobject
• enterobject
• scopeobject
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コマンドライン インターフェイスの概要
コマンドの実行

scope コマンドは、永続的オブジェクトでもユーザ イスタンス化オブジェクトでも、すべての管
理対象オブジェクトで使用できます。その他のコマンドを使用して、ユーザ インスタンス化オブ
ジェクトを作成および管理できます。すべての createobject コマンドには、それぞれ対応する
deleteobject コマンドおよび enterobject コマンドが存在します。
ユーザ インスタンス化オブジェクトの管理では、次の表に説明するように、これらのコマンドの
動作はオブジェクトが存在するかどうかによって異なります。
表 2：オブジェクトが存在しない場合のコマンドの動作

コマンド

動作

createobject

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ
ンフィギュレーション モードが開始されます。

deleteobject

エラー メッセージが生成されます。

enterobject

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ
ンフィギュレーション モードが開始されます。

scopeobject

エラー メッセージが生成されます。

表 3：オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

コマンド

動作

createobject

エラー メッセージが生成されます。

deleteobject

オブジェクトが削除されます。

enterobject

該当する場合、オブジェクトのコンフィギュレー
ション モードが開始されます。

scopeobject

オブジェクトのコンフィギュレーション モード
が開始されます。

コマンドの実行
任意のモードで Tab キーを使用すると、コマンドを実行できます。コマンド名の一部を入力して
Tab を押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードを選択するか引数値を入力
する必要があるところまで表示されます。
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コマンド履歴

コマンド履歴
CLI では、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。上矢印キーまたは下
矢印キーを使用すると、これまでに使用したコマンドを 1 つずつ表示できます。上矢印キーを押
すと履歴内の直前のコマンドが、下矢印キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。履
歴の最後に到達すると、下矢印キーを押しても次のコマンドが表示されなくなります。
履歴内のすべてのコマンドは、履歴を 1 つずつ表示し、目的のコマンドを再度呼び出し、Enter
キーを押すだけでもう一度実行することができます。このコマンドは手動で入力したように表示
されます。また、コマンドを再度呼び出した後、Enter キーを押す前にコマンドを変更することも
できます。

保留コマンドのコミット、廃棄、および表示
CLI でコンフィギュレーション コマンドを入力する場合、commit-buffer コマンドを入力するま
で、そのコマンドは適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーション コマンドは
保留状態となり、discard-buffer コマンドを入力して廃棄できます。
複数のコマンド モードで保留中の変更を積み重ね、commit-buffer コマンド 1 つでまとめて適用
できます。任意のコマンド モードで show configuration pending コマンドを入力して、保留中のコ
マンドを表示できます。

（注）

複数のコマンドをまとめてコミットするのは、アトミック操作ではありません。失敗したコマ
ンドがあっても、成功したコマンドは適用されます。失敗したコマンドはエラー メッセージ
で報告されます。
コマンドが保留中の場合、コマンド プロンプトの前にアスタリスク（*）が表示されます。アス
タリスクは、commit-buffer コマンドを入力すると消去されます。
次に、プロンプトがコマンド エントリのプロセス中に変わる例を示します。
Firepower# scope system
Firepower /system # scope services
Firepower /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
Firepower /system/services* # show configuration pending
scope services
+
create ntp-server 192.168.200.101
exit
Firepower /system/services* # commit-buffer
Firepower /system/services #

CLI に関するオンラインヘルプ
? 文字を入力すれば、いつでもコマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションを表示できま
す。
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コマンドライン インターフェイスの概要
CLI セッション制限

プロンプトに何も入力しなかった場合、? と入力すると、そのときのモードで使用できるコマンド
がすべて表示されます。コマンドの一部を入力した場合、? と入力すると、コマンド構文のそのと
きの位置で使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。

CLI セッション制限
Firepower eXtensible Operating System は、同時にアクティブにできる CLI セッションの数を合計で
32 セッションに制限します。この値は設定可能です。
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• タスク フロー, 9 ページ
• 初期設定, 10 ページ
• FXOS CLI へのアクセス, 12 ページ

タスク フロー
次に、Firepower アプライアンス を設定する際に実行する必要がある基本的なタスクの手順を示し
ます。

手順
ステップ 1

Firepower アプライアンス ハードウェアを設定します（『Cisco Firepower 9300 Hardware Installation
Guide（Cisco Firepower 9300 ハードウェア インストレーション ガイド）』を参照）。

ステップ 2

初期設定を実行します（初期設定, （10 ページ）を参照）。

ステップ 3

日付と時刻を設定します（日付と時刻の設定, （45 ページ）を参照）。

ステップ 4

DNS サーバを設定します（DNS サーバの設定, （71 ページ）を参照）。

ステップ 5

製品ライセンスを登録します（ライセンス管理, （15 ページ）を参照）。

ステップ 6

ユーザを設定します（ユーザ管理, （23 ページ）を参照）。

ステップ 7

必要に応じてソフトウェアの更新を実行します（イメージ管理, （37 ページ）を参照）。

ステップ 8

追加のプラットフォーム設定を実行します（プラットフォームの設定, （45 ページ）を参照）。

ステップ 9

インターフェイスを設定します（インターフェイス管理, （75 ページ）を参照）。

ステップ 10

論理デバイスを作成します（論理デバイス, （79 ページ）を参照）。
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初期設定
Firepower Chassis Manager または FXOS CLI を使用してシステムを設定し、管理するには、コン
ソール ポートからアクセスした FXOS CLI を使用していくつかの初期設定タスクを事前に実行し
ておく必要があります。FXOS CLI を使用して Firepower アプライアンス に初めてアクセスする
と、システムの設定に使用できるセットアップ ウィザードが表示されます。
システム設定を既存のバックアップファイルから復元するか、セットアップウィザードを実行し
てシステムを手動でセットアップするか、選択できます。システムを復元する場合は、バックアッ
プ ファイルが、管理ネットワークから到達可能な場所に存在する必要があります。
Firepower アプライアンス の単一の管理ポートには、IPv4 アドレス（1 つのみ）、ゲートウェイ、
およびサブネット マスク、あるいは IPv6 アドレス（1 つのみ）、ゲートウェイ、およびネット
ワーク プレフィックスを指定する必要があります。管理ポートの IP アドレスには、IPv4 アドレ
スまたは IPv6 アドレスのいずれかを設定できます。

はじめる前に
1 Firepower アプライアンス の次の物理接続を確認します。
• コンソール ポートがコンピュータ端末またはコンソール サーバに物理的に接続されてい
る。
• 1 Gbps イーサネットの管理ポートが外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続されて
いる。
詳細については、『Cisco Firepower 9300 Hardware Installation Guide（Cisco Firepower 9300 ハー
ドウェア インストレーション ガイド）』を参照してください。
2 コンソール ポートに接続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソー
ル ポート パラメータが次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

Firepower アプライアンスの電源を入れます。
Firepower アプライアンス が起動すると、電源投入時自己診断テスト メッセージが表示されます。

ステップ 3

未設定のシステムが起動すると、セットアップ ウィザードでシステムの設定に必要な次の情報の
入力が求められます。

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
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• セットアップ モード（フル システム バックアップからの復元または初期セットアップ）
• 強力なパスワードの適用ポリシー（強力なパスワードのガイドラインについては ユーザ ア
カウント, （23 ページ） を参照）
• admin パスワード
• システム名
• 管理ポートの IPv4 アドレスとサブネット マスク、または IPv6 アドレスとプレフィックス
• デフォルトのゲートウェイの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス
• DNS サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス
• デフォルトのドメイン名
ステップ 4

セットアップの概要を確認し、設定の保存と適用を行う場合は yes、セットアップ ウィザードを
やり直して設定の変更を行う場合は no を入力します。
設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示され
ます。以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enter を押します。

次に、IPv4 管理アドレスを使用した設定をセットアップする例を示します。
Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? setup
You have chosen to setup a new Fabric interconnect. Continue? (y/n): y
Enforce strong password? (y/n) [y]: n
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Enter the system name: foo
Physical Switch Mgmt0 IP address : 192.168.10.10
Physical Switch Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Configure the DNS Server IP address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 20.10.20.10
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforce Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IP Address=192.168.10.10
Physical Switch Mgmt0 IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
IPv6 value=0
DNS Server=20.10.20.10
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、IPv6 管理アドレスを使用した設定をセットアップする例を示します。
Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? setup
You have chosen to setup a new Fabric interconnect. Continue? (y/n): y
Enforce strong password? (y/n) [y]: n
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Enter the system name: foo
Physical Switch Mgmt0 IP address : 2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 2001::101
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Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
Default Gateway=2001::1
Ipv6 value=1
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

FXOS CLI へのアクセス
FXOS CLIには、コンソール ポートに繋いだ端末を使って接続します。コンソール ポートに接続
しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソール ポート パラメータが次の
とおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット
SSH と Telnet を使用しても FXOS CLI に接続できます。Firepower eXtensible Operating System は最
大 8 つの SSH 接続を同時にサポートできます。SSH で接続するには、Firepower アプライアンス
のホスト名または IP アドレスが必要になります。
次のシンタックスの例のいずれかを使用して、SSH、Telnet,または Putty でログインします。

（注）

SSH ログインでは大文字と小文字が区別されます。
Linux 端末からは以下の SSH を使用します。
• sshucs-auth-domain\\username@{UCSM-ip-address|UCMS-ipv6-address}
ssh ucs-example\\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-example\\jsmith@2001::1

• ssh -lucs-auth-domain\\username {UCSM-ip-address| UCSM-ipv6-address| UCSM-host-name}
ssh -l ucs-example\\jsmith 192.0.20.11
ssh -l ucs-example\\jsmith 2001::1

• ssh {UCSM-ip-address | UCSM-ipv6-address | UCSM-host-name} -lucs-auth-domain\\username
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\\jsmith
ssh 2001::1 -l ucs-example\\jsmith

• sshucs-auth-domain\\username@{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}
ssh ucs-ldap23\\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-ldap23\\jsmith@2001::1

Linux 端末からは以下の Telnet を使用します。

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
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（注）

Telnet はデフォルトで無効になっています。Telnet を有効にする手順については、Telnet の設
定, （50 ページ） を参照してください。
• telnetucs-UCSM-host-name ucs-auth-domain\username
telnet ucs-qa-10
login: ucs-ldap23\blradmin

• telnetucs-{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}ucs-auth-domain\username
telnet 10.106.19.12 2052
ucs-qa-10-A login: ucs-ldap23\blradmin

Putty クライアントからは、次の手順を実行します。
• ucs-auth-domain\username でログインします。
Login as: ucs-example\jsmith

（注）

デフォルトの認証がローカルに設定されており、コンソール認証が LDAP に
設定されている場合は、ucs-local\admin（admin はローカル アカウントの名前）
を使用して Putty クライアントからファブリック インターコネクトにログイン
できます。
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ライセンス管理
Cisco Smart Software Licensing を使用すると、ライセンスのプールを一元的に購入および管理で
きます。各ユニットのライセンス キーを管理する必要なく、デバイスを簡単に導入または削除
できます。また、Smart Software Licensing では、ライセンスの利用状態やニーズを一目で確認で
きます。
• Smart Software Licensing について, 15 ページ
• Smart Software Licensing の前提条件, 17 ページ
• Smart Software Licensing のデフォルト, 18 ページ
• Smart Software Licensing の設定, 18 ページ
• Smart Software Licensing のモニタリング, 20 ページ
• Smart Software Licensing の履歴, 21 ページ

Smart Software Licensing について
ここでは、Smart Software Licensing の機能について説明します。

Firepower 9300 のセキュリティ モジュールのスマート ソフトウェア ラ
イセンス
Firepower 9300 の セキュリティ モジュールの場合、スマート ソフトウェア ライセンス設定は、
Firepower 9300 スーパバイザとセキュリティ モジュール間で分割されます。
• Firepower 9300：ライセンス認証局との通信を行うためのパラメータを含めて、スーパバイザ
にすべてのスマート ソフトウェア ライセンス インフラストラクチャを設定します。Firepower
9300 自体には動作のためのライセンスは必要ありません。
• セキュリティ モジュール：セキュリティ モジュールにすべてのライセンス付与資格を設定
します。
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Smart Software Manager とアカウント
デバイスに 1 つ以上のライセンスを購入した場合は、Cisco Smart Software Manager でそれらのラ
イセンスを管理します。
http://tools.cisco.com/rhodui/index
Smart Software Manager を使用すると、組織のマスター アカウントを作成できます。

（注）

まだアカウントをお持ちでない場合は、このリンクをクリックして新しいアカウントをセット
アップしてください。Smart Software Manager を使用すると、組織のマスター アカウントを作
成できます。
デフォルトでは、マスター アカウントにあるデフォルトの仮想アカウントにライセンスが割り当
てられます。アカウント管理者は、必要に応じて仮想アカウントを追加できます。たとえば、地
域、部門、または支社用にアカウントを作成できます。複数の仮想アカウントがあることで、大
量のライセンスやデバイスを簡単に管理できます。

仮想アカウントごとに管理されるライセンスとデバイス
ライセンスとデバイスは仮想アカウントごとに管理されます。つまり、その仮想アカウントのデ
バイスのみが、そのアカウントに割り当てられたライセンスを使用できます。新たにライセンス
を追加する必要がある場合は、別の仮想アカウントから未使用のライセンスを譲渡できます。ま
た、仮想アカウント間でのデバイスの譲渡も可能です。
Firepower 9300 シャーシのみがデバイスとして登録されます。しかし、シャーシ内の セキュリティ
モジュールには独自のライセンスが必要です。たとえば、3 つのセキュリティ モジュールがある
Firepower 9300 シャーシの場合、シャーシは 1 つのデバイスとしてカウントされますが、モジュー
ルは 3 つの個別のライセンスを使用します。

デバイスの登録とトークン
各仮想アカウントに登録トークンを作成できます。このトークンは、デフォルトで30日間有効で
す。各デバイスを導入するとき、または既存のデバイスを登録するときにこのトークン ID と権限
付与レベルを入力します。既存のトークンの期限が切れている場合は、新しいトークンを作成で
きます。

（注）

セキュリティ モジュールではなく、Firepower 9300 スーパバイザにデバイス登録が設定されま
す。
導入後、または既存のデバイスにこれらのパラメータを手動で設定した後でそのデバイスを起動
すると、シスコのライセンス認証局に登録されます。デバイスをトークンに登録すると、ライセ
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ンス認証局はデバイスとそのライセンス認証局との間での通信を行うために ID 証明書を発行しま
す。この証明書は 1 年間有効ですが、6 か月ごとに更新されます。

ライセンス認証局との定期通信
デバイスはライセンス認証局と 30 日おきに通信します。Smart Software Manager に変更を加えた
場合は、デバイス上で許可を更新し、すぐに変更されるようにすることができます。または、ス
ケジュールどおりにデバイスが通信するのを待ちます。
必要に応じて、HTTP プロキシを設定できます。デバイスには、少なくても 90 日おきに直接また
は HTTP プロキシを通じてのインターネット アクセスが必要です。通常のライセンスに関する通
信は30日ごとに行われますが、これには猶予期間があり、デバイスはホームをコールすることな
く最大で 90 日間は動作します。90 日が経過する前にライセンス認証局に連絡する必要がありま
す。

（注）

オフィス ライセンスはサポートされません。

コンプライアンス逸脱状態
次の状況では、デバイスがコンプライアンスから逸脱している可能性があります。
• 使用超過：デバイスが利用できないライセンスを使用している場合。
• ライセンスの期限切れ：時間ベースのライセンスの期限が切れている場合。
• 通信の欠落：デバイスが再許可を得るために Licensing Authority に到達できない場合。
再許可を試行してから90日後に、アプリケーションによっては何らかの方法でデバイスは制限を
受けます。

Smart Call Home インフラストラクチャ
デフォルトでは、Smart Call Home のプロファイルは、ライセンス認証局の URL を指定する設定
内にあります。このプロファイルは削除できません。ライセンス プロファイルで設定可能なオプ
ションは、ライセンス認証局の宛先アドレスの URL のみです。Cisco TAC からの指示がない限
り、ライセンス認証局の URL を変更しないでください。
スマート ソフトウェア ライセンスの Smart Call Home は無効にできません。

Smart Software Licensing の前提条件
• Cisco Smart Software Manager にマスター アカウントを作成します。

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
オンラインのみ

17

ライセンス管理
Smart Software Licensing のデフォルト

http://tools.cisco.com/rhodui/index
まだアカウントをお持ちでない場合は、このリンクをクリックして新しいアカウントをセッ
トアップしてください。Smart Software Manager を使用すると、組織のマスター アカウント
を作成できます。
• Cisco Software Central から 1 つ以上のライセンスを購入します。
• デバイスからのインターネット アクセスまたは HTTP プロキシ アクセスを確保することで、
デバイスはライセンス認証局に連絡できます。オフィス ライセンスはサポートされません。
• DNS サーバを設定することで、デバイスはライセンス許可サーバの名前を解決できます。
DNS サーバの設定, （71 ページ） を参照してください。
• デバイスのクロックを設定します。日付と時刻の設定, （45 ページ） を参照してください。

Smart Software Licensing のデフォルト
Firepower 9300 のデフォルト設定には、ライセンス認証局の URL を指定する「SLProf」という
Smart Call Home のプロファイルが含まれています。
scope monitoring
scope callhome
scope profile SLProf
scope destination SLDest
set address https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

Smart Software Licensing の設定
シスコのライセンス認証局と通信するには、必要に応じて HTTP プロキシを設定します。ライセ
ンス認証局に登録するには、Smart Software License アカウントから取得した登録トークン ID を
Firepower 9300 に入力する必要があります。

手順
ステップ 1

（オプション）HTTP プロキシの設定, （18 ページ）・

ステップ 2

ライセンス認証局への Firepower 9300 の登録, （19 ページ）・

（オプション）HTTP プロキシの設定
ネットワークがインターネット アクセスに HTTP プロキシを使用している場合は、Smart Software
Licensing にプロキシ アドレスを設定する必要があります。このプロキシは、一般に Smart Call
Home にも使用されます。
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手順
ステップ 1

HTTP プロキシを有効にします。
scope monitoring scope callhome set http-proxy-server-enable on
例：
scope monitoring
scope call-home
set http-proxy-server-enable on

ステップ 2

プロキシ URL を設定します。
set http-proxy-server-urlip_address
例：
set http-proxy-server-url 10.1.1.1

ステップ 3

ポートを設定します。
set http-proxy-server-portport
例：
set http-proxy-server-port 443

ステップ 4

バッファを確定します。
commit-buffer

ライセンス認証局への Firepower 9300 の登録
Firepower 9300 を登録すると、ライセンス認証局によって Firepower 9300 とライセンス認証局との
間の通信に使用される ID 証明書が発行されます。また、Firepower 9300 が適切な仮想アカウント
に割り当てられます。通常、この手順は 1 回限りのインスタンスです。ただし、通信の問題など
が原因で ID 証明書の期限が切れた場合は、Firepower 9300 の再登録が後で必要になる場合があり
ます。

手順
ステップ 1

Smart Software Manager で、この Firepower 9300 を追加する仮想アカウントの登録トークンを要求
してコピーします。

ステップ 2

Firepower 9300 に登録トークンを入力します。
scope license register idtoken id-token
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例：
scope license
register idtoken ZGFmNWM5NjgtYmNjYS00ZWI3L
WE3NGItMWJkOGExZjIxNGQ0LTE0NjI2NDYx%0AMDIzNT
V8N3R0dXM1Z0NjWkdpR214eFZhMldBOS9CVnNEYnVKM1
g3R3dvemRD%0AY29NQT0%3D%0A

ステップ 3

後でデバイスの登録を解除するには、次を入力します。
deregister
Firepower 9300 の登録を解除すると、アカウントからデバイスが削除されます。デバイス上のすべ
てのライセンス資格と証明書が削除されます。登録を解除することで、ライセンスを新しい
Firepower 9300 に利用することもできます。または、Smart Software Manager からデバイスを削除
することもできます。

ステップ 4

ID 証明書を更新し、すべてのセキュリティ モジュールの資格を更新するには、次を入力します。
scope licdebug renew
デフォルトでは、ID 証明書は 6 ヵ月ごと、ライセンス資格は 30 日ごとに自動的に更新されます。
インターネット アクセスの期間が限られている場合や、Smart Software Manager でライセンスを変
更した場合などは、これらの登録を手動で更新することもできます。

Smart Software Licensing のモニタリング
ライセンスのステータスを表示するには、次のコマンドを参照してください。
• show license all
Smart Software Licensing の状態、スマート エージェントのバージョン、UDI 情報、スマート
エージェントの状態、グローバル コンプライアンス ステータス、権限付与ステータス、ラ
イセンス証明書情報、およびスマート エージェント タスクのスケジュールを表示します。
• show license status
• show license techsupport

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
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Smart Software Licensing の履歴
機能名

プラット
フォーム リ
リース

説明

Firepower 9300 の Cisco Smart Software
LicensingFirepower 9300

1.1(1)

Smart Software Licensing を使用すると、ライセンスのプー
ルを一元的に購入および管理できます。スマート ライ
センスは特定のシリアル番号に結び付けられていませ
ん。各ユニットのライセンス キーを管理する必要なく、
デバイスを簡単に導入または削除できます。また、Smart
Software Licensing では、ライセンスの利用状態やニーズ
を一目で確認できます。Smart Software Licensing の設定
は、Firepower 9300 スーパバイザとセキュリティ モジュー
ル間で分割されます。
deregister、register idtoken、renew、scope callhome、
scope destination、scope licdebug、scope license、scope
monitoring、scope profile、set address、set
http-proxy-server-enable on、set http-proxy-server-url、
set http-proxy-server-port、show license all、show license
status、show license techsupport コマンドを導入しまし
た。
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ユーザ管理
• ユーザ アカウント, 23 ページ
• デフォルトのユーザ ロール, 25 ページ
• ローカル認証されたユーザのパスワードのプロファイル, 26 ページ
• デフォルトの認証サービスの選択, 27 ページ
• リモート ユーザのロール ポリシーの設定, 29 ページ
• ローカル認証されたユーザのパスワード強度チェックの有効化, 30 ページ
• 変更間隔のパスワード変更の最大数の設定, 30 ページ
• パスワードの変更禁止間隔の設定, 31 ページ
• パスワード履歴カウントの設定, 32 ページ
• ローカル ユーザ アカウントの作成, 32 ページ
• ローカル ユーザ アカウントの削除, 34 ページ
• ローカル ユーザ アカウントのアクティブ化または非アクティブ化, 34 ページ
• ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア, 35 ページ

ユーザ アカウント
ユーザ アカウントは、システムにアクセスするために使用されます。最大 48 個のローカル ユー
ザアカウントを設定できます。各ユーザアカウントには、一意のユーザ名とパスワードが必要で
す。
管理者アカウント
管理者アカウントはデフォルトユーザアカウントで、変更や削除はできません。このアカウント
は、システム管理者またはスーパーユーザ アカウントであり、すべての権限が与えられていま

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
オンラインのみ

23

ユーザ管理
ユーザ アカウント

す。admin アカウントには、デフォルトのパスワードは割り当てられません。初期システム セッ
トアップ時にパスワードを選択する必要があります。
管理者アカウントは常にアクティブになっており、有効期限がありません。管理者アカウントを
非アクティブに設定できません。
ローカル認証されたユーザ アカウント
ローカル認証されたユーザ アカウントは、シャーシを通じて直接認証され、管理者権限または
AAA 権限があれば誰でも有効化または無効化できます。ローカル ユーザ アカウントを無効にす
ると、ユーザはログインできません。データベースは無効化されたローカルユーザアカウントの
設定の詳細を削除しません。無効化されたローカルユーザアカウントを再び有効にすると、その
アカウントは、ユーザ名とパスワードを含め、既存の設定で再びアクティブになります。
リモート認証されたユーザ アカウント
リモート認証されたユーザ アカウントとは、LDAP、RADIUS、または TACACS+ を通じて認証さ
れたユーザ アカウントのことです。
ユーザがローカル ユーザ アカウントとリモート ユーザ アカウントを同時に保持している場合は、
ローカル ユーザ アカウントで定義されたロールによってリモート ユーザ アカウントのロールが
上書きされます。
ユーザ アカウントの有効期限
ユーザ アカウントは、事前に定義した時間に有効期限が切れるように設定できます。有効期限に
達すると、ユーザ アカウントは無効になります。
デフォルトでは、ユーザ アカウントの有効期限はありません。
ユーザ アカウントに有効期限を設定した後、有効期限なしに再設定することはできません。ただ
し、アカウントの有効期限を使用可能な最も遅い日付に設定することは可能です。
ユーザ名に関するガイドライン
ユーザ名は、Firepower Chassis Manager および FXOS CLI のログイン ID としても使用されます。
ユーザ アカウントにログイン ID を割り当てるときは、次のガイドラインおよび制約事項を考慮
してください。
• ログイン ID には、次を含む 1 ～ 32 の文字を含めることができます。
◦ 任意の英字
◦ 任意の数字
◦ _（アンダースコア）
◦ -（ダッシュ）
◦ .（ドット）
• ログイン ID は一意でなければなりません。
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• ログイン ID は、英文字から始まる必要があります。数字やアンダースコアなどの特殊文字
から始めることはできません。
• ログイン ID では、大文字と小文字が区別されます。
• すべてが数字のログイン ID は作成できません。
• ユーザ アカウントの作成後は、ログイン ID を変更できません。ユーザ アカウントを削除
し、新しいユーザ アカウントを作成する必要があります。
パスワードに関するガイドライン
ローカル認証されたユーザ アカウントそれぞれにパスワードが必要です。admin または AAA 権限
を持つユーザについては、ユーザ パスワードのパスワード強度チェックを実行するようにシステ
ムを設定できます。パスワードの強度チェックが有効になっている場合は、各ユーザが強力なパ
スワードを使用する必要があります。
各ユーザに強力なパスワードを設定することを推奨します。ローカル認証されたユーザのパスワー
ド強度チェックを有効にすると、Firepower eXtensible Operating System は次の要件を満たしていな
いパスワードを拒否します。
• 最低 8 文字、最高 80 文字を含む。
• 次の少なくとも 3 種類を含む。
◦ 小文字
◦ 大文字
◦ 数字
◦ 特殊文字
• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まない。
• password123 など、連続する 3 つの数字を含まない。
• ユーザ名と同一、またはユーザ名を逆にしたものではない。
• パスワード ディクショナリ チェックに合格する。たとえば、パスワードには辞書に記載さ
れている標準的な単語に基づいたものを指定することはできません。
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、?（疑問符）、=（等号）。
• ローカル ユーザ アカウントおよび管理者アカウントのパスワードは空白にしない。

デフォルトのユーザ ロール
システムには、次のデフォルトのユーザ ロールが用意されています。
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管理者
システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。デフォルトの admin アカウ
ントは、デフォルトでこのロールが割り当てられ、変更はできません。
Read-Only
システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更する権限はありませ
ん。

ローカル認証されたユーザのパスワードのプロファイル
パスワードのプロファイルには、ローカル認証されたユーザすべてのパスワード履歴やパスワー
ド変更間隔プロパティが含まれます。ローカル認証されたユーザのそれぞれに異なるパスワード
のプロファイルを指定することはできません。
パスワード履歴カウント
パスワード履歴カウントによって、ローカル認証されたユーザが何度も同じパスワードを再利用
しないようにすることができます。このプロパティが設定されている場合、Firepower のシャーシ
は、ローカル認証されたユーザがこれまでに使用した最大15個のパスワードを保存します。パス
ワードは最近のものから時系列に逆順で格納され、履歴カウントがしきい値に達すると、最も古
いパスワードだけが再利用可能になります。
あるパスワードが再利用可能になるまでに、ユーザはパスワード履歴カウントで設定された数だ
けパスワードを作成して使用する必要があります。たとえば、パスワード履歴カウントを 8 に設
定した場合、ローカル認証されたユーザは最初のパスワードを 9 番目のパスワードが期限切れに
なった後まで、最初のパスワードを再利用できません。
デフォルトでは、パスワード履歴は 0 に設定されます。この値によって履歴カウントが無効化さ
れるため、ユーザはいつでも以前のパスワードを使用できます。
必要に応じて、ローカル認証されたユーザのパスワード履歴カウントをクリアし、以前のパスワー
ドの再利用を有効にできます。
パスワード変更間隔
パスワード変更間隔によって、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に実施できるパスワー
ド変更の回数を制限することができます。次の表で、パスワード変更間隔の 2 つの設定オプショ
ンについて説明します。
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間隔の設定

説明

例

パスワード変更禁止
（No password change
allowed）

このオプションを設定すると、ロー
カル認証されたユーザは、パスワー
ドを変更してから指定された時間
内はパスワードを変更できなくな
ります。

たとえば、ローカル認証されたユー
ザが 48 時間以内にパスワードを変
更できないようにするには、次のよ
うに設定します。

1 ～ 745 時間の変更禁止間隔を指定
できます。デフォルトでは、変更
禁止間隔は 24 時間です。

Interval）] を無効にする

変更間隔内のパスワー
ド変更を許可
（Password changes
allowed within change
interval）

• [間隔中の変更（Change During
• [変更禁止間隔（No Change
Interval）] を 48 に設定する

このオプションでは、事前に定義
した時間内にローカル認証ユーザ
がパスワードを変更できる最大回
数を指定します。

たとえば、ローカル認証されたユー
ザがパスワードを変更した後 24 時
間以内に最大 1 回そのパスワードを
変更できるようにするには、次のよ
変更間隔を 1 ～ 745 時間、パスワー うに設定します。
ド変更の最大回数を 0 ～ 10 に指定
• [間隔中の変更（Change During
できます。デフォルトでは、ロー
Interval）] を有効にする
カル認証されたユーザは、48 時間
• [変更カウント（Change
以内に最大 2 回パスワードを変更
Count）] を 1 に設定する
できます。
• [変更間隔（Change Interval）]
を 24 に設定する

デフォルトの認証サービスの選択
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scope security

ステップ 2

デフォルトの認証セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scopedefault-auth

ステップ 3

デフォルトの認証を指定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set realmauth-type
auth-type に、次のいずれかのキーワードを指定します。
• ldap：LDAP 認証を指定します。
• local：ローカル認証を指定します。
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• none：ローカル ユーザがパスワードを指定せずにログインできるようにします。
• radius：RADIUS 認証を指定します。
• tacacs：TACACS+ 認証を指定します。
ステップ 4

（任意） 関連付けられたプロバイダー グループが存在する場合は、そのグループを指定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set auth-server-groupauth-serv-group-name

ステップ 5

（任意） このドメインのユーザに許可する更新要求間隔の最大時間数を指定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set refresh-periodseconds
60 ～ 172800 の整数を指定します。デフォルトは 600 秒です。
この時間制限を超えると、Firepower eXtensible Operating System は Web セッションを非アクティ
ブであると見なしますが、セッションの終了は行いません。

ステップ 6

（任意） Firepower eXtensible Operating System が Web セッションを終了したと見なすまでの、最
後の更新要求後からの最大経過時間を指定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set session-timeoutseconds
60 ～ 172800 の整数を指定します。デフォルトは 7200 秒です。
（注）

ステップ 7

（任意） レルムの二要素認証に認証方式を設定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set use-2-factor yes
（注）

ステップ 8

RADIUS または TACACS+ レルムに対して二要素認証を設定する場合は、リモート ユー
ザが頻繁に再認証する必要がないよう、セッションの更新時間およびセッションのタイ
ムアウト時間を増やすことを検討してください。

二要素認証は、RADIUS および TACACS+ レルムにのみ適用されま
す。

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
commit-buffer

次の例では、デフォルトの認証を RADIUS に設定し、デフォルトの認証プロバイダー グループを
provider1 に設定し、二要素認証を有効にし、更新間隔を 7200 秒（2 時間）に設定し、セッション
のタイムアウト時間を 28800 秒（8 時間）に設定し、二要素認証を有効にします。その後で、ト
ランザクションを確定します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope default-auth
Firepower-chassis /security/default-auth # set realm radius
Firepower-chassis /security/default-auth* # set auth-server-group provider1
Firepower-chassis /security/default-auth* # set use-2-factor yes
Firepower-chassis /security/default-auth* # set refresh-period 7200
Firepower-chassis /security/default-auth* # set session-timeout 28800
Firepower-chassis /security/default-auth* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/default-auth #
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リモート ユーザのロール ポリシーの設定
デフォルトでは、LDAP、RADIUS、または TACACS プロトコルを使用してリモート サーバから
Firepower Chassis Manager または FXOS CLI にログインしているすべてのユーザに読み取り専用ア
クセス権が付与されます。セキュリティ上の理由から、確立されたユーザ ロールに一致するユー
ザへのアクセスを制限するのが望ましい場合があります。
リモート ユーザのロール ポリシーは、次の方法で設定できます。
assign-default-role
ユーザがログインしようとしたときにリモート認証プロバイダーが認証情報付きのユーザ
ロールを提供しなかった場合、そのユーザは読み取り専用ユーザ ロールでのログインが許
可されます。
これはデフォルトの動作です。
no-login
ユーザがログインしようとしたときにリモート認証プロバイダーが認証情報付きのユーザ
ロールを提供しなかった場合は、アクセスが拒否されます。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2

ユーザ ロールに基づいて Firepower Chassis Manager および FXOS CLI へのユーザ アクセスを制限
するかどうかを指定します。
Firepower-chassis /security # set remote-user default-role {assign-default-role | no-login}

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security # commit-buffer

次に、リモートユーザのロールポリシーを設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # set remote-user default-role no-login
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #
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ローカル認証されたユーザのパスワード強度チェックの
有効化
パスワードの強度チェックが有効になっている場合、Firepower eXtensible Operating System では、
強力なパスワードのガイドラインを満たしていないパスワードを選択できません（パスワードに
関するガイドライン, （25 ページ） を参照）。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2

パスワードの強度チェックを有効にするか、または無効にするかを指定します。
Firepower-chassis /security # set enforce-strong-password {yes | no}

次に、パスワード強度チェックを有効にする例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # set enforce-strong-password yes
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #

変更間隔のパスワード変更の最大数の設定
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2

パスワード プロファイル セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope password-profile

ステップ 3

ローカル認証されたユーザが指定された時間内に実行できるパスワード変更の回数を制限します。
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval enable

ステップ 4

ローカル認証されたユーザが変更間隔の間に自分のパスワードを変更できる最大回数を指定しま
す。
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-count pass-change-num
この値は、0 ～ 10 の範囲で自由に設定できます。

ステップ 5

[変更カウント（Change Count）] フィールドで指定したパスワード変更回数が適用される最大時間
数を指定します。
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-interval num-of-hours
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この値は、1 ～ 745 時間の範囲で自由に設定できます。
たとえば、このフィールドが 48 に設定され、[変更カウント（Change Count）] フィールドが 2 に
設定されている場合、ローカル認証されたユーザは 48 時間以内に 2 回を超えるパスワード変更を
実行することはできません。
ステップ 6

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

次の例は、[間隔中の変更（Change During Interval)] オプションを有効にし、変更回数を 5 回、変
更間隔を 72 時間に設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

# scope security
/security # scope password-profile
/security/password-profile # set change-during-interval enable
/security/password-profile* # set change-count 5
/security/password-profile* # set change-interval 72
/security/password-profile* # commit-buffer
/security/password-profile #

パスワードの変更禁止間隔の設定
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2

パスワード プロファイル セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope password-profile

ステップ 3

間隔中の変更機能を無効にします。
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval disable

ステップ 4

ローカル認証されたユーザが、新しく作成されたパスワードを変更する前に待機する最小時間数
を指定します。
Firepower-chassis /security/password-profile # set no-change-interval min-num-hours
この値は、1 ～ 745 時間の範囲で自由に設定できます。
この間隔は、[間隔中の変更（Change During Interval）] プロパティが [無効（Disable）] に設定され
ていない場合は無視されます。

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer
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次に、間隔中の変更オプションを無効にし、変更禁止間隔を72時間に設定し、トランザクション
を確定する例を示します。
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

# scope security
/security # scope password-profile
/security/password-profile # set change-during-interval disable
/security/password-profile* # set no-change-interval 72
/security/password-profile* # commit-buffer
/security/password-profile #

パスワード履歴カウントの設定
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2

パスワード プロファイル セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope password-profile

ステップ 3

ローカル認証されたユーザが、以前に使用していたパスワードを再利用できるまでに作成する必
要がある一意のパスワードの数を指定します。
Firepower-chassis /security/password-profile # set history-count num-of-passwords
この値は、0 ～ 15 の範囲で自由に設定できます。
デフォルトでは、[履歴（History Count）] フィールドは 0 に設定されます。これにより、履歴カウ
ントが無効になるため、ユーザはいつでも以前に使用していたパスワードを再利用できます。

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

次に、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

# scope security
/security # scope password-profile
/security/password-profile # set history-count 5
/security/password-profile* # commit-buffer
/security/password-profile #

ローカル ユーザ アカウントの作成
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

ユーザ アカウントを作成します。
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Firepower-chassis /security # create local-user local-user-name
ステップ 3

ローカル ユーザ アカウントを有効にするか、または無効にするかを指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set account-status {active| inactive}

ステップ 4

ユーザ アカウントのパスワードを設定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set password
パスワード password を入力します。
パスワード password を確認します。

ステップ 5

（任意） ユーザの名を指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set firstname first-name

ステップ 6

（任意） ユーザの姓を指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set lastname last-name

ステップ 7

（任意） ユーザ アカウントが期限切れになる日付を指定します。month 引数は、月の英名の最初
の 3 文字です。
Firepower-chassis /security/local-user # set expiration month day-of-month year
（注）

ユーザ アカウントに有効期限を設定した後、有効期限なしに再設定することはできま
せん。ただし、アカウントの有効期限を使用可能な最も遅い日付に設定することは可能
です。

ステップ 8

（任意） ユーザの電子メール アドレスを指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set email email-addr

ステップ 9

（任意） ユーザの電話番号を指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set phone phone-num

ステップ 10

（任意） パスワードレス アクセスに使用する SSH キーを指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set sshkey ssh-key

ステップ 11

トランザクションを確定します。
Firepower-chassis security/local-user # commit-buffer

次の例は、kikipopo という名前のユーザ アカウントを作成し、ユーザ アカウントをイネーブルに
し、foo12345 にパスワードを設定し、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create local-user kikipopo
Firepower-chassis /security/local-user* # set account-status active
Firepower-chassis /security/local-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #

次の例は、lincey という名前のユーザ アカウントを作成し、ユーザ アカウントをイネーブルにし、
パスワードレス アクセス用の OpenSSH キーを設定し、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create local-user lincey
Firepower-chassis /security/local-user* # set account-status active
Firepower-chassis /security/local-user* # set sshkey "ssh-rsa
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AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw85lkdQqap+NFuNmHcb4K
iaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VOIEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpD
m8HPh2LOgyH7Ei1MI8="
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #

次の例は、jforlenz という名前のユーザ アカウントを作成し、ユーザ アカウントを有効にし、パ
スワードレス アクセス用のセキュア SSH キーを設定し、トランザクションを確定します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create local-user jforlenz
Firepower-chassis /security/local-user* # set account-status active
Firepower-chassis /security/local-user* # set sshkey
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
User's SSH key:
> ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY --->AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WUl5iPw8
>5lkdQqap+NFuNmHcb4KiaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5ls1ob1VO
>IEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpDm8HPh2LOgyH7Ei1MI8=
> ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---> ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #

ローカル ユーザ アカウントの削除
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

ローカル ユーザ アカウントを削除します。
Firepower-chassis /security # delete local-userlocal-user-name

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security #commit-buffer

次に、foo というユーザ アカウントを削除し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # delete local-user foo
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #

ローカルユーザアカウントのアクティブ化または非アク
ティブ化
ローカル ユーザ アカウントをアクティブ化または非アクティブ化できるのは、管理者または AAA
の権限を持つユーザのみです。

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
34

オンラインのみ

ユーザ管理
ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

アクティブ化または非アクティブ化するユーザのローカル ユーザ セキュリティ モードに入りま
す。
Firepower-chassis /security # scope local-userlocal-user-name

ステップ 3

ローカルユーザアカウントをアクティブ化するか、または非アクティブ化するかを指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set account-status {active | inactive}
（注）

admin ユーザ アカウントは常にアクティブに設定されます。変更はできませ
ん。

次に、accounting というローカル ユーザ アカウントを有効にする例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope local-user accounting
Firepower-chassis /security/local-user # set account-status active

ローカル認証されたユーザのパスワード履歴のクリア
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2

指定されたユーザ アカウントのローカル ユーザ セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope local-user user-name

ステップ 3

指定されたユーザ アカウントのパスワード履歴をクリアします。
Firepower-chassis /security/local-user # clear password-history

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/local-user # commit-buffer

次に、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

# scope security
/security # scope local-user admin
/security/local-user # clear password-history
/security/local-user* # commit-buffer
/security/local-user #
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イメージ管理
• イメージ管理について, 37 ページ
• Cisco.com からのイメージのダウンロード, 38 ページ
• Firepower アプライアンス への Firepower eXtensible Operating System のソフトウェア イメー
ジのダウンロード, 38 ページ
• Firepower eXtensible Operating System プラットフォーム バンドルのアップグレード, 39 ペー
ジ
• Firepower アプライアンス への論理デバイスのソフトウェア イメージのダウンロード, 40
ページ
• 論理デバイスのイメージ バージョンの更新, 42 ページ

イメージ管理について
Firepower アプライアンス では 2 つの基本タイプのイメージを使用します。

（注）

すべてのイメージにデジタル署名が行われ、セキュア ブートによって検証されます。どのよ
うな場合もイメージを変更しないでください。変更すると、検証エラーになります。
• プラットフォーム バンドル：Firepower プラットフォーム バンドルは、複数の独立したイメー
ジの集合であり、Firepower スーパバイザまたは Firepower セキュリティ モジュール上で動作
します。このプラットフォーム バンドルは Firepower eXtensible Operating System のソフトウェ
ア パッケージです。
• アプリケーション：アプリケーション イメージは、Firepower アプライアンス のセキュリティ
モジュールに展開するソフトウェア イメージです。アプリケーション イメージは、Cisco
Secure Package（CSP）ファイルとして配布され、論理デバイス作成の一環として、または後
で論理デバイスを作成する準備をするためにセキュリティ モジュールに展開されるまでは、
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スーパバイザに保存されます。Firepower Supervisor には、異なるバージョンが複数あっても
同じアプリケーション イメージ タイプであれば保存できます。

Cisco.com からのイメージのダウンロード
はじめる前に
Cisco.com アカウントが必要です。

手順
ステップ 1

Web ブラウザを使用して http://www.cisco.com/go/firepower9300-software に移動します。
Firepower アプライアンス のソフトウェアのダウンロード ページがブラウザ内に開きます。

ステップ 2

ローカル コンピュータに適したソフトウェア イメージを見つけ、ダウンロードします。

Firepower アプライアンス への Firepower eXtensible
Operating System のソフトウェア イメージのダウンロー
ド
FXOS のソフトウェア イメージを Firepower アプライアンス にコピーするには、FTP、SCP、SFTP、
または TFTP を使用できます。

はじめる前に
コンフィギュレーション ファイルのインポートに必要な次の情報を収集します。
• イメージのコピー元のサーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャル
• FXOS のソフトウェア イメージ ファイルの完全修飾名

手順
ステップ 1

ファームウェア モードに入ります。
Firepower-chassis # scopefirmware

ステップ 2

FXOS のソフトウェア イメージをダウンロードします。
Firepower-chassis /firmware # download image URL
次のいずれかの構文を使用してインポートするファイルの URL を指定します。
• ftp:// username@hostname / path
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• scp:// username@hostname / path
• sftp:// username@hostname / path
• tftp:// hostname : port-num / path
ステップ 3

ダウンロード プロセスをモニタするには、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis /firmware # show package image_name detail

次に、SCP プロトコルを使用してイメージをコピーする例を示します。
Firepower-chassis # scope firmware
Firepower-chassis /firmware # download image
scp://user@192.168.1.1/images/fxos-k9.1.1.1.119.SPA
Firepower-chassis /firmware # show package fxos-k9.1.1.1.119.SPA detail
Download task:
File Name: fxos-k9.1.1.1.119.SPA
Protocol: scp
Server: 192.168.1.1
Userid:
Path:
Downloaded Image Size (KB): 5120
State: Downloading
Current Task: downloading image fxos-k9.1.1.1.119.SPA from
192.168.1.1(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

Firepower eXtensible Operating System プラットフォーム
バンドルのアップグレード
はじめる前に
プラットフォーム バンドル ソフトウェア イメージを Cisco.com からダウンロードし（Cisco.com
からのイメージのダウンロード, （38 ページ）を参照）、次にそのイメージを Firepower アプラ
イアンス にダウンロードします（Firepower アプライアンス への論理デバイスのソフトウェア イ
メージのダウンロード, （40 ページ）を参照）。

手順
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

組織モードに入ります。
Firepower-chassis# scopeorg

ステップ 3

デフォルトのプラットフォーム パック モードに入ります。
Firepower-chassis /org # scopefw-platform-packdefault

ステップ 4

デフォルトのプラットフォーム バンドルをインストールするバージョンに設定します。
Firepower-chassis /org/fw-platform-pack # setplatform-bundle-versionversion_number
version_number は、インストールする FXOS プラットフォーム バンドルのバージョン番号です。
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ステップ 5

変更を確定し、アップグレード プロセスを開始します。
commit-buffer
Firepower eXtensible Operating System がバンドルを解凍し、コンポーネントをアップグレードまた
はリロードします。

ステップ 6

ダウンロード プロセスをモニタするには、次の手順を実行します。
a) scopefirmware と入力します。
b) scopeauto-install と入力します。
c) showfsmstatusexpand と入力します。

Firepowerアプライアンスへの論理デバイスのソフトウェ
ア イメージのダウンロード
論理デバイスのソフトウェア イメージを Firepower アプライアンス にコピーするには、FTP、
SCP、SFTP、または TFTP を使用できます。

はじめる前に
コンフィギュレーション ファイルのインポートに必要な次の情報を収集します。
• イメージのコピー元のサーバの IP アドレスおよび認証クレデンシャル
• ソフトウェア イメージ ファイルの完全修飾名

手順
ステップ 1

セキュリティ サービス モードに入ります。
Firepower-chassis # scopessa

ステップ 2

アプリケーション ソフトウェア モードに入ります。
Firepower-chassis /ssa # scopeapp-software

ステップ 3

論理デバイスのソフトウェア イメージをダウンロードします。
Firepower-chassis /ssa/app-software # download image URL
次のいずれかの構文を使用してインポートするファイルの URL を指定します。
• ftp://username@hostname/path
• scp://username@hostname/path
• sftp://username@hostname/path
• tftp://hostname:port-num/path
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ステップ 4

ダウンロード プロセスをモニタするには、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis /ssa/app-software # show download-task

ステップ 5

ダウンロード アプリケーションを表示するには、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis /ssa/app-software # up
Firepower-chassis /ssa # show app

ステップ 6

特定のアプリケーションの詳細情報を表示するには、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis /ssa # scope app application_type image_version
Firepower-chassis /ssa/app # show expand

次に、SCP プロトコルを使用してイメージをコピーする例を示します。
Firepower-chassis # scope ssa
Firepower-chassis /ssa # scope app-software
Firepower-chassis /ssa/app-software # download image
scp://user@192.168.1.1/images/cisco-asa.9.4.1.65.csp
Firepower-chassis /ssa/app-software # show download-task
Downloads for Application Software:
File Name
Protocol
Server
Userid
State
------------------------------ ---------- -------------------- --------------- ----cisco-asa.9.4.1.65.csp
Scp
192.168.1.1
user
Downloaded
Firepower-chassis /ssa/app-software # up
Firepower-chassis /ssa # show app
Application:
Name
---------asa
asa

Version
---------9.4.1.41
9.4.1.65

Description Author
----------- ---------N/A
N/A

Deploy Type
----------Native
Native

CSP Type
----------Application
Application

Is Default App
-------------No
Yes

Firepower-chassis /ssa # scope app asa 9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/app # show expand
Application:
Name: asa
Version: 9.4.1.65
Description: N/A
Author:
Deploy Type: Native
CSP Type: Application
Is Default App: Yes
App Attribute Key for
App Attribute Key
----------------cluster-role
mgmt-ip
mgmt-url

the Application:
Description
----------This is the role of the blade in the cluster
This is the IP for the management interface
This is the management URL for this application

Net Mgmt Bootstrap Key for the Application:
Bootstrap Key Key Data Type Is the Key Secret Description
------------- ------------- ----------------- ----------PASSWORD
String
Yes
The admin user password.
Port Requirement for the Application:
Port Type: Data
Max Ports: 120
Min Ports: 1
Port Type: Mgmt
Max Ports: 1
Min Ports: 1
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Mgmt Port Sub Type for the Application:
Management Sub Type
------------------Default
Port Type: Cluster
Max Ports: 1
Min Ports: 0
Firepower-chassis /ssa/app #

論理デバイスのイメージ バージョンの更新
はじめる前に
論理デバイスに使用するアプリケーション イメージを Cisco.com からダウンロードし（Cisco.com
からのイメージのダウンロード, （38 ページ）を参照）、次にそのイメージを Firepower アプラ
イアンス にダウンロードします（Firepower アプライアンス への論理デバイスのソフトウェア イ
メージのダウンロード, （40 ページ）を参照）。

（注）

Firepower Threat Defense の論理デバイスは直接アップグレードできません。Firepower Threat
Defense の論理デバイスをアップグレードするには、既存のデバイスを削除してから、更新さ
れたイメージを使用して新しいデバイスを作成する必要があります。

手順
ステップ 1

セキュリティ サービス モードに入ります。
Firepower-chassis # scopessa

ステップ 2

更新するセキュリティ モジュールの範囲を設定します。
Firepower-chassis /ssa # scopeslotslot_number

ステップ 3

更新するアプリケーションの範囲を設定します。
Firepower-chassis /ssa/slot # scopeapp-instanceapp_template

ステップ 4

スタートアップ バージョンを更新したいバージョンに設定します。
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # setstartup-versionversion_number

ステップ 5

設定を確定します。
commit-buffer
トランザクションをシステムの設定に対して確定します。アプリケーション イメージが更新さ
れ、アプリケーションが再起動します。
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次に、セキュリティ モジュール 1 で実行している ASA のソフトウェア イメージを更新する例を
示します。show コマンドを使用すると、更新ステータスを表示できます。
Firepower-chassis# scope ssa
Firepower-chassis /ssa # scope slot 1
Firepower-chassis /ssa/slot # scope app-instance asa
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # set startup-version 9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance* # show configuration pending
enter app-instance asa
+
set startup-version 9.4.1.65
exit
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # show
Application Instance:
Application Name Admin State Operational State Running Version Startup Version
---------------- ----------- ----------------- --------------- --------------asa
Enabled
Updating
9.4.1.41
9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance #
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # show
Application Instance:
Application Name Admin State Operational State Running Version Startup Version
---------------- ----------- ----------------- --------------- --------------asa
Enabled
Online
9.4.1.65
9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance #

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
オンラインのみ

43

イメージ管理
論理デバイスのイメージ バージョンの更新

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
44

オンラインのみ

第

7

章

プラットフォームの設定
• 日付と時刻の設定, 45 ページ
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日付と時刻の設定
日付と時刻を手動で設定したり、NTP サーバを設定したりするには、CLI コマンド（以下で説明）
を使用します。シャーシに設定した日付と時刻は、論理デバイスを含めて、シャーシ内の他のコ
ンポーネントと同期されます。

タイム ゾーンの設定
手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis# scopesystem

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system # scopeservices

ステップ 3

タイム ゾーンを設定します。
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Firepower-chassis /system/services # settimezone
この時点で、大陸、国、およびタイム ゾーン領域に対応する番号を入力するように求められま
す。プロンプトごとに適切な情報を入力します。
ロケーション情報の指定を完了すると、プロンプトが表示され、正しいタイム ゾーン情報が設定
されているか確認するよう求められます。確認する場合は 1（yes）を入力し、操作をキャンセル
する場合は 2（no）を入力します。
ステップ 4

設定されたタイム ゾーンを表示するには、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis /system/services # top
Firepower-chassis# show timezone

次に、太平洋標準時領域にタイム ゾーンを設定し、トランザクションを確定し、設定したタイム
ゾーンを表示する例を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
4) Arctic Ocean
7) Australia
10) Pacific Ocean
2) Americas
5) Asia
8) Europe
3) Antarctica
6) Atlantic Ocean
9) Indian Ocean
#? 2
Please select a country.
1) Anguilla
28) Haiti
2) Antigua & Barbuda
29) Honduras
3) Argentina
30) Jamaica
4) Aruba
31) Martinique
5) Bahamas
32) Mexico
6) Barbados
33) Montserrat
7) Belize
34) Nicaragua
8) Bolivia
35) Panama
9) Brazil
36) Paraguay
10) Canada
37) Peru
11) Caribbean Netherlands
38) Puerto Rico
12) Cayman Islands
39) St Barthelemy
13) Chile
40) St Kitts & Nevis
14) Colombia
41) St Lucia
15) Costa Rica
42) St Maarten (Dutch part)
16) Cuba
43) St Martin (French part)
17) Curacao
44) St Pierre & Miquelon
18) Dominica
45) St Vincent
19) Dominican Republic
46) Suriname
20) Ecuador
47) Trinidad & Tobago
21) El Salvador
48) Turks & Caicos Is
22) French Guiana
49) United States
23) Greenland
50) Uruguay
24) Grenada
51) Venezuela
25) Guadeloupe
52) Virgin Islands (UK)
26) Guatemala
53) Virgin Islands (US)
27) Guyana
#? 49
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
2) Eastern Time - Michigan - most locations
3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
5) Eastern Time - Indiana - most locations
6) Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties
7) Eastern Time - Indiana - Pulaski County
8) Eastern Time - Indiana - Crawford County
9) Eastern Time - Indiana - Pike County
10) Eastern Time - Indiana - Switzerland County

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
46

オンラインのみ

プラットフォームの設定
NTP サーバの追加

11) Central Time
12) Central Time - Indiana - Perry County
13) Central Time - Indiana - Starke County
14) Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties
15) Central Time - North Dakota - Oliver County
16) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
17) Central Time - North Dakota - Mercer County
18) Mountain Time
19) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
20) Mountain Standard Time - Arizona (except Navajo)
21) Pacific Time
22) Pacific Standard Time - Annette Island, Alaska
23) Alaska Time
24) Alaska Time - Alaska panhandle
25) Alaska Time - southeast Alaska panhandle
26) Alaska Time - Alaska panhandle neck
27) Alaska Time - west Alaska
28) Aleutian Islands
29) Hawaii
#? 21
The following information has been given:
United States
Pacific Time
Therefore timezone 'America/Los_Angeles' will be set.
Local time is now:
Wed Jun 24 07:39:25 PDT 2015.
Universal Time is now: Wed Jun 24 14:39:25 UTC 2015.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services # top
Firepower-chassis# show timezone
Timezone: America/Los_Angeles (Pacific Time)
Firepower-chassis#

NTP サーバの追加
手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis# scopesystem

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system # scopeservices

ステップ 3

指定したホスト名、IPv4 または IPv6 アドレスの NTP サーバを使用するようにシステムを設定し
ます。
Firepower-chassis /system/services # createntp-server{hostname | ip-addr | ip6-addr}

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /system/services # commit-buffer
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次に、IP アドレス 192.168.200.101 を持つ NTP サーバを設定し、トランザクションを確定する例
を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

次に、IP アドレス 4001::6 を持つ NTP サーバを設定し、トランザクションを確定する例を示しま
す。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create ntp-server 4001::6
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

NTP サーバの削除
手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis# scopesystem

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system # scopeservices

ステップ 3

指定したホスト名、IPv4 または IPv6 アドレスの NTP サーバを削除します。
Firepower-chassis /system/services # deletentp-server{hostname | ip-addr | ip6-addr}

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /system/services # commit-buffer

次に、IP アドレス 192.168.200.101 を持つ NTP サーバを削除し、トランザクションを確定する例
を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # delete ntp-server 192.168.200.101
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

次に、IP アドレス 4001::6 を持つ NTP サーバを削除し、トランザクションを確定する例を示しま
す。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # delete ntp-server 4001::6
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
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手動での日付と時刻の設定
ここでは、Firepower のシャーシで日付と時刻を手動で設定する方法ついて説明します。システム
クロックの変更はただちに反映されます。

（注）

現在、システム クロックが NTP サーバと同期している場合は、日付と時刻を手動で設定でき
ません。

手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis# scopesystem

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system # scopeservices

ステップ 3

システム クロックを設定します。
Firepower-chassis /system/services # set clock month day year hour min sec
month は、月の英名の最初の 3 文字です。時刻は 24 時間形式で入力する必要があります。この場
合、午後 7 時は 19 と入力します。
システム クロックの変更はただちに反映されます。バッファを確定する必要はありません。

次に、システム クロックを設定する例を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # set clock jun 24 2015 15 27 00
Firepower-chassis /system/services #

SSH の設定
次に、Firepower のシャーシへの SSH アクセスを有効または無効にする手順を示します。SSH は
デフォルトでイネーブルになります。

手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis #scope system

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system #scope services

ステップ 3

Firepower のシャーシへの SSH アクセスを設定するには、次のいずれかを実行します。
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• Firepower のシャーシへの SSH アクセスを許可するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /system/services # enable ssh-server
• Firepower のシャーシへの SSH アクセスを拒否するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /system/services # disable ssh-server
ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower /system/services # commit-buffer

次に、Firepower のシャーシへの SSH アクセスを有効にし、トランザクションを確定する例を示し
ます。
Firepower# scope system
Firepower /system # scope services
Firepower /system/services # enable ssh-server
Firepower /system/services* # commit-buffer
Firepower /system/services #

Telnet の設定
次に、Firepower のシャーシへの Telnet アクセスを有効または無効にする手順を示します。Telnet
はデフォルトで無効になっています。

（注）

現在、Telnet は CLI を使用してのみ設定できます。

手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis #scope system

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system #scope services

ステップ 3

Firepower のシャーシへの Telnet アクセスを設定するには、次のいずれかを実行します。
• Firepower のシャーシへの Telnet アクセスを許可するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /system/services # enable telnet-server
• Firepower のシャーシへの Telnet アクセスを拒否するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /system/services # disable telnet-server

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower /system/services # commit-buffer
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次に、Telnet を有効にし、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /services # enable telnet-server
Firepower-chassis /services* # commit-buffer
Firepower-chassis /services #

SNMP の設定
ここでは、Firepower のシャーシでの Simple Network Management Protocol（SNMP）の設定方法に
ついて説明します。詳細については、次のトピックを参照してください。

SNMP について
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、SNMP マネージャとエージェント間の通信用メッ
セージ フォーマットを提供する、アプリケーションレイヤ プロトコルです。SNMP では、ネット
ワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供され
ます。
SNMP フレームワークは 3 つの部分で構成されます。
• SNMP マネージャ：SNMP を使用してネットワーク デバイスのアクティビティを制御し、モ
ニタリングするシステム
• SNMP エージェント：Firepower のデータを維持し、必要に応じてそのデータを SNMP マネー
ジャに報告する Firepower シャーシ内のソフトウェア コンポーネント。Firepower シャーシに
は、エージェントと一連の MIB が含まれています。SNMP エージェントを有効にし、マネー
ジャとエージェント間のリレーションシップを作成するには、Firepower Chassis Manager また
は FXOS CLI で SNMP を有効にし、設定します。
• 管理情報ベース：SNMP エージェントの一連の管理対象オブジェクト。
Firepower シャーシは、SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 をサポートします。SNMPv1 および
SNMPv2c はどちらも、コミュニティベース形式のセキュリティを使用します。SNMP は次のよう
に定義されています。
• RFC 3410（http://tools.ietf.org/html/rfc3410）
• RFC 3411（http://tools.ietf.org/html/rfc3411）
• RFC 3412（http://tools.ietf.org/html/rfc3412）
• RFC 3413（http://tools.ietf.org/html/rfc3413）
• RFC 3414（http://tools.ietf.org/html/rfc3414）
• RFC 3415（http://tools.ietf.org/html/rfc3415）
• RFC 3416（http://tools.ietf.org/html/rfc3416）
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• RFC 3417（http://tools.ietf.org/html/rfc3417）
• RFC 3418（http://tools.ietf.org/html/rfc3418）
• RFC 3584（http://tools.ietf.org/html/rfc3584）

SNMP 通知
SNMP の重要な機能の 1 つは、SNMP エージェントから通知を生成できることです。これらの通
知では、要求を SNMP マネージャから送信する必要はありません。通知は、不正なユーザ認証、
再起動、接続の切断、隣接ルータとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。
Firepower のシャーシは、トラップまたはインフォームとして SNMP 通知を生成します。SNMP マ
ネージャはトラップ受信時に確認応答を送信せず、Firepower のシャーシはトラップが受信された
かどうかを確認できないため、トラップの信頼性はインフォームよりも低くなります。インフォー
ム要求を受信する SNMP マネージャは、SNMP 応答プロトコル データ ユニット（PDU）でメッ
セージの受信を確認応答します。Firepower のシャーシが PDU を受信しない場合、インフォーム
要求を再送できます。

SNMP セキュリティ レベルおよび権限
SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 はそれぞれ別のセキュリティ モデルを表します。セキュリ
ティ モデルと選択したセキュリティ レベルの組み合わせにより、SNMP メッセージの処理中に適
用されるセキュリティ メカニズムが決まります。
セキュリティ レベルは、SNMP トラップに関連付けられているメッセージを表示するために必要
な特権を決定します。権限レベルは、開示されないようメッセージを保護する必要があるか、ま
たはメッセージを認証する必要があるかどうかを決定します。サポートされるセキュリティ レベ
ルは、実装されているセキュリティ モデルによって異なります。SNMP セキュリティ レベルは、
次の権限の 1 つ以上をサポートします。
• noAuthNoPriv：認証なし、暗号化なし
• authNoPriv：認証あり、暗号化なし
• authPriv：認証あり、暗号化あり
SNMPv3 では、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方が提供されています。セキュリ
ティモデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティレベ
ルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティモデルと
セキュリティ レベルの組み合わせにより、SNMP パケット処理中に採用されるセキュリティ メカ
ニズムが決まります。

SNMP セキュリティ モデルとレベルのサポートされている組み合わせ
次の表に、セキュリティ モデルとレベルの組み合わせの意味を示します。
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表 4： SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル

レベル

認証

暗号化

結果

v1

noAuthNoPriv

コミュニティスト なし
リング

コミュニティスト
リングの照合を使
用して認証しま
す。

v2c

noAuthNoPriv

コミュニティスト なし
リング

コミュニティスト
リングの照合を使
用して認証しま
す。

v3

noAuthNoPriv

[ユーザ名
（Username）]

なし

ユーザ名の照合を
使用して認証しま
す。

v3

authNoPriv

HMAC-SHA

なし

HMAC セキュア
ハッシュアルゴリ
ズム（SHA）に基
づいて認証しま
す。

v3

authPriv

HMAC-SHA

DES

HMAC-SHA アル
ゴリズムに基づい
て認証します。
データ暗号規格
（DES）の 56
ビット暗号化、お
よび暗号ブロック
連鎖（CBC）DES
（DES-56）標準に
基づいた認証を提
供します。

SNMPv3 セキュリティ機能
SNMPv3 は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイ
スへのセキュア アクセスを実現します。SNMPv3 は、設定済みユーザによる管理動作のみを許可
し、SNMP メッセージを暗号化します。SNMPv3 ユーザベース セキュリティ モデル（USM）は
SNMP メッセージレベル セキュリティを参照し、次のサービスを提供します。
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• メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されていないことを保証し
ます。また、データ シーケンスが、通常発生するものよりも高い頻度で変更されていないこ
とを保証します。
• メッセージ発信元の認証：受信データを発信したユーザのアイデンティティが確認されたこ
とを保証します。
• メッセージの機密性および暗号化：不正なユーザ、エンティティ、またはプロセスに情報の
利用や開示が行えないようにします。

SNMP サポート
Firepower のシャーシは、SNMP に次のサポートを提供します。
MIB のサポート
Firepower のシャーシは、MIB への読み取り専用アクセスをサポートします。
SNMPv3 ユーザの認証プロトコル
Firepower のシャーシは、SNMPv3 ユーザのHMAC-SHA-96（SHA）認証プロトコルをサポートし
ます。
SNMPv3 ユーザの AES プライバシー プロトコル
Firepower のシャーシは、SNMPv3 メッセージ暗号化用プライバシー プロトコルの 1 つとして、
Advanced Encryption Standard（AES）を使用し、RFC 3826 に準拠します。
プライバシー パスワード（priv オプション）では、SNMP セキュリティ暗号化方式として DES ま
たは 128 ビット AES を選択できます。AES-128 の設定を有効にして、SNMPv3 ユーザ用のプライ
バシー パスワードを含めると、Firepower のシャーシはそのプライバシー パスワードを使用して
128 ビット AES キーを生成します。AES priv パスワードは、8 文字以上にします。パスフレーズ
をクリア テキストで指定する場合、最大 64 文字を指定できます。

SNMP の有効化と SNMP プロパティの設定
手順
ステップ 1

モニタリング モードに入ります。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2

SNMP を有効にします。
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp

ステップ 3

snmp コミュニティ モードに入ります。
Firepower-chassis /monitoring # set snmp community

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
54

オンラインのみ

プラットフォームの設定
SNMP トラップの作成

set snmp community コマンドを入力すると、SNMP コミュニティを入力するように求められます。
ステップ 4

SNMP コミュニティを指定します。パスワードとしてコミュニティ名を使用します。コミュニティ
名には、32 文字以下の英数字を使用できます。
Firepower-chassis /monitoring # Enter a snmp community:community-name

ステップ 5

SNMP のシステム担当者の連絡先を指定します。システム担当者の連絡先名（電子メール アドレ
スや、名前と電話番号など）は、最大 255 文字の英数字で指定できます。
Firepower-chassis /monitoring # set snmp syscontactsystem-contact-name

ステップ 6

SNMP エージェント（サーバ）が実行するホストの場所を指定します。システムの場所の名前は、
最大 512 文字の英数字で指定できます。
Firepower-chassis /monitoring # set snmp syslocationsystem-location-name

ステップ 7

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer

次に、SNMP を有効にし、SnmpCommSystem2 という名前の SNMP コミュニティを設定し、
contactperson という名前のシステム担当者の連絡先を設定し、systemlocation という名前の連絡先
の場所を設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # set snmp community
Enter a snmp community: SnmpCommSystem2
Firepower-chassis /monitoring* # set snmp syscontact contactperson1
Firepower-chassis /monitoring* # set snmp syslocation systemlocation
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #

次の作業
SNMP トラップおよびユーザを作成します。

SNMP トラップの作成
手順
ステップ 1

モニタリング モードに入ります。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2

SNMP を有効にします。
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp

ステップ 3

指定したホスト名、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスで SNMP トラップを作成します。
Firepower-chassis /monitoring # create snmp-trap {hostname | ip-addr | ip6-addr}

ステップ 4

SNMP トラップに使用する SNMP コミュニティ名を指定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set community community-name
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ステップ 5

SNMP トラップに使用するポートを指定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set portport-num

ステップ 6

トラップに使用する SNMP バージョンおよびモデルを指定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set version {v1 | v2c | v3}

ステップ 7

（任意） 送信するトラップのタイプを指定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set notificationtype {traps | informs}
次のように指定します。
• バージョンに v2c または v3 を選択する場合は traps。
• バージョンに v2c を選択する場合は informs。
（注）

ステップ 8

バージョンに v2c を選択した場合のみ、インフォーム通知を送信できま
す。

（任意） バージョンとして v3 を選択した場合は、トラップに関連付ける権限を指定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set v3privilege {auth | noauth | priv}
次のように指定します。
• auth：認証あり、暗号化なし
• noauth：認証なし、暗号化なし
• priv：認証あり、暗号化あり

ステップ 9

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # commit-buffer

次の例は、SNMP をイネーブルにし、IPv4 アドレスを使用して SNMP トラップを作成し、トラッ
プがポート 2 で SnmpCommSystem2 コミュニティを使用するよう指定し、バージョンを v3 に設定
し、通知タイプを traps に設定し、v3 権限を priv に設定し、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # create snmp-trap 192.168.100.112
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem2
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set port 2
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set version v3
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set v3privilege priv
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap #

次の例は、SNMP をイネーブルにし、IPv6 アドレスを使用して SNMP トラップを作成し、トラッ
プがポート 2 で SnmpCommSystem3 コミュニティを使用するよう指定し、バージョンを v3 に設定
し、通知タイプを traps に設定し、v3 権限を priv に設定し、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # create snmp-trap 2001::1
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem3
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set port 2
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Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

/monitoring/snmp-trap* #
/monitoring/snmp-trap* #
/monitoring/snmp-trap* #
/monitoring/snmp-trap* #
/monitoring/snmp-trap #

set version v3
set notificationtype traps
set v3privilege priv
commit-buffer

SNMP トラップの削除
手順
ステップ 1

モニタリング モードに入ります。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2

指定したホスト名または IP アドレスの SNMP トラップを削除します。
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-trap {hostname | ip-addr}

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer

次に、IP アドレス 192.168.100.112 で SNMP トラップを削除し、トランザクションを確定する例を
示します。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-trap 192.168.100.112
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #

SNMPv3 ユーザの作成
手順
ステップ 1

モニタリング モードに入ります。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2

SNMP を有効にします。
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp

ステップ 3

指定された SNMPv3 ユーザを作成します。
Firepower-chassis /monitoring # create snmp-useruser-name
create snmp-user コマンドを入力すると、パスワードを入力するように求められます。

ステップ 4

AES-128 暗号化の使用を有効または無効にします。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # set aes-128 {no | yes}
デフォルトでは、AES-128 暗号化は無効になっています。

ステップ 5

ユーザ プライバシー パスワードを指定します。
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Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # set priv-password
set priv-password コマンドを入力すると、プライバシー パスワードを入力し、確認するように求
められます。
ステップ 6

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # commit-buffer

次に、SNMP を有効にし、snmp-user14 という SNMPv3 ユーザを作成し、AES-128 暗号化を有効に
し、パスワードとプライバシー パスワードを設定し、トランザクションを確定します。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # create snmp-user snmp-user14
Password:
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user* # set aes-128 yes
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user* # set priv-password
Enter a password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user #

SNMPv3 ユーザの削除
手順
ステップ 1

モニタリング モードに入ります。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2

指定した SNMPv3 ユーザを削除します。
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-useruser-name

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer

次に、snmp-user14 という SNMPv3 ユーザを削除し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-user snmp-user14
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #

HTTPS ポートの変更
デフォルトでは、HTTPS サービスはポート 443 で有効になっています。HTTPS を無効にすること
はできませんが、HTTPS 接続に使用するポートは変更できます。
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手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis #scope system

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system #scope services

ステップ 3

HTTPS 接続に使用するポートを指定します。
Firepower-chassis /system/services # sethttpsportport-number
port-number には、1 ～ 65535 の整数を指定します。デフォルトでは、HTTPS はポート 443 で有効
になっています。

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower /system/services # commit-buffer
HTTPS ポートを変更した後に、現在のすべての HTTPS セッションが閉じられます。ユーザは、
次に示すように新しいポートを使用して Firepower Chassis Manager にログインし直す必要があり
ます。
https://<chassis_mgmt_ip_address>:<chassis_mgmt_port>
ここで、<chassis_mgmt_ip_address> は初期設定時に入力した Firepower のシャーシの IP アドレス
またはホスト名、<chassis_mgmt_port> は直前に設定した HTTPS ポートです。

次に、HTTPS ポート番号を 443 に設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # set https port 444
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

AAA の設定
ここでは、認証、許可、およびアカウンティングについて説明します。詳細については、次のト
ピックを参照してください。

AAA について
AAA は、コンピュータ リソースへのアクセスを制御するための一連のサービスで、ポリシーを適
用し、使用状況を評価し、サービスの課金に必要な情報を提供します。これらのプロセスは、効
果的なネットワーク管理およびセキュリティにとって重要と見なされています。
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認証
認証はユーザを特定する方法です。アクセスが許可されるには、ユーザは通常、有効なユーザ名
と有効なパスワードが必要です。AAA サーバは、ユーザのクレデンシャルとデータベースに保存
されている他のユーザ クレデンシャルとを比較します。クレデンシャルが一致した場合は、ユー
ザはネットワークへのアクセスが許可されます。クレデンシャルが一致しない場合は、認証は失
敗し、ネットワーク アクセスは拒否されます。
シャーシへの管理接続を認証するように Firepower アプライアンス を設定できます。これには、
次のセッションが含まれます。
• HTTPS
• SSH
• シリアル コンソール
承認
許可はポリシーを適用するプロセスです。どのようなアクティビティ、リソース、サービスに対
するアクセス許可をユーザが持っているのかを判断します。ユーザが認証されると、そのユーザ
はさまざまなタイプのアクセスやアクティビティを許可される可能性があります。
アカウンティング
アカウンティングは、アクセス時にユーザが消費したリソースを測定します。これには、システ
ム時間またはセッション中にユーザが送受信したデータ量などが含まれます。アカウンティング
は、許可制御、課金、トレンド分析、リソース使用率、キャパシティ プランニングのアクティビ
ティに使用されるセッションの統計情報と使用状況情報のログを通じて行われます。
認証、許可、アカウンティング間の相互作用
認証だけで使用することも、許可およびアカウンティングとともに使用することもできます。許
可では必ず、ユーザの認証が最初に済んでいる必要があります。アカウンティングだけで使用す
ることも、認証および許可とともに使用することもできます。
AAA Servers
AAA サーバは、アクセス制御に使用されるネットワーク サーバです。認証は、ユーザを識別しま
す。許可は、認証されたユーザがアクセスする可能性があるリソースとサービスを決定するポリ
シーを実装します。アカウンティングは、課金と分析に使用される時間とデータのリソースを追
跡します。
ローカル データベースのサポート
Firepower のシャーシは、ユーザ プロファイルを取り込むことができるローカル データベースを
管理します。AAA サーバの代わりにローカル データベースを使用して、ユーザ認証、許可、アカ
ウンティングを提供することもできます。

Cisco UCS CLI コンフィギュレーション ガイド 1.1(2)
60

オンラインのみ

プラットフォームの設定
LDAP プロバイダーの設定

LDAP プロバイダーの設定
LDAP プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、このタイプのすべてのプロバイダー接続のデフォルト設定
です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティの設定が含まれている場合、
Firepower eXtensible Operating System でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
Active Directory を LDAP サーバとして使用している場合は、Active Directory サーバで Firepower
eXtensible Operating System にバインドするユーザ アカウントを作成します。このアカウントに
は、期限切れにならないパスワードを設定します。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ LDAP モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope ldap

ステップ 3

指定した属性を含むレコードにデータベース検索を限定します。
Firepower-chassis /security/ldap # set attribute attribute

ステップ 4

指定した識別名を含むレコードにデータベース検索を限定します。
Firepower-chassis /security/ldap # set basedn distinguished-name

ステップ 5

指定したフィルタを含むレコードにデータベース検索を限定します。
Firepower-chassis /security/ldap # set filter filter

ステップ 6

システムがサーバをダウン状態として通知する前に、LDAP サーバからの応答を待機する時間間
隔を設定します。
Firepower-chassis /security/ldap # set timeout seconds

ステップ 7

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/ldap # commit-buffer

次の例は、LDAP 属性を CiscoAvPair に、ベース識別名を
「DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com」に、フィルタを sAMAccountName=$userid、タイム
アウト間隔を 5 秒に設定し、トランザクションを確定します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap # set attribute CiscoAvPair
Firepower-chassis /security/ldap* # set basedn "DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap* # set filter sAMAccountName=$userid
Firepower-chassis /security/ldap* # set timeout 5
Firepower-chassis /security/ldap* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap #
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（注）

ユーザ ログインは LDAP ユーザの userdn が 255 文字を超えると失敗します。

次の作業
LDAP プロバイダーを作成します。

LDAP プロバイダーの作成
Firepower eXtensible Operating System では、最大 16 の LDAP プロバイダーをサポートします。

はじめる前に
Active Directory を LDAP サーバとして使用している場合は、Active Directory サーバで Firepower
eXtensible Operating System にバインドするユーザ アカウントを作成します。このアカウントに
は、期限切れにならないパスワードを設定します。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ LDAP モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope ldap

ステップ 3

LDAP サーバ インスタンスを作成し、セキュリティ LDAP サーバ モードに入ります。
Firepower-chassis /security/ldap # create serverserver-name
SSL が有効になっている場合、server-name は、通常、IP アドレスまたは FQDN となり、LDAP
サーバのセキュリティ証明書内の通常名（CN）と正確に一致している必要があります。IP アドレ
スが指定されていない場合は、DNS サーバを設定する必要があります。

ステップ 4

（任意） ユーザ ロールとロケールの値を保存する LDAP 属性を設定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set attributeattr-name
このプロパティは、常に、名前と値のペアで指定されます。システムは、ユーザ レコードで、こ
の属性名と一致する値を検索します。
デフォルトの属性が LDAP プロバイダーに設定されていない場合は、この値が必要です。

ステップ 5

（任意） リモート ユーザがログインして、システムがユーザ名に基づいてユーザの DN を取得し
ようとするときに、サーバが検索を開始する必要がある場合の LDAP 階層内の特定の識別名を設
定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set basednbasedn-name
ベース DN は、最大 255 文字から CN= username の長さを差し引いた長さに設定することができま
す。ここで、username は、LDAP 認証を使用して Firepower Chassis Manager または FXOS CLI へア
クセスしようとしているリモート ユーザの識別に使用されます。
デフォルトのベース DN が LDAP プロバイダーに設定されていない場合は、この値が必要です。
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ステップ 6

（任意） ベース DN のすべてのオブジェクトに対する読み取り権限と検索権限を持つ、LDAP
データベース アカウントの識別名（DN）を設定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set binddnbinddn-name
サポートされるストリングの最大長は 255 文字の ASCII 文字です。

ステップ 7

（任意） LDAP 検索を、定義されたフィルタと一致するユーザ名に制限します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set filterfilter-value
デフォルトのフィルタが LDAP プロバイダーに設定されていない場合は、この値が必要です。

ステップ 8

バインド DN に指定した LDAP データベース アカウントのパスワードを指定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set password
標準 ASCII 文字を入力できます。ただし、「§」（セクション記号）、「?」（疑問符）、「=」
（等号）は使用できません。
パスワードを設定するには、set password コマンドを入力し、プロンプトでキー値を入力してか
ら Enter キーを押します。

ステップ 9

（任意） Firepower eXtensible Operating System でこのプロバイダーをユーザの認証に使用する順
序を指定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set orderorder-num

ステップ 10

（任意） LDAP サーバとの通信に使用するポートを指定します。標準ポート番号は 389 です。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set portport-num

ステップ 11

LDAP サーバと通信するときの暗号化の使用を有効または無効にします。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set ssl {yes|no}
オプションは次のとおりです。
• yes：暗号化が必要です。暗号化をネゴシエートできない場合は、接続に失敗します。
• no：暗号化は無効になります。認証情報はクリア テキストとして送信されます。
LDAP では STARTTLS が使用されます。これにより、ポート 389 を使用した暗号化通信が可能に
なります。

ステップ 12

LDAP データベースへの問い合わせがタイム アウトするまでの秒数を指定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set timeouttimeout-num
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して LDAP プロバイダーに指定したグローバル
タイムアウト値を使用します。デフォルトは 30 秒です。

ステップ 13

LDAP プロバイダーまたはサーバの詳細を提供するベンダーを指定します。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set vendor{ms-ad | openldap}
オプションは次のとおりです。
• ms-ad：LDAP プロバイダーが Microsoft Active Directory
• openldap：LDAP プロバイダーが Microsoft Active Directory 以外

ステップ 14

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
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Firepower-chassis /security/ldap/server # commit-buffer

次の例では、10.193.169.246 という名前の LDAP サーバ インスタンスを作成し、バインド DN、パ
スワード、順序、ポート、SSL、ベンダー属性を設定し、トランザクションを確定します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap* # create server 10.193.169.246
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set order 2
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set port 389
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set ssl yes
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set timeout 30
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
Firepower-chassis /security/ldap/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap/server #

次の例では、12:31:71:1231:45b1:0011:011:900 という名前の LDAP サーバ インスタンスを作成し、
バインド DN、パスワード、順序、ポート、SSL、ベンダー属性を設定し、トランザクションを確
定します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap* # create server 12:31:71:1231:45b1:0011:011:900
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set order 1
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set port 389
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set ssl yes
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set timeout 45
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
Firepower-chassis /security/ldap/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap/server #

LDAP プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ LDAP モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope ldap

ステップ 3

指定したサーバを削除します。
Firepower-chassis /security/ldap # delete server serv-name

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/ldap # commit-buffer
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次に、ldap1 という LDAP サーバを削除し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap # delete server ldap1
Firepower-chassis /security/ldap* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap #

RADIUS プロバイダーの設定
RADIUS プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、このタイプのすべてのプロバイダー接続のデフォルト設定
です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティの設定が含まれている場合、
Firepower eXtensible Operating System でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ RADIUS モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope radius

ステップ 3

（任意） サーバをダウンとして通知する前に RADIUS サーバとの通信を再試行する回数を指定
します。
Firepower-chassis /security/radius # set retries retry-num

ステップ 4

（任意） システムがサーバをダウン状態として通知する前に、RADIUS サーバからの応答を待機
する時間間隔を設定します。
Firepower-chassis /security/radius # set timeout seconds

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/radius # commit-buffer

次の例は、RADIUS の再試行回数を 4 に設定し、タイムアウト間隔を 30 秒に設定し、トランザク
ションを確定します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope radius
Firepower-chassis /security/radius # set retries 4
Firepower-chassis /security/radius* # set timeout 30
Firepower-chassis /security/radius* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/radius #

次の作業
RADIUS プロバイダーを作成します。
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RADIUS プロバイダーの作成
Firepower eXtensible Operating System では、最大 16 の RADIUS プロバイダーをサポートします。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ RADIUS モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope radius

ステップ 3

RADIUS サーバ インスタンスを作成し、セキュリティ RADIUS サーバ モードに入ります。
Firepower-chassis /security/radius # create serverserver-name

ステップ 4

（任意） RADIUS サーバとの通信に使用するポートを指定します。
Firepower-chassis /security/radius/server # set authportauthport-num

ステップ 5

RADIUS サーバ キーを設定します。
Firepower-chassis /security/radius/server # set key
キー値を設定するには、set key コマンドを入力し、プロンプトでキー値を入力してから Enter キー
を押します。

ステップ 6

（任意） このサーバが試行される順序を指定します。
Firepower-chassis /security/radius/server # set order order-num

ステップ 7

（任意） サーバをダウンとして通知する前に RADIUS サーバとの通信を再試行する回数を設定
します。
Firepower-chassis /security/radius/server # set retries retry-num

ステップ 8

システムがサーバをダウン状態として通知する前に、RADIUS サーバからの応答を待機する時間
間隔を指定します。
Firepower-chassis /security/radius/server # set timeout seconds
ヒント

ステップ 9

RADIUS プロバイダーに二要素認証を選択する場合は、より高いタイムアウト値を設定
することを推奨します。

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/radius/server # commit-buffer

次の例は、radiusserv7 という名前のサーバ インスタンスを作成し、認証ポートを 5858 に設定し、
キーを radiuskey321 に設定し、順序を 2 に設定し、再試行回数を 4 回に設定し、タイムアウトを
30 に設定し、二要素認証をイネーブルにし、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope radius
Firepower-chassis /security/radius # create server radiusserv7
Firepower-chassis /security/radius/server* # set authport 5858
Firepower-chassis /security/radius/server* # set key
Enter the key: radiuskey321
Confirm the key: radiuskey321
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Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

/security/radius/server* #
/security/radius/server* #
/security/radius/server* #
/security/radius/server* #
/security/radius/server #

set order 2
set retries 4
set timeout 30
commit-buffer

RADIUS プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ RADIUS モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope RADIUS

ステップ 3

指定したサーバを削除します。
Firepower-chassis /security/radius # delete server serv-name

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/radius # commit-buffer

次に、radius1 という RADIUS サーバを削除し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope radius
Firepower-chassis /security/radius # delete server radius1
Firepower-chassis /security/radius* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/radius #

TACACS+ プロバイダーの設定
TACACS+ プロバイダーのプロパティの設定
このタスクで設定するプロパティは、このタイプのすべてのプロバイダー接続のデフォルト設定
です。個々のプロバイダーにこれらのうちいずれかのプロパティの設定が含まれている場合、
Firepower eXtensible Operating System でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ TACACS+ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope tacacs
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ステップ 3

（任意） システムがサーバをダウン状態として通知する前に、TACACS+ サーバからの応答を待
機する時間間隔を設定します。
Firepower-chassis /security/tacacs # set timeout seconds

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/tacacs # commit-buffer

次に、TACACS+ タイムアウト間隔を 45 秒に設定し、トランザクションを確定する例を示しま
す。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # set timeout 45
Firepower-chassis /security/tacacs* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs #

次の作業
TACACS+ プロバイダーを作成します。

TACACS+ プロバイダーの作成
Firepower eXtensible Operating System では、最大 16 の TACACS+ プロバイダーをサポートします。

手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ TACACS+ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope tacacs

ステップ 3

TACACS+ サーバ インスタンスを作成し、セキュリティ TACACS+ サーバ モードに入ります。
Firepower-chassis /security/tacacs # create server server-name

ステップ 4

TACACS+ サーバ キーを指定します。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set key
キー値を設定するには、set key コマンドを入力し、プロンプトでキー値を入力してから Enter キー
を押します。

ステップ 5

（任意） このサーバが試行される順序を指定します。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set orderorder-num

ステップ 6

システムがサーバをダウン状態として通知する前に、TACACS+ サーバからの応答を待機する時
間間隔を指定します。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set timeoutseconds
ヒント

TACACS+ プロバイダーに二要素認証を選択する場合は、より高いタイムアウト値を設
定することを推奨します。
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ステップ 7

（任意） TACACS+ サーバとの通信に使用するポートを指定します。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set portport-num

ステップ 8

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # commit-buffer

次に、tacacsserv680 という名前のサーバ インスタンスを作成し、キーを tacacskey321 に設定し、
順序を 4 に設定し、認証ポートを 5859 に設定し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # create server tacacsserv680
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # set key
Enter the key: tacacskey321
Confirm the key: tacacskey321
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # set order 4
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # set port 5859
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs/server #

TACACS+ プロバイダーの削除
手順
ステップ 1

セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2

セキュリティ TACACS+ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope tacacs

ステップ 3

指定したサーバを削除します。
Firepower-chassis /security/tacacs # delete server serv-name

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower-chassis /security/tacacs # commit-buffer

次に、tacacs1 という TACACS+ サーバを削除し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # delete server tacacs1
Firepower-chassis /security/tacacs* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs #

Syslog の設定
システム ロギングは、デバイスから syslog デーモンを実行するサーバへのメッセージを収集する
方法です。中央の syslog サーバへロギングは、ログおよびアラートの集約に役立ちます。syslog
サービスは、シンプルコンフィギュレーションファイルに従って、メッセージを受信してファイ
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ルに保存するか、出力します。この形式のロギングは、保護された長期的な保存場所をログに提
供します。ログは、ルーチン トラブルシューティングおよびインシデント処理の両方で役立ちま
す。

手順
ステップ 1

モニタリング モードに入ります。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2

コンソールへの syslog の送信を有効または無効にします。
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog console

ステップ 3

（任意） 表示するメッセージの最低レベルを選択します。syslog が有効になっている場合、シス
テムはそのレベル以上のメッセージをコンソールに表示します。レベル オプションは緊急性の降
順で一覧表示されます。デフォルトのレベルは Critical です。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog console level {emergencies | alerts | critical}

ステップ 4

オペレーティング システムによる syslog 情報のモニタリングを有効または無効にします。
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog monitor

ステップ 5

（任意） 表示するメッセージの最低レベルを選択します。モニタの状態が有効になっている場
合、システムはそのレベル以上のメッセージを表示します。レベル オプションは緊急性の降順で
一覧表示されます。デフォルトのレベルは Critical です。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog monitor level {emergencies | alerts | critical | errors | warnings
| notifications | information | debugging}
（注）

terminal monitor コマンドを入力した場合にだけ、クリティカル以下のレベルのメッセー
ジが端末のモニタに表示されます。

ステップ 6

syslog ファイルへの syslog 情報の書き込みを有効または無効にします。
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog file

ステップ 7

メッセージが記録されるファイルの名前を指定します。ファイル名は16文字まで入力できます。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog file namefilename

ステップ 8

（任意） ファイルに保存するメッセージの最低レベルを選択します。ファイルの状態が有効に
なっている場合、システムはそのレベル以上のメッセージを syslog ファイルに保存します。レベ
ル オプションは緊急性の降順で一覧表示されます。デフォルトのレベルは Critical です。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog file level {emergencies | alerts | critical | errors | warnings |
notifications | information | debugging}

ステップ 9

（任意） 最大ファイル サイズ（バイト単位）を指定します。このサイズを超えると、最も古い
メッセージから最新のメッセージへの上書きが開始されます。有効な範囲は 4096 ～ 4194304 バイ
トです。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog file sizefilesize

ステップ 10

最大 3 台の外部 syslog サーバへの syslog メッセージの送信を設定します。
a) 最大 3 台の外部 syslog サーバへの syslog メッセージの送信を有効または無効にします。
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog remote-destination {server-1 | server-2 |
server-3}
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b) （任意） 外部ログに保存するメッセージの最低レベルを選択します。リモート宛先が有効に
なっている場合、システムはそのレベル以上のメッセージを外部サーバに送信します。レベル
オプションは緊急性の降順で一覧表示されます。デフォルトのレベルは Critical です。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3}
level{emergencies | alerts | critical | errors | warnings | notifications | information | debugging}
c) 指定したリモート syslog サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。ホスト名は 256
文字まで入力できます。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3}
hostnamehostname
d) （任意） 指定されたリモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに含まれるファシ
リティ レベルを指定します。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3} facility
{local0 | local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7}
ステップ 11

ローカル送信元を設定します。有効または無効にするローカル送信元ごとに、次のコマンドを入
力します。
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog source {audits | events | faults}
次のいずれかになります。
• [監査（audits）]：すべての監査ログ イベントのロギングを有効または無効にします。
• [イベント（events）]：すべてのシステム イベントのロギングを有効または無効にします。
• [障害（faults）]：すべてのシステム障害のロギングを有効または無効にします。

ステップ 12

トランザクションを確定します。
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer

次の例は、ローカル ファイルの syslog メッセージのストレージを有効にし、トランザクションを
確定します。
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # disable syslog console
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog monitor
Firepower-chassis /monitoring* # enable syslog file
Firepower-chassis /monitoring* # set syslog file name SysMsgsFirepower
Firepower-chassis /monitoring* # set syslog file level notifications
Firepower-chassis /monitoring* # set syslog file size 4194304
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog remote-destination server-1
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog remote-destination server-2
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog remote-destination server-3
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #

DNS サーバの設定
システムが IP アドレスへのホスト名の解決を必要とする場合、DNS サーバを指定する必要があり
ます。たとえば、DNS サーバを設定していないと、Firepower シャーシに関する設定を行うとき
に、www.cisco.com などの名前を使用できません。サーバの IP アドレスを使用する必要がありま
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す。これには、IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかを使用できます。最大 4 台の DNS サーバを
設定できます。

（注）

複数の DNS サーバを設定する場合、システムによるサーバの検索順はランダムになります。
ローカル管理コマンドが DNS サーバの検索を必要とする場合は、3 台の DNS サーバをランダ
ムに検索します。

手順
ステップ 1

システム モードに入ります。
Firepower-chassis #scope system

ステップ 2

システム サービス モードに入ります。
Firepower-chassis /system #scope services

ステップ 3

DNS サーバを作成または削除するには、該当するコマンドを次のように入力します。
• 指定した IPv4 または IPv6 アドレスの DNS サーバを使用するようにシステムを設定するに
は、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis /system/services # createdns{ip-addr | ip6-addr}
• 指定した IPv4 または IPv6 アドレスの DNS サーバを削除するには、次のコマンドを使用しま
す。
Firepower-chassis /system/services # deletedns{ip-addr | ip6-addr}

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定に対して確定します。
Firepower /system/services # commit-buffer

次に、IPv4 アドレス 192.168.200.105 の DNS サーバを設定し、トランザクションを確定する例を
示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create dns 192.168.200.105
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

次に、IPv6 アドレス 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F の DNS サーバを設定し、トランザクションを
確定する例を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create dns 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
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次に、IP アドレス 192.168.200.105 の DNS サーバを削除し、トランザクションを確定する例を示
します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # delete dns 192.168.200.105
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
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インターフェイス管理
• Firepower 9300 のインターフェイスについて, 75 ページ
• インターフェイス プロパティの編集, 76 ページ
• ポートチャネルの作成, 76 ページ
• ブレイクアウト ケーブルの設定, 78 ページ

Firepower 9300 のインターフェイスについて
Firepower 9300 は、EtherChannel（ポートチャネル）のインターフェイスだけでなく、単一のイン
ターフェイスもサポートします。EtherChannel のインターフェイスには、同じタイプのメンバ イ
ンターフェイスを最大で 16 個、含めることができます。
各インターフェイスは、次のいずれかのタイプになります。
• データ（デフォルト）：データ インターフェイスはセキュリティ モジュール間で共有でき
ません。
• 管理：管理インターフェイスはセキュリティ モジュール間で共有できます。管理インター
フェイスは論理デバイスごとに 1 つだけ割り当てることができます。
• クラスタ：クラスタ化された論理デバイスに使用される特殊なタイプのインターフェイスで
す。このタイプのインターフェイスは、ユニット クラスタ間通信用のクラスタ制御リンクに
自動的に割り当てられます。デフォルトでは、クラスタ制御リンクはポートチャネル 48 に
自動的に作成されます。クラスタ制御リンクに別のポートチャネルを使用する場合は、クラ
スタ タイプを別のポートチャネルに割り当ててから、クラスタを展開できます。
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インターフェイス プロパティの編集
手順
ステップ 1

インターフェイス モードに入ります。
scopeeth-uplink
scope fabric a

ステップ 2

インターフェイスをイネーブルにします。
enterinterfaceinterface_id
enable

ステップ 3

（オプション）インターフェイス タイプを設定します。
setport-type {data | mgmt | cluster}
例：
9300 /eth-uplink/fabric/interface # set port-type mgmt

data キーワードがデフォルト タイプです。cluster キーワードは選択しないでください。
ステップ 4

（オプション）インターフェイスの速度を設定します。
setspeed {10gbps | 1gbps}
例：
9300 /eth-uplink/fabric/interface* # set speed 1gbps

ステップ 5

設定を確定します。
commit-buffer

ポートチャネルの作成
EtherChannel（ポートチャネルとも呼ばれる）には、最大 16 個の同じタイプのメンバー インター
フェイスを含めることができます。

はじめる前に
Firepower アプライアンス がサポートするのは、Active Link Aggregation Control Protocol（LACP）
モードの EtherChannel のみです。接続スイッチ ポートをアクティブ モードに設定して、互換性を
高めることを推奨します。
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手順
ステップ 1

インターフェイス モードに入ります。
scopeeth-uplink
scope fabric a

ステップ 2

ポート チャネルを作成します。
createport-channelid
enable

ステップ 3

メンバ インターフェイスを割り当てます。
createmember-portinterface_id
例：
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300

ステップ 4

/eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
/eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
/eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
/eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port
/eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit

Ethernet1/1
Ethernet1/2
Ethernet1/3
Ethernet1/4

（オプション）インターフェイス タイプを設定します。
setport-type {data | mgmt | cluster}
例：
9300 /eth-uplink/fabric/port-channel # set port-type mgmt

data キーワードがデフォルト タイプです。このポートチャネルをデフォルトではなく、クラスタ
制御リンクとして使用しない場合は、cluster キーワードを選択しないでください。
ステップ 5

（オプション）ポートチャネルのすべてのメンバのインターフェイス速度を設定します。
setspeed {10gbps | 1gbps}
例：
9300 /eth-uplink/fabric/port-channel* # set speed 1gbps

ステップ 6

設定を確定します。
commit-buffer
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ブレイクアウト ケーブルの設定
次に、ブレイクアウト ケーブルを Firepower のシャーシで使用するように設定する手順を示しま
す。ブレイクアウト ケーブルを使用すると、1 つの 40 Gbps ポートの代わりに 4 つの 10 Gbps ポー
トを実装できます。

手順
ステップ 1

新しいブレイクアウトを作成するには、次のコマンドを使用します。
a) ケーブル接続モードに入ります。
scopecabling
scope fabric a
b) ブレイクアウトを作成します。
createbreakoutepm_slotport
例：
9300 /cabling/fabric/ # create breakout 2 1

c) 設定を確定します。
commit-buffer
これで、自動的に再起動します。複数のブレイクアウトを設定する場合は、commit-buffer コマ
ンドを発行する前に、それらすべてのブレイクアウトを作成しておく必要があります。
ステップ 2

ブレイクアウト ポートを有効化/設定するには、次のコマンドを使用します。
a) インターフェイス モードに入ります。
scopeeth-uplink
scopefabrica
scopeaggr-interfaceepm_slotport
b) set コマンドを使用して、インターフェイス速度とポート タイプを設定します。
enable コマンドまたは disable コマンドを使用して、インターフェイスの管理状態を設定しま
す。
c) 設定を確定します。
commit-buffer
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論理デバイス
• 論理デバイスについて, 79 ページ
• スタンドアロン ASA 論理デバイスの作成, 80 ページ
• 脅威に対する防御用のスタンドアロン論理デバイスの作成, 82 ページ
• クラスタの展開, 85 ページ
• セキュリティ モジュールのコンソールへの接続, 94 ページ
• 論理デバイスの削除, 95 ページ

論理デバイスについて
論理デバイスを作成すると、Firepower アプライアンス Supervisor は、指定されたソフトウェア
バージョンをダウンロードし、ブートストラップおよび管理インターフェイスの設定を指定され
たモジュール、または、クラスタの場合は、Firepower シャーシにインストールされたすべてのモ
ジュールにダウンロードして論理デバイスを展開します。
次の 2 つのタイプの論理デバイスのいずれかを作成できます。

（注）

作成できるのは、論理デバイスまたはその他のいずれか 1 つのタイプのみです。つまり、3 つ
のセキュリティ モジュールをインストールしている場合、セキュリティ モジュールにスタン
ドアロンの論理デバイスは作成できず、残りの2つの論理デバイスを使用してクラスタを作成
することになります。
• スタンドアロン：Firepower シャーシにインストールされた各セキュリティ モジュールにス
タンドアロンの論理デバイスを作成できます。
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（注）

スタンドアロンの論理デバイスを設定する場合は、同じソフトウェア タイプ
をシャーシ内のすべてのモジュールにインストールする必要があります。こ
の時点では、異なるタイプのソフトウェアはサポートされていません。特定
のデバイス タイプの異なるバージョンを実行することはできます。しかし、
すべてのモジュールが同じタイプの論理デバイスとして設定されている必要
があります。

• クラスタ：Firepower シャーシにインストールされたすべてのモジュールが単一の論理デバイ
スとしてまとめてグループ化されるクラスタを作成できます。クラスタは、単一デバイスの
すべての利便性（管理、ネットワークへの統合）を備える一方で、複数デバイスによって高
いスループットおよび冗長性を達成します。

スタンドアロン ASA 論理デバイスの作成
クラスタを設定していない場合は、Firepower シャーシにインストールされた各セキュリティ モ
ジュールにスタンドアロンの論理デバイスを作成できます。クラスタを設定している場合は、そ
のクラスタを削除してから、スタンドアロン デバイスを作成する必要があります。

（注）

同じソフトウェア タイプをシャーシ内のすべてのモジュールにインストールする必要があり
ます。この時点では、異なるタイプのソフトウェアはサポートされていません。特定のデバイ
ス タイプの異なるバージョンを実行することはできます。しかし、すべてのモジュールが同
じタイプの論理デバイスとして設定されている必要があります。

はじめる前に
• 論理デバイスに使用するセキュリティ モジュールに設定済みの論理デバイスがすでにある場
合は、最初にその既存の論理デバイスを削除する必要があります（論理デバイスの削除, （
95 ページ）を参照）。
• 論理デバイスに使用するアプリケーション イメージを Cisco.com からダウンロードし
（Cisco.com からのイメージのダウンロード, （38 ページ）を参照）、次にそのイメージを
Firepower アプライアンス にダウンロードします（Firepower アプライアンス への論理デバイ
スのソフトウェア イメージのダウンロード, （40 ページ）を参照）。
• 論理デバイスで使用する管理インターフェイスを設定します。

手順
ステップ 1

セキュリティ サービス モードに入ります。
Firepower# scopessa

ステップ 2

論理デバイスを作成します。
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Firepower /ssa # createlogical-devicedevice_nameasaslot_idstandalone
ステップ 3

論理デバイスの説明を入力します。
Firepower /ssa/logical-device* # setdescription"logical device description"

ステップ 4

この場合も、管理およびデータ インターフェイスを論理デバイスに割り当てます。
Firepower /ssa/logical-device* # createexternal-port-linknameinterface_nameasa
Firepower-chassis /ssa/logical-device/external-port-link* # exit

ステップ 5

管理ブートストラップ情報を設定します。
a) セッション オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapasa
b) イネーブル パスワードを作成します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretPASSWORD
c) パスワード値を設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # setvalue
Value: password
d) パスワード設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
e) 管理 IP アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv4slot_iddefault
f) ゲートウェイ アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setgatewaygateway_address
g) IP アドレスとマスクを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setipip_addressmasknetwork_mask
h) 管理 IP 設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
i) 管理ブートストラップ設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit

ステップ 6

設定を確定します。
commit-buffer
トランザクションをシステムの設定に対して確定します。

例
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # create logical-device MyDevice1 asa 1 standalone
Firepower /ssa/logical-device* # set description "logical device description"
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link inside Ethernet1/1 asa
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "inside link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link management Ethernet1/7 asa
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "management link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link outside Ethernet1/2 asa
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Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "external link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap asa
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: <password>
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 default
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 1.1.1.254
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 1.1.1.1 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # show configuration pending
+enter logical-device MyDevice1 asa 1 standalone
+
enter external-port-link inside Ethernet1/1 asa
+
set decorator ""
+
set description "inside link"
+
exit
+
enter external-port-link management Ethernet1/7 asa
+
set decorator ""
+
set description "management link"
+
exit
+
enter external-port-link outside Ethernet1/2 asa
+
set decorator ""
+
set description "external link"
+
exit
+
enter mgmt-bootstrap asa
+
enter bootstrap-key-secret PASSWORD
+
set value
+
exit
+
enter ipv4 1 default
+
set gateway 1.1.1.254
+
set ip 1.1.1.1 mask 255.255.255.0
+
exit
+
exit
+
set description "logical device description"
+exit
Firepower /ssa/logical-device* # commit-buffer

脅威に対する防御用のスタンドアロン論理デバイスの作
成
クラスタを設定していない場合は、Firepower シャーシにインストールされた各セキュリティ モ
ジュールにスタンドアロンの論理デバイスを作成できます。クラスタを設定している場合は、そ
のクラスタを削除してから、スタンドアロン デバイスを作成する必要があります。

（注）

同じソフトウェア タイプをシャーシ内のすべてのモジュールにインストールする必要があり
ます。この時点では、異なるタイプのソフトウェアはサポートされていません。特定のデバイ
ス タイプの異なるバージョンを実行することはできます。しかし、すべてのモジュールが同
じタイプの論理デバイスとして設定されている必要があります。

はじめる前に
• 論理デバイスに使用するセキュリティ モジュールに設定済みの論理デバイスがすでにある場
合は、最初にその既存の論理デバイスを削除する必要があります（論理デバイスの削除, （
95 ページ）を参照）。
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• 論理デバイスに使用するアプリケーション イメージを Cisco.com からダウンロードし
（Cisco.com からのイメージのダウンロード, （38 ページ）を参照）、次にそのイメージを
Firepower アプライアンス にダウンロードします（Firepower アプライアンス への論理デバイ
スのソフトウェア イメージのダウンロード, （40 ページ）を参照）。
• 論理デバイスで使用する管理インターフェイスを設定します。また、データ タイプのイン
ターフェイスを 1 つ以上設定する必要があります。

手順
ステップ 1

セキュリティ サービス モードに入ります。
Firepower# scopessa

ステップ 2

論理デバイスを作成します。
Firepower /ssa # createlogical-devicedevice_nameftdslot_idstandalone

ステップ 3

この場合も、管理およびデータ インターフェイスを論理デバイスに割り当てます。
Firepower /ssa/logical-device* # createexternal-port-linknameinterface_nameftd
Firepower-chassis /ssa/logical-device/external-port-link* # exit

ステップ 4

管理ブートストラップのパラメータを設定します。
a) セッション オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapftd
b) 管理側の Firepower Management Center の IP アドレスを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFIREPOWER_MANAGER_IP
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value IP_address
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
c) 論理デバイスが動作するモード（ルーテッドまたはトランスペアレント）を指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value firewall_mode
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
d) デバイスと Firepower Management Center 間で共有するキーを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretREGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: registration_key
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
e) 論理デバイスで使用するパスワードを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretPASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: password
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
f) 管理インターフェイスを設定します。
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これは、すべてのイベント トラフィック（たとえば、Web イベント）を伝送する Firepower イ
ベント トラフィック チャネルのインターフェイスです。
IPv4 管理インターフェイス オブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。
1 管理インターフェイス オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv4slot_idfirepower
2 ゲートウェイ アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setgatewaygateway_address
3 IP アドレスとマスクを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setipip_addressmasknetwork_mask
4 管理 IP 設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
IPv6 管理インターフェイス オブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。
1 管理インターフェイス オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv6slot_idfirepower
2 ゲートウェイ アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # setgatewaygateway_address
3 IP アドレスとプレフィックスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set ipip_addressprefix-lengthprefix
4 管理 IP 設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # exit
g) 管理ブートストラップ モードを終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #exit
ステップ 5

エンド ユーザ ライセンス契約書に同意します。
a) Firepower /ssa/logical-device/* # exit
b) Firepower /ssa #scope appapplication_typeapplication_version
c) Firepower /ssa/app #accept-license-agreement

ステップ 6

設定を確定します。
commit-buffer
トランザクションをシステムの設定に対して確定します。

例
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa #create logical-device MyDevice1 ftd 1 standalone
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link inside Ethernet1/1 ftd
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/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "inside link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create external-port-link management Ethernet1/7 ftd
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "management link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create external-port-link outside Ethernet1/2 ftd
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "external link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap ftd
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 10.0.0.100
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREWALL_MODE
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value transparent
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 firepower
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.31 mask 255.255.255.0
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
/ssa/logical-device* # exit
/ssa # scope app ftd 6.0.0.837
/ssa/app # accept-license-agreement
/ssa/app* # commit-buffer

クラスタの展開
クラスタリングを利用すると、シャーシ内のすべてのセキュリティ モジュールをまとめて 1 つの
論理デバイスとしてグループ化できます。クラスタは、単一デバイスのすべての利便性（管理、
ネットワークへの統合）を備える一方で、複数デバイスによって高いスループットおよび冗長性
を達成します。

（注）

Firepower 9300 は複数のシャーシにまたがる（シャーシ間）クラスタをサポートしません。
シャーシ内クラスタリングのみをサポートします。

クラスタリングについて
クラスタは、複数のセキュリティ モジュールで構成され、1 つの単一ユニットとして機能します。
Firepower 9300 にクラスタを展開すると、次を実行します。
• クラスタ制御リンクを作成し、セキュリティ モジュール間での通信を行います。このリンク
は、クラスタ通信に Firepower 9300 のバックプレーンを利用します。
• すべてのセキュリティ モジュール上のアプリケーション内にクラスタ ブートストラップ設
定を作成します。
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クラスタを展開すると、Firepower 9300 スーパバイザが最小限のブートストラップ設定を各
セキュリティ モジュールにプッシュします。この設定には、クラスタ名、クラスタ制御リン
クのインターフェイス、およびその他のクラスタ設定が含まれています。クラスタリング環
境をカスタマイズする場合は、ユーザはセキュリティ モジュール内でブートストラップ設定
の一部を設定できます。
• データ インターフェイスをスパンド EtherChannel としてクラスタに割り当てます。
Firepower 9300 スーパバイザは、スパンド EtherChannel 上のトラフィックの負荷をすべての
セキュリティ モジュールに分散させます。

（注）

管理インターフェイスを除き、インターフェイスは個別にサポートされませ
ん。

• すべてのセキュリティ モジュールが共有する管理インターフェイスを別に割り当てます。
クラスタリングおよびセキュリティ モジュール レベルでの動作の詳細については、お使いのセ
キュリティモジュールアプリケーションのクラスタリングの章を参照してください。以下のセク
ションで、クラスタリングの概念および実装について詳しく説明します。

マスターおよびスレーブ ユニットのロール
クラスタ内のメンバの 1 つがマスター ユニットです。マスター ユニットは自動的に決定されま
す。他のすべてのメンバはスレーブ ユニットです。
マスターユニットでのみ、すべての設定を行う必要があります。その設定がスレーブユニットに
複製されます。

クラスタ制御リンク
クラスタ制御リンクはポートチャネル 48 を使用して自動的に作成されます。メンバ インターフェ
イスはありません。このクラスタ タイプの EtherChannel はシャーシ内クラスタリングのためのク
ラスタ通信に Firepower 9300 のバックプレーンを利用します。後でクラスタ間クラスタリングを
サポートするときに、この EtherChannel に外部接続用のメンバ インターフェイスを追加できま
す。ポートチャネル 48 インターフェイスを使用しない場合は、代わりにクラスタ タイプの
EtherChannel を事前に定義しておき、それをクラスタ制御リンクとして使用します。
クラスタ制御リンク トラフィックには、制御とデータの両方のトラフィックが含まれます。

管理インターフェイス
管理タイプのインターフェイスをクラスタに割り当てることができます。このインターフェイス
はスパンド EtherChannel とは対照的に、特殊な独立型のインターフェイスです。管理インターフェ
イスでは、各ユニットに直接接続することができます。
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メイン クラスタ IP アドレスは、そのクラスタのための固定アドレスであり、常に現在のマスター
ユニットに属します。管理者はアドレス範囲も設定します。これで、各ユニット（現在のマスター
も含まれます）がその範囲内のローカルアドレスを使用できるようになります。このメインクラ
スタ IP アドレスによって、管理アクセスのアドレスが一本化されます。マスター ユニットが変更
されると、メイン クラスタ IP アドレスは新しいマスター ユニットに移動するので、クラスタの
管理をシームレスに続行できます。ローカル IP アドレスは、ルーティングに使用され、トラブル
シューティングにも役立ちます。
たとえば、クラスタを管理するにはメイン クラスタ IP アドレスに接続します。このアドレスは常
に、現在のマスター ユニットに関連付けられています。個々のメンバを管理するには、ローカル
IP アドレスに接続します。
TFTP や syslog などの発信管理トラフィックの場合、マスター ユニットを含む各ユニットは、ロー
カル IP アドレスを使用してサーバに接続します。

クラスタリングに関するガイドライン
• EtherChannel を VSS または vPC に接続して冗長性を得ることを推奨します。
• スタンドアロン モードでは、一部のシャーシ セキュリティ モジュールはクラスタ化できま
せん。また、他のセキュリティ モジュールも実行できません。したがって、すべてのセキュ
リティ モジュールをクラスタに含める必要があります。

クラスタリングのデフォルト
クラスタ制御リンクは、ほかのクラスタ タイプのインターフェイスが定義されていない場合は、
ポートチャネル 48 を使用します。

ASA クラスタリングの設定
クラスタは、Firepower 9300 スーパバイザから簡単に展開できます。すべての初期設定が各ユニッ
ト用に自動生成されます。

手順
ステップ 1

クラスタを展開する前に、1 つ以上のデータ タイプのインターフェイスまたは EtherChannel（ポー
トチャネルとも呼ばれる）を設定します。ポートチャネルの作成, （76 ページ）を参照してくだ
さい。
また、データ インターフェイスはクラスタを展開した後でも、そのクラスタに追加できます。

ステップ 2

管理タイプのインターフェイスまたは EtherChannel を追加します。ポートチャネルの作成, （76
ページ）またはインターフェイス プロパティの編集, （76 ページ）を参照してください。

ステップ 3

クラスタを作成します。
scope ssa
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enter logical-device device_name asa "1,2,3" clustered
device_name はクラスタリングの設定を行ってインターフェイスを割り当てるために Firepower 9300
のスーパバイザが使用します。これは、セキュリティ モジュールの設定で使用するクラスタ名で
はありません。ハードウェアをまだインストールしていない場合でも、3 つのセキュリティ モ
ジュールすべてを指定する必要があります。
ステップ 4

クラスタ パラメータを設定します。
enter cluster-bootstrap

ステップ 5

セキュリティ モジュール設定にクラスタ グループ名を設定します。
set service-typecluster_name
名前は 1 ～ 38 文字の ASCII 文字列であることが必要です。

ステップ 6

クラスタ インターフェイス モードを設定します。
set mode spanned-etherchannel
サポートされているモードは、[Spanned EtherChannel] モードのみです。

ステップ 7

（オプション）管理 IP アドレス情報を設定します。
この情報は、セキュリティ モジュール設定に管理インターフェイスを設定するために使用されま
す。
a) ローカル IP アドレスのプールを設定します。このアドレスの 1 つが、このインターフェイス
用に各クラスタ ユニットに割り当てられます。
set ipv4 pool start_ip end_ip set ipv6 pool start_ip end_ip
最低でも、クラスタ内のユニット数と同じ数のアドレスが含まれるようにしてください。クラ
スタを拡張する予定の場合は、アドレスを増やします。現在のマスター ユニットに属する仮想
IP アドレス（メイン クラスタ IP アドレスとも呼ばれる）は、このプールの一部ではありませ
ん。必ず、同じネットワークの IP アドレスの 1 つをメイン クラスタ IP アドレス用に確保して
ください。
b) 管理インターフェイスのメイン クラスタの IP アドレスを設定します。
set virtual ipv4 ip_address mask mask set virtual ipv6 ip_address prefix-length prefix
この IP アドレスは、クラスタ プール アドレスと同じネットワーク上に存在している必要があ
りますが、プールに含まれていてはなりません。
c) ネットワーク ゲートウェイ アドレスを入力します。
set ipv4 gateway ip_address set ipv6 gateway ip_address

ステップ 8

シャーシ ID を設定します。
set chassis-idid

ステップ 9

クラスタ制御リンクの制御トラフィック用の認証キーを設定します。
set keysecret
共有秘密は、1 ～ 63 文字の ASCII 文字列です。共有秘密は、キーを生成するために使用されま
す。このオプションは、データパス トラフィック（接続状態アップデートや転送されるパケット
など）には影響しません。データパス トラフィックは、常にクリア テキストとして送信されま
す。
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ステップ 10

クラスタ ブートストラップ モードを終了します。
exit

ステップ 11

管理およびデータ インターフェイスをクラスタに割り当てます。
enter external-port-link9300_interface_id asa_interface_idasa
exit
例：
enter external-port-link Port-channel1 Port-channel1 asa
exit
enter external-port-link Port-channel2 Port-channel2 asa
exit
enter external-port-link Port-channel3 Port-channel3 asa
exit

ステップ 12

設定を確定します。
commit-buffer
Firepower 9300 は、デフォルトのセキュリティ モジュール ソフトウェアのバージョンをダウンロー
ドし、クラスタのブートストラップ設定と管理インターフェイス設定を各セキュリティ モジュー
ルにプッシュすることによってクラスタを展開します。

ステップ 13

セキュリティ モジュールに接続し、クラスタリング設定をカスタマイズします。

例
scope eth-uplink
scope fabric a
create port-channel 1
set port-type data
enable
create member-port Ethernet1/1
exit
create member-port Ethernet1/2
exit
exit
create port-channel 2
set port-type data
enable
create member-port Ethernet1/3
exit
create member-port Ethernet1/4
exit
exit
create port-channel 3
set port-type data
enable
create member-port Ethernet1/5
exit
create member-port Ethernet1/6
exit
exit
create port-channel 4
set port-type mgmt
enable
create member-port Ethernet2/1
exit
create member-port Ethernet2/2
exit
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exit
exit
exit
commit buffer
scope ssa
enter logical-device ASA1 asa "1,2,3" clustered
enter cluster-bootstrap
set chassis-id 1
set ipv4 gateway 10.1.1.254
set ipv4 pool 10.1.1.11 10.1.1.15
set ipv6 gateway 2001:DB8::AA
set ipv6 pool 2001:DB8::11 2001:DB8::19
set key f@rscape
set mode spanned-etherchannel
set service-type cluster1
set virtual ipv4 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
set virtual ipv6 2001:DB8::1 prefix-length 64
exit
enter external-port-link Port-channel1 Port-channel1
exit
enter external-port-link Port-channel1 Port-channel2
exit
enter external-port-link Port-channel1 Port-channel3
exit
enter external-port-link Port-channel1 Port-channel4
exit
commit-buffer

asa
asa
asa
asa

脅威に対する防御用のクラスタリング設定
クラスタは、Firepower 9300 スーパバイザから簡単に展開できます。すべての初期設定が各ユニッ
ト用に自動生成されます。

手順
ステップ 1

クラスタを展開する前に、1 つ以上のデータ タイプのインターフェイスまたは EtherChannel（ポー
トチャネルとも呼ばれる）を設定します。ポートチャネルの作成, （76 ページ）を参照してくだ
さい。
また、データ インターフェイスはクラスタを展開した後でも、そのクラスタに追加できます。

ステップ 2

管理タイプのインターフェイスまたは EtherChannel を追加します。ポートチャネルの作成, （76
ページ）またはインターフェイス プロパティの編集, （76 ページ）を参照してください。

ステップ 3

セキュリティ サービス モードに入ります。
Firepower# scopessa

ステップ 4

クラスタを作成します。
Firepower /ssa #create logical-devicedevice_nameftd "1,2,3" clustered
device_name はクラスタリングの設定を行ってインターフェイスを割り当てるために Firepower 9300
のスーパバイザが使用します。これは、セキュリティ モジュールの設定で使用するクラスタ名で
はありません。ハードウェアをまだインストールしていない場合でも、3 つのセキュリティ モ
ジュールすべてを指定する必要があります。

ステップ 5

クラスタ ブートストラップのパラメータを設定します。
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a) セッション オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device* # create cluster-bootstrap
b) シャーシ ID を設定します。
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set chassis-idid
c) ローカル IP アドレスのプールを設定します。このアドレスの 1 つが、このインターフェイス
用に各クラスタ ユニットに割り当てられます。
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 pool start_ip end_ip Firepower
/ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv6 pool start_ip end_ip
最低でも、クラスタ内のユニット数と同じ数のアドレスが含まれるようにしてください。クラ
スタを拡張する予定の場合は、アドレスを増やします。現在のマスター ユニットに属する仮想
IP アドレス（メイン クラスタ IP アドレスとも呼ばれる）は、このプールの一部ではありませ
ん。必ず、同じネットワークの IP アドレスの 1 つをメイン クラスタ IP アドレス用に確保して
ください。
d) 管理インターフェイスのメイン クラスタの IP アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv4 ip_address mask mask Firepower
/ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv6 ip_address prefix-length prefix
この IP アドレスは、クラスタ プール アドレスと同じネットワーク上に存在している必要があ
りますが、プールに含まれていてはなりません。
e) ネットワーク ゲートウェイ アドレスを入力します。
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 gateway ip_address Firepower
/ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv6 gateway ip_address
f) セキュリティ モジュール設定にクラスタ グループ名を設定します。
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set service-typecluster_name
名前は 1 ～ 38 文字の ASCII 文字列であることが必要です。
g) クラスタ ブートストラップ モードを終了します。
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # exit
ステップ 6

管理ブートストラップのパラメータを設定します。
a) セッション オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapftd
b) 管理側の Firepower Management Center の IP アドレスを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFIREPOWER_MANAGER_IP
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value IP_address
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
c) 論理デバイスが動作するモード（ルーテッドまたはトランスペアレント）を指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value firewall_mode
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
d) デバイスと Firepower Management Center 間で共有するキーを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretREGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
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Value: registration_key
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
e) 論理デバイスで使用するパスワードを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretPASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: password
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
f) クラスタ内の各セキュリティ モジュールに管理インターフェイスを設定します。
これは、すべてのイベント トラフィック（たとえば、Web イベント）を伝送する Firepower イ
ベント トラフィック チャネルのインターフェイスです。
IPv4 管理インターフェイス オブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。
1 管理インターフェイス オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv4slot_idfirepower
2 ゲートウェイ アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setgatewaygateway_address
3 IP アドレスとマスクを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setipip_addressmasknetwork_mask
4 管理 IP 設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
IPv6 管理インターフェイス オブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。
1 管理インターフェイス オブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv6slot_idfirepower
2 ゲートウェイ アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # setgatewaygateway_address
3 IP アドレスとプレフィックスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set ipip_addressprefix-lengthprefix
4 管理 IP 設定範囲を終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # exit
g) 管理ブートストラップ モードを終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #exit
ステップ 7

エンド ユーザ ライセンス契約書に同意します。
a) Firepower /ssa/logical-device/* # exit
b) Firepower /ssa #scope appapplication_typeapplication_version
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c) Firepower /ssa/app #accept-license-agreement
ステップ 8

設定を確定します。
commit-buffer
Firepower 9300 は、デフォルトのセキュリティ モジュール ソフトウェアのバージョンをダウンロー
ドし、クラスタのブートストラップ設定と管理インターフェイス設定を各セキュリティ モジュー
ルにプッシュすることによってクラスタを展開します。

ステップ 9

セキュリティ モジュールに接続し、クラスタリング設定をカスタマイズします。

例
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa #create logical-device FTD ftd "1,2,3" clustered
Firepower /ssa/logical-device* # create cluster-bootstrap
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set chassis-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 pool 10.0.0.3 10.0.0.5
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv4 10.0.0.6 mask
255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set service-type ftd-cluster
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap ftd
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 10.0.0.100
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value transparent
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value:
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value:
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.31 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 2 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.32 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 3 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.33 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # exit
Firepower /ssa # scope app ftd 6.0.0.837
Firepower /ssa/app # accept-license-agreement
Firepower /ssa/app* # commit-buffer
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クラスタリングの履歴
機能名

プラット 機能情報
フォーム
リリース

Cisco ASA のシャーシ内 1.1(1)
クラスタリング

Firepower 9300 シャーシ内のすべての ASA セキュリティ モジュールをクラスタ化
できます。
enter cluster-bootstrap、enter logical-device clustered、set chassis-id、set ipv4
gateway、set ipv4 pool、set ipv6 gateway、set ipv6 pool、set key、set mode
spanned-etherchannel、set port-type cluster、set service-type、set virtual ipv4、set
virtual ipv6 コマンドを導入しました。

Cisco Firepower Threat
1.1(2)
Defense のシャーシ内ク
ラスタリング

Firepower 9300 シャーシ内のすべての Threat Defense セキュリティ モジュールを
クラスタ化できます。

セキュリティ モジュールのコンソールへの接続
セキュリティ モジュールのコンソールに接続するには、次の手順を使用します。

（注）

コンソールへの接続に問題が発生した場合は、別の SSH クライアントを試すか、SSH クライ
アントを新しいバージョンにアップグレードすることを推奨します。

手順
ステップ 1

セキュリティ モジュールのコンソールに接続するには、次の手順を実行します。
a) FXOS CLI から、セキュリティ モジュールに接続します。
Firepower-chassis # connectmoduleslot_numberconsole
セキュリティ モジュールに初めてアクセスした場合は、FXOS モジュールの CLI にアクセスし
ます。
b) モジュールの OS に接続するには、お使いのデバイスに該当するコマンドを入力します。
Firepower-module1>connect asa
Firepower-module1>connect ftd
これ以降、FXOS CLI のスーパバイザ レベルからセキュリティ モジュールへ接続すると、モ
ジュール OS に直接アクセスします。

ステップ 2

（任意） モジュール OSを終了して FXOS モジュールの CLI に戻るには、Ctrl-A-D を入力します。
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トラブルシューティングのために FXOS モジュールの CLI にアクセスする場合があります。
ステップ 3

FXOS CLI のスーパバイザ レベルに戻ります。
a) セキュリティ モジュール コンソールを終了するには、~ を入力します。
Telnet アプリケーションに戻ります。
b) Telnet アプリケーションを終了するには、次のように入力します。
telnet>quit

例
次に、セキュリティ モジュール 1 の ASA に接続してから、FXOS CLI のスーパバイザ レベルに戻
る例を示します。
Firepower# connect module 1 console
Telnet escape character is '~'.
Trying 127.5.1.1...
Connected to 127.5.1.1.
Escape character is '~'.
CISCO Serial Over LAN:
Close Network Connection to Exit
Firepower-module1>connect asa
asa> ~
telnet> quit
Connection closed.
Firepower#

論理デバイスの削除
手順
ステップ 1

セキュリティ サービス モードに入ります。
Firepower# scopessa

ステップ 2

シャーシ上の論理デバイスの詳細情報を表示します。
Firepower /ssa # showlogical-device

ステップ 3

削除する各論理デバイスに、次のコマンドを入力します。
Firepower /ssa # deletelogical-devicedevice_name

ステップ 4

論理デバイスにインストールされているアプリケーションの詳細情報を表示します。
Firepower /ssa # showapp-instance

ステップ 5

削除する各アプリケーションに、次のコマンドを入力します。
a) Firepower /ssa # scopeslotslot_number
b) Firepower /ssa/slot # deleteapp-instanceapplication_name
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c) Firepower /ssa/slot # exit
ステップ 6

設定を確定します。
commit-buffer
トランザクションをシステムの設定に対して確定します。

例
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show logical-device
Logical Device:
Name
Description Slot ID
Mode
Operational State
Template Name
---------- ----------- ---------- ---------- ------------------------ ------------FTD
1,2,3
Clustered Ok
ftd
Firepower /ssa # delete logical-device FTD
Firepower /ssa* # show app-instance
Application Name
Slot ID
Admin State
Operational State
Running Version Startup
Version Cluster Oper State
-------------------- ----------- --------------- -------------------- ----------------------------- -----------------ftd
1 Disabled
Stopping
6.0.0.837
6.0.0.837
Not Applicable
ftd
2 Disabled
Offline
6.0.0.837
6.0.0.837
Not Applicable
ftd
3 Disabled
Not Available
6.0.0.837
Not Applicable
Firepower /ssa* # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # delete app-instance ftd
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # scope slot 2
Firepower /ssa/slot # delete app-instance ftd
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # scope slot 3
Firepower /ssa/slot # delete app-instance ftd
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # commit-buffer
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