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第 1 章

Firepower セキュリティアプライアンスの概
要

• Firepowerセキュリティアプライアンスについて, 1 ページ

Firepower セキュリティアプライアンスについて
CiscoFXOSシャーシは、ネットワークおよびコンテンツ向け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。FXOSシャーシは、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として、拡張性、一貫した管理、およ
びシンプルな管理を実現できるよう構築されており、小回りの効くオープンでセキュアなプラッ

トフォームを提供します。

FXOSシャーシ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：高性能で柔軟な入出力構成と、優れた
拡張性が提供されます。

• Firepower Chassis Manager：グラフィカルユーザインターフェイスでは、現在のシャーシの
状態に関する無駄のない視覚表示と、シャーシ機能の簡素化された設定が提供されます。

• FXOS CLI：機能の設定、シャーシステータスのモニタ、高度なトラブルシューティング機
能へのアクセスを可能にする、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：プログラムによるシャーシの設定および管理を可能にします。
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第 2 章

コマンドラインインターフェイス（CLI）の
概要

• 管理対象オブジェクト, 3 ページ

• コマンドモード, 4 ページ

• オブジェクトコマンド, 5 ページ

• コマンドの実行, 7 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, 8 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
における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の抽象

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、およ

びプロセッサは管理対象オブジェクトとして表される物理エンティティです。ライセンス、ユー

ザロール、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。
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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つ低
い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。また、モード階層の
最上位に移動するには topコマンドも使用できます。

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こ

とのみ可能です。

（注）

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

モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

#任意のモードから topコマンドEXEC

/adapter #EXECモードから scope adapter
コマンド

adapter

/cabling #EXECモードから scope cabling
コマンド

cabling

/chassis #EXECモードから scope chassis
コマンド

chassis

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

Ethernet server

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

Ethernet uplink
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モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

/fabric-interconnect #EXECモードから scope
fabric-interconnectコマンド

fabric-interconnect

/firmware #EXECモードから scope
firmwareコマンド

firmware

/host-eth-if #EXECモードから scope
host-eth-ifコマンド

Host Ethernet interface

/license #EXECモードから scope license
コマンド

license

/monitoring #EXECモードから scope
monitoringコマンド

monitoring

/org #EXECモードから scope orgコ
マンド

organization

/security #EXECモードから scope security
コマンド

security

/server #EXECモードから scope server
コマンド

server

/service-profile #EXECモードから scope
service-profileコマンド

service-profile

/ssa #EXECモードから scope ssaコ
マンド

ssa

/system #EXECモードから scope system
コマンド

system

/vhba #EXECモードから scope vhbaコ
マンド

virtual HBA

/vnic #EXECモードから scope vnicコ
マンド

virtual NIC

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。
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• createobject

• deleteobject

• enterobject

• scopeobject

scopeコマンドは、永続的オブジェクトであるか、ユーザインスタンス化オブジェクトであるか
に関わらず、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、
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

動作コマンド

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。

createobject

エラーメッセージが生成されます。deleteobject

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。

enterobject

エラーメッセージが生成されます。scopeobject

表 3：オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

動作コマンド

エラーメッセージが生成されます。createobject

オブジェクトが削除されます。deleteobject

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。

enterobject

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
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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。

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つずつ表示して目的のコマンドを再度呼び出し、Enter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は、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

保留状態となります。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、単一の commit-bufferコマンドによりまとめ
て適用できます。任意のコマンドモードで show configuration pendingコマンドを入力すると、保
留中のコマンドが表示されます。

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。

（注）

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 #
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CLI に関するオンラインヘルプ
いつでも ?文字を入力して、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すること
ができます。

プロンプトに何も入力しなかった場合、?と入力すると、現在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後に ?と入力すると、コマンド構文の現在位置で
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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使用する前に

• 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
次の手順では、FXOSシャーシの設定時に実行する必要がある基本的なタスクを示します。

手順

ステップ 1 FXOSシャーシハードウェアを設定します（『Cisco Firepower SecurityApplianceHardware Installation
Guide』を参照）。

ステップ 2 初期設定を完了します（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（日時の設定, （51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, （78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, （25ページ）を参照）。

ステップ 7 必要に応じてソフトウェアアップデートを実行します（イメージ管理, （39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行います（プラットフォーム設定, （49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, （81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, （87ページ）を参照）。

Cisco FXOS CLI コンフィギュレーションガイド 1.1(4)    
9

http://www.cisco.com/go/firepower9300-install
http://www.cisco.com/go/firepower9300-install


初期設定
システムの設定と管理に Firepower ChassisManagerまたは FXOSCLIを使用するには、まず、コン
ソールポートを介してアクセスした FXOS CLIを使用して初期設定タスクを実行する必要があり
ます。FXOS CLIを使用して FXOSシャーシ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。

FXOSシャーシの単一の管理ポートには、1つのみの IPv4アドレス、ゲートウェイ、サブネット
マスク、または 1つのみの IPv6アドレス、ゲートウェイ、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アドレスに対して IPv4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 FXOSシャーシ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。

• 1Gbpsイーサネット管理ポートが外部ハブ、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 Security Appliance Hardware Installation Guide』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 FXOSシャーシの電源を入れます。
FXOSシャーシが起動すると、電源投入時セルフ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設定に必要な次の情報の入

力を求められます。

   Cisco FXOS CLI コンフィギュレーションガイド 1.1(4)
10

使用する前に

初期設定

http://www.cisco.com/go/firepower9300-install


•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, （25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または IPv6アドレス

•デフォルトのドメイン名

ステップ 4 設定の要約を確認し、設定を保存および適用する場合は yesを入力し、セットアップウィザード
をやり直して設定を変更する場合は noを入力します。
セットアップ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カッコ内に表示され

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。

次の例では、IPv4管理アドレスを使用して設定します。
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

次の例では、IPv6管理アドレスを使用して設定します。
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

また、FXOS CLIへの接続には SSHと Telnetを使用することもできます。Firepower eXtensible
Operating Systemでは、同時に最大 8つの SSH接続がサポートされます。SSHで接続するには、
FXOSシャーシのホスト名または IPアドレスが必要になります。

次のいずれかの構文例を使用して SSH、Telnetまたは Puttyでログインします。

SSHログインでは大文字と小文字が区別されます。（注）

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。
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Telnetはデフォルトでディセーブルです。Telnetを有効化する手順については、Telnetの設定,
（56ページ）を参照してください。

（注）

• 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：

• Login as: ucs-auth-domain\username
Login as: ucs-example\jsmith

デフォルトの認証がローカルに設定され、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名）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。

（注）
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ライセンス管理

シスコスマートソフトウェアライセンスによって、ライセンスを購入し、ライセンスのプール

を一元管理することができます。各ユニットのライセンスキーを管理しなくても、簡単にデバ

イスを導入したり導入を終了したりできます。スマートソフトウェアライセンスを利用すれば、

ライセンスの使用状況と要件をひと目で確認することもできます。

• スマートソフトウェアライセンスについて, 15 ページ

• スマートソフトウェアライセンスの前提条件, 18 ページ

• スマートソフトウェアライセンスのデフォルト, 18 ページ

• スマートソフトウェアライセンスの設定, 18 ページ

• FXOSシャーシのスマートライセンスマネージャサテライト, 20 ページ

• Smart Software Licensingのモニタリング, 22 ページ

• スマートソフトウェアライセンスの履歴, 23 ページ

スマートソフトウェアライセンスについて
ここでは、スマートソフトウェアライセンスの仕組みについて説明します。

FXOS シャーシ上のアプリケーションのスマートソフトウェアライセ
ンス

FXOSシャーシ上のアプリケーションの場合、スマートソフトウェアライセンス設定は FXOS
シャーシスーパーバイザとアプリケーションの間で分割されます。

• FXOSシャーシ：LicenseAuthorityとの通信に使用するパラメータなど、スーパーバイザのす
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。FXOSシャー
シ自体の動作にライセンスは必要ありません。
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オフラインライセンスでは、ローカルネットワークにアクセスでき、オンデマンドまたは

設定したスケジュールで License Authorityと同期する、シスコのスマートソフトウェアマ
ネージャサテライトを導入できます。

•アプリケーション：アプリケーションのすべてのライセンスの権限付与を設定します。

Smart Software Manager とアカウント
デバイスの1つ以上のライセンスを購入する場合は、CiscoSmart SoftwareManagerで管理します。

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定してく

ださい。Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。
（注）

デフォルトでは、ライセンスはマスターアカウントの下のデフォルトの仮想アカウントに割り当

てられます。アカウントの管理者として、オプションで追加の仮想アカウントを作成できます。

たとえば、地域、部門、または子会社ごとにアカウントを作成できます。複数の仮想アカウント

を使用すると、大量のライセンスおよびデバイスをより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。アカウントに割り当てられたライ

センスを使用できるのは、その仮想アカウントのデバイスのみです。追加のライセンスが必要な

場合は、別の仮想アカウントから未使用のライセンスを転用できます。仮想アカウント間でデバ

イスを転送することもできます。

FXOSシャーシのみがデバイスとして登録される一方で、シャーシ内のアプリケーションはそれ
ぞれ固有のライセンスを要求します。たとえば、3つのセキュリティモジュールを搭載した
Firepower 9300シャーシでは、全シャーシが1つのデバイスとして登録されますが、各モジュール
は合計 3つのライセンスを別個に使用します。

デバイスの登録とトークン

各仮想アカウントに対し、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。各デバイスを展開するか、または既存のデバイスを登録する場合は、このトークン ID
と権限レベルを入力します。既存のトークンの有効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。
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デバイス登録は、セキュリティモジュール上ではなく、FXOSシャーシスーパーバイザで設
定されます。

（注）

展開後の起動時、または既存のデバイスでこれらのパラメータを手動で設定した後、デバイスは

Cisco License Authorityに登録されます。デバイスがトークンにより登録されると、デバイスとラ
イセンス機関との間の通信に使用する ID証明書がライセンス機関により発行されます。この証明
書の有効期間は 1年ですが、6か月ごとに更新されます。

License Authority との定期通信
デバイスは 30日ごとに License Authorityと通信します。Smart Software Managerに変更を行う場
合、デバイスの認証を更新して変更をすぐに反映させることができます。またはスケジュール設

定されたデバイスの通信を待つこともできます。

必要に応じて、HTTPプロキシを設定できます。少なくとも 90日ごとに、デバイスが直接または
HTTPプロキシ経由でインターネットにアクセスする必要があります。通常のライセンス通信が
30日ごとに行われますが、猶予期間によって、デバイスはCall Homeなしで最大 90日間動作しま
す。90日が経過する前に License Authorityに連絡してください。

オフラインライセンスはサポートされていません。（注）

コンプライアンス違反状態

デバイスは次の状況でコンプライアンス違反になる可能性があります。

•過剰使用：デバイスが利用不可のライセンスを使用した場合。

•ライセンスの有効期限切れ：時間ベースのライセンスの有効期限が切れた場合。

•通信の欠如：デバイスが Licensing Authorityにアクセスできず再認証されない場合。

アカウントのステータスがコンプライアンス違反状態なのか、違反状態に近づいているのかを確

認するには、FXOSシャーシで現在使用中の権限付与とスマートアカウントのものを比較する必
要があります。

90日間の再認証試行後、デバイスはアプリケーションに応じた方法で制限されます。

Smart Call Home インフラストラクチャ
デフォルトでは、Licensing Authorityの URLを指定する Smart Call Homeプロファイルがコンフィ
ギュレーションに存在します。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の
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設定可能なオプションは、ライセンス機関の宛先アドレスURLのみであることに注意してくださ
い。Cisco TACに指示されない限り、License Authorityの URLは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をディセーブルにすることはできません。

スマートソフトウェアライセンスの前提条件
• Cisco Smart Software Managerでマスターアカウントを作成します。

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定して

ください。Smart Software Managerでは、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。

•デバイスが Licensing Authorityと通信できるように、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認します。オフラインライセンスはサポートされて
いません。

•デバイスがライセンス認証局サーバの名前を解決できるように、DNSサーバを設定します。

•デバイスのクロックを設定します。

スマートソフトウェアライセンスのデフォルト
FXOSシャーシのデフォルト設定には、Licensing Authorityの URLを指定する、「SLProf」とい
う Smart Call Homeプロファイルが含まれます。

scope monitoring
scope callhome
scope profile SLProf
scope destination SLDest
set address https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

スマートソフトウェアライセンスの設定
Cisco License Authorityと通信するため、必要に応じて HTTPプロキシを設定できます。License
Authorityに登録するには、スマートソフトウェアライセンスアカウントから取得した FXOS
シャーシの登録トークン IDを入力する必要があります。

手順

ステップ 1 （任意）HTTPプロキシの設定, （19ページ）.

ステップ 2 Firepowerセキュリティアプライアンスの License Authorityへの登録, （19ページ）.
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（任意）HTTP プロキシの設定
ネットワークでインターネットアクセスにHTTPプロキシを使用する場合、スマートソフトウェ
アライセンスの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。

手順

ステップ 1 HTTPプロキシを有効化します。
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-urlurl

urlはプロキシサーバの httpまたは httpsアドレスです。

例：

set http-proxy-server-url https://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 バッファをコミットします。
commit-buffer

Firepower セキュリティアプライアンスの License Authority への登録
License Authorityに FXOSシャーシを登録すると、FXOSシャーシと License Authorityの間の通信
に使用する ID証明書が発行されます。また、FXOSシャーシが該当する仮想アカウントに割り当
てられます。通常、この手順は 1回で済みます。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、FXOSシャーシの再登録が必要になります。
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手順

ステップ 1 Smart SoftwareManagerで、この FXOSシャーシ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 FXOSシャーシの登録トークンを入力します。
scope license register idtoken id-token

例：

scope license
register idtoken ZGFmNWM5NjgtYmNjYS00ZWI3L

WE3NGItMWJkOGExZjIxNGQ0LTE0NjI2NDYx%0AMDIzNT
V8N3R0dXM1Z0NjWkdpR214eFZhMldBOS9CVnNEYnVKM1
g3R3dvemRD%0AY29NQT0%3D%0A

ステップ 3 後からデバイスの登録を解除するには、次を入力します。
deregister

FXOSシャーシ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、デバイスのすべての
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 FXOS
シャーシに利用することもできます。あるいは、Smart SoftwareManagerからデバイスを削除でき
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 SoftwareManager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。

FXOS シャーシのスマートライセンスマネージャサテラ
イト

Cisco Smart Software Managerサテライトは、Cisco Smart Licensingのコンポーネントであり、Cisco
Smart Software Manager（SSM）と連携します。サテライトを使用すると、顧客の製品ライセンス
をインテリジェントに管理できるため、顧客が購入して消費するシスコのライセンスについてほ

ぼリアルタイムに可視性と報告を受けることができます。

ポリシーまたはネットワーク到達可能性を理由として、software.cisco.comにあるCiscoSmartSoftware
Managerを使用してシスコの製品を直接管理することを希望しないお客様は、オンプレミスでの
シスコのスマートソフトウェアマネージャサテライト設置を選択できます。有効にすると、FXOS
シャーシは、スマートソフトウェアマネージャサテライトがオンプレミス内でホストされるCisco
Smart Software Managerの複製であるかのように、ライセンスの消費をレポートします。
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サテライトアプリケーションをダウンロードして導入したら、インターネットを使用して Cisco
SSMにデータを送信しなくても、以下の機能を実行できます。

•ライセンスの有効化または登録

•企業ライセンスの表示

•会社のエンティティ間でのライセンス移動

詳細については、スマートアカウントマネージャサテライトにあるスマートソフトウェアマ

ネージャサテライトのインストールガイドおよびコンフィギュレーションガイドを参照してく

ださい。

FXOS シャーシのスマートライセンスサテライトサーバの設定
スマートライセンスマネージャサテライトを使用するように FXOSシャーシを設定するには、
次の手順に従います。

はじめる前に

•スマートソフトウェアライセンスの前提条件, （18ページ）に記載のすべての前提条件を
満たす必要があります。

•スマートライセンスサテライトOVAファイルをCisco.comからダウンロードし、VMwareESXi
サーバにインストールおよび設定します。詳細については、『Smart SoftwareManager satellite
Install Guide』を参照してください。

手順

ステップ 1 callhomeの接続先としてサテライトサーバをセットアップします。
scopemonitoring

scopecall-home

scopeprofileSLProfile

scopedestinationSLDest

setaddress https://ip_address/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

ステップ 2 新しいトラストポイントを作成します。

a) セキュリティモードを入力します。
scopesecurity

b) トラストポイントを作成して名前を付けます。
createtrustpointtrustpoint_name

c) トラストポイントの証明書情報を指定します。証明書は、Base64エンコード X.509（CER）
フォーマットである必要があることに注意してください。
setcertchaincertchain
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コマンドで証明書情報を指定しない場合、ルート認証局（CA）への認証パスを定義するトラ
ストポイントのリストまたは証明書を入力するように求められます。入力内容の次の行に、

ENDOFBUFと入力して終了します。

d) 設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 3 FXOSシャーシを License Authorityに登録します（Firepowerセキュリティアプライアンスの
License Authorityへの登録, （19ページ）を参照）。スマートライセンスマネージャサテライト
の登録トークンを要求し、コピーする必要があることに注意してください。

Smart Software Licensing のモニタリング
ライセンス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
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スマートソフトウェアライセンスの履歴
説明プラット

フォームリ

リース

機能名

スマートソフトウェアライセンスによって、ライセン

スを購入し、ライセンスのプールを管理することができ

ます。スマートライセンスは特定のシリアル番号に関

連付けられません。各ユニットのライセンスキーを管

理しなくても、簡単にデバイスを導入したり導入を終了

したりできます。スマートソフトウェアライセンスを

利用すれば、ライセンスの使用状況と要件をひと目で確

認することもできます。スマートソフトウェアライセ

ンス設定は、FXOSシャーシスーパバイザとセキュリ
ティモジュールの間で分割されます。

次のコマンドが導入されました。deregister、register
idtoken、renew、scope callhome、scopedestination、scope
licdebug、scope license、scopemonitoring、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

1.1(1)FXOSシャーシのシスコスマートソフトウェ
アライセンス
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第 5 章

ユーザ管理

• ユーザアカウント, 25 ページ

• デフォルトユーザロール, 27 ページ

• ローカル認証されたユーザのパスワードプロファイル, 28 ページ

• デフォルト認証サービスの選択, 29 ページ

• リモートユーザのロールポリシーの設定, 30 ページ

• ローカル認証されたユーザへのパスワード強度チェックの有効化, 31 ページ

• 変更間隔のパスワード変更の最大数の設定, 32 ページ

• パスワードの変更禁止間隔の設定, 32 ページ

• パスワード履歴カウントの設定, 33 ページ

• ローカルユーザアカウントの作成, 34 ページ

• ローカルユーザアカウントの削除, 35 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, 36 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, 36 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あり、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
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ます。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で、有効期限がありません。管理者アカウントを非アクティ

ブに設定することはできません。

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、シャーシによって直接認証され、admin権限かAAA権
限を持つユーザが有効または無効にできます。ローカルユーザアカウントが無効になっている場

合、ユーザはログインできません。無効化されたローカルユーザアカウントの設定の詳細はデー

タベースから削除されません。無効ローカルユーザアカウントを再度有効にすると、アカウント

はユーザ名とパスワードを含め、既存のコンフィギュレーション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+で認証された
ユーザアカウントです。

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する場合、ロー

カルユーザアカウントで定義されたロールがリモートユーザアカウントに保持された値を上書

きします。

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。有効期限の

時間になると、ユーザアカウントはディセーブルになります。

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日付を設定した後は、アカウントの有効期限をなくすよう再設定で

きません。ただし、使用できる最新の有効期限日付でアカウントを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は一意である必要があります。
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•ログイン IDは、英文字で開始する必要があります。数字やアンダースコアなどの特殊文字
からは開始できません。

•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各ユーザアカウントにパスワードが必要です。admin権限またはAAA権限を
持つユーザは、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。パスワード強度チェックをイネーブルにすると、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。

各ユーザが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化した場合、Firepower eXtensible Operating Systemは次の要件を満たしてい
ないパスワードをすべて拒否します。

•次の少なくとも 3種類を含む。

◦少なくとも 1つの大文字の英字

◦少なくとも 1つの小文字の英字

◦少なくとも 1つの英数字以外の文字（特殊文字）

◦数字

• 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のような 3つの連続する数字を含まない。

•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 adminアカウントの場合は空白にしない。

デフォルトユーザロール
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。

Administrator

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。
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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プロファイル
パスワードプロファイルには、ローカル認証されたすべてのユーザ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

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

パスワード履歴のカウントにより、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シャーシ
は、ローカル認証されたユーザが以前に使用したパスワードを最大 15個まで保存します。パス
ワードは最近のものから時系列の逆順で格納され、履歴カウントがしきい値に達した場合に、最

も古いパスワードだけを再利用可能にします。

あるパスワードが再利用可能になる前に、ユーザはパスワード履歴カウントで設定された数のパ

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。この値は、履歴のカウントをディセーブ
ルにし、ユーザはいつでも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について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イネーブルにできます。

パスワード変更間隔

パスワード変更間隔は、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に行えるパスワード変更回数

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。

例説明間隔の設定

たとえば、ローカル認証されたユー

ザが 48時間の間パスワードを変更
できないようにする場合、次のよう

に設定します。

• [Change During Interval]をディ
セーブルに

• [No Change Interval]を 48に

このオプションでは、ローカル認

証されたユーザは、パスワードの

変更後、指定された時間内にはパ

スワードを変更できません。

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。

パスワード変更不許可
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例説明間隔の設定

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1回まで変更できるように
する場合、次のように設定します。

• [Change During Interval]をイ
ネーブルに

• [Change Count]を 1に

• [Change Interval]を 24に

このオプションは、ローカル認証

されたユーザのパスワードを事前

に定義された時間内に変更できる

最大回数を指定します。

変更間隔を 1～ 745時間で、パス
ワード変更の最大回数を 0～ 10で
指定できます。デフォルトでは、

ローカル認証されたユーザに対し

て、48時間間隔内で最大 2回のパ
スワード変更が許可されます。

変更間隔内のパスワー

ド変更許可

デフォルト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を開始します。
Firepower-chassis # scope security

ステップ 2 デフォルト認証セキュリティモードを開始します。
Firepower-chassis /security # scopedefault-auth

ステップ 3 デフォルト認証を指定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set realmauth-type

auth-typeは、次のキーワードのいずれかです。

• ldap：LDAP認証を指定します

• local：ローカル認証を指定します

• none：ローカルユーザはパスワードを指定せずにログインできます

• 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を指定します（存在する場合）。
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。
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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） 最後の更新要求から Firepower eXtensible Operating SystemがWebセッションが終了した
と見なすまで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。デフォルト値は 7200秒です。

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。

（注）

ステップ 7 （任意） 認証方式をレルムの二要素認証に設定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set use-2-factor yes

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

（注）

ステップ 8 トランザクションをシステム設定にコミットします。
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、二要素認証をイネーブルにし、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間隔を 28800秒（8時間）に設定し、二要素認証をイネーブルにします。
そして、トランザクションをコミットします。

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 #

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にログインす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に

アクセスを制限すること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

ユーザがログインを試みたときに、リモート認証プロバイダーが認証情報を含むユーザロー

ルを提供しないと、ユーザは読み取り専用ユーザロールでログインすることができます。

これはデフォルトの動作です。
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no-login

ユーザがログインを試みたときに、リモート認証プロバイダーが認証情報を含むユーザロー

ルを提供しないと、アクセスは拒否されます。

手順

ステップ 1 セキュリティモードを開始します。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2 Firepower Chassis Managerおよび FXOS CLIへのユーザアクセスをユーザロールに基づいて制限
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security # commit-buffer

次の例では、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コミットします。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # set remote-user default-role no-login
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #

ローカル認証されたユーザへのパスワード強度チェック

の有効化
パスワード強度チェックが有効化になっている場合、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, （27ページ）を参照）。

手順

ステップ 1 セキュリティモードを開始します。
Firepower-chassis # scopesecurity

ステップ 2 パスワード強度チェックを有効化するかディセーブル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イネーブル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 #
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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を開始します。
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を開始します。
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した時間内にパスワードを変更できる回数を制限します。
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、[Change Interval]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から自由に設定できます。

ステップ 5 [ChangeCount]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

この値は、1～ 745時間から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、[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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

次の例は、change during intervalオプションをイネーブルにし、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コミットします。

Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope password-profile
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval enable
Firepower-chassis /security/password-profile* # set change-count 5
Firepower-chassis /security/password-profile* # set change-interval 72
Firepower-chassis /security/password-profile* # commit-buffer
Firepower-chassis /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を開始します。
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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を開始します。
Firepower-chassis /security # scope password-profile

ステップ 3 間隔中の変更機能をディセーブルにします。
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、新しく作成し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時間から自由に設定できます。

この間隔は、[ChangeDuring Interval]プロパティが [Disable]に設定されていない場合、無視されま
す。

ステップ 5 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

次に、間隔中の変更オプションをディセーブルにし、変更禁止間隔を72時間に設定し、トランザ
クションをコミットする例を示します。

Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope password-profile
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval disable
Firepower-chassis /security/password-profile* # set no-change-interval 72
Firepower-chassis /security/password-profile* # commit-buffer
Firepower-chassis /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を開始します。
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を開始します。
Firepower-chassis /security # scope password-profile

ステップ 3 ローカル認証されたユーザが、以前に使用したパスワードを再利用できるようになるまでに、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から自由に設定できます。

デフォルトでは、[History Count]フィールドは 0に設定されます。これは、履歴カウントをディ
セーブルにし、ユーザはいつでも前に使用されたパスワードを再使用できます。

ステップ 4 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer
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次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope password-profile
Firepower-chassis /security/password-profile # set history-count 5
Firepower-chassis /security/password-profile* # commit-buffer
Firepower-chassis /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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 ユーザアカウントを作成します。
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化するかディセーブル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

パスワードを入力します。password

パスワードを確認します。password

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

ユーザアカウントに有効期限日付を設定した後は、アカウントの有効期限をなくすよ

う再設定できません。ただし、使用できる最新の有効期限日付でアカウントを設定する

ことは可能です。

（注）

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用の SSHキーを指定します。
Firepower-chassis /security/local-user # set sshkey ssh-key
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ステップ 11 トランザクションをコミットします。
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
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イネーブルに
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コミットしま
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を開始します。
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
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ステップ 3 トランザクションをシステム設定にコミットします。
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コミットする例を示します。
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、admin権限または
AAA権限を持つユーザのみです。

手順

ステップ 1 セキュリティモードを開始します。
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に対してローカルユーザセキュリティモードを開

始します。
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}

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。

（注）

次に、accountingというローカルユーザアカウントをイネーブル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を開始します。
Firepower-chassis # scopesecurity
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ステップ 2 指定したユーザアカウントに対してローカルユーザセキュリティモードを開始します。
Firepower-chassis /security # scope local-user user-name

ステップ 3 指定し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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/local-user # commit-buffer

次の例は、パスワード履歴カウントを設定し、トランザクションをコミットします。

Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope local-user admin
Firepower-chassis /security/local-user # clear password-history
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #
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第 6 章

イメージ管理

• イメージ管理について, 39 ページ

• Cisco.comからのイメージのダウンロード, 40 ページ

• Firepower eXtensibleOperating SystemソフトウェアイメージのFXOSシャーシへのダウンロー
ド, 40 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, 41 ペー
ジ

• 論理デバイスソフトウェアイメージの FXOSシャーシへのダウンロード, 42 ページ

• 論理デバイスのイメージバージョンの更新, 44 ページ

• ファームウェアアップグレード, 45 ページ

イメージ管理について
FXOSシャーシが使用するイメージには、次の 2つの基本タイプがあります。

すべてのイメージに対して、セキュアブートによるデジタル署名と検証が行われます。イメー

ジを少しでも変更すると検証エラーが発生するため、変更しないでください。

（注）

•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、Firepower Supervisor
および Firepowerセキュリティモジュール/エンジンで動作する、複数の独立したイメージの
集まりです。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、FXOSシャーシのセキュリティモジュー
ル/エンジンに導入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
SecurePackageファイル（CSP）として提供されます。これは、論理デバイス作成時にセキュ
リティモジュール/エンジンに展開されるまで（または以降の論理デバイス作成に備えて）
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スーパーバイザに保存されます。Firepower Supervisorには、同じアプリケーションイメージ
タイプについて複数のバージョンを保存することができます。

プラットフォームバンドルイメージと 1つ以上のアプリケーションイメージの両方をアップ
グレードする場合、まずプラットフォームバンドルをアップグレードする必要があります。

（注）

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または http://www.cisco.com/
go/firepower4100-softwareにアクセスします。
FXOSシャーシのソフトウェアダウンロードページがブラウザに表示されます。

ステップ 2 該当するソフトウェアイメージを見つけて、ローカルコンピュータにダウンロードします。

Firepower eXtensible Operating Systemソフトウェアイメー
ジの FXOS シャーシへのダウンロード

FTP、SCP、SFTP、または TFTPを使用して、FXOSソフトウェアイメージを FXOSシャーシに
コピーできます。

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であるサーバの IPアドレスおよび認証クレデンシャル

• FXOS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を開始します。
Firepower-chassis # scopefirmware
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ステップ 2 FXOS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されるファイルの URLを指定します。

• ftp:// username@hostname / path

• scp:// username@hostname / path

• sftp:// username@hostname / path

• tftp:// hostname : port-num / path

ステップ 3 ダウンロードプロセスをモニタする場合：
Firepower-chassis /firmware # show package image_name detail

次の例では、SCPプロトコルを使用してイメージをコピーします。
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のソフトウェアイメージをCisco.comからダウンロードして（Cisco.com
からのイメージのダウンロード, （40ページ）を参照）、そのイメージを FXOSシャーシにダウ
ンロードします（論理デバイスソフトウェアイメージの FXOSシャーシへのダウンロード, （
42ページ）を参照）。

手順

ステップ 1 FXOS CLIに接続します（FXOS CLIへのアクセス, （12ページ）を参照）。

ステップ 2 ファームウェアモードを開始します。
Firepower-chassis# scopefirmware

ステップ 3 auto-installモードにします。
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Firepower-chassis /firmware # scopeauto-install

ステップ 4 FXOSプラットフォームバンドルをインストールします。
Firepower-chassis /firmware/auto-install # installplatformplatform-versversion_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（た
とえば、1.1(2.51)）。

ステップ 5 システムは、まずインストールするソフトウェアパッケージを確認します。そして現在インス

トールされているアプリケーションと指定したFXOSプラットフォームソフトウェアパッケージ
の間の非互換性を通知します。また既存のセッションを終了することやアップグレードの一部と

してシステムをリブートする必要があることが警告されます。

yesを入力して、検証に進むことを確認します。

ステップ 6 インストールの続行を確定するには yesを、インストールをキャンセルするには noを入力しま
す。

Firepower eXtensible Operating Systemは、バンドルを展開してコンポーネントをアップグレードお
よびリロードします。

ステップ 7 アップグレ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を入力します。
b) scopeauto-installを入力します。
c) showfsmstatusexpandを入力します。

論理デバイスソフトウェアイメージの FXOS シャーシへ
のダウンロード

FTP、SCP、SFTP、またはTFTPを使用して、論理デバイスソフトウェアイメージをFXOSシャー
シにコピーできます。

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であるサーバの 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を開始します。
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を開始します。
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Firepower-chassis /ssa # scopeapp-software

ステップ 3 論理デバイス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されるファイルの URLを指定します。

• ftp://username@hostname/path

• scp://username@hostname/path

• sftp://username@hostname/path

• tftp://hostname:port-num/path

ステップ 4 ダウンロードプロセスをモニタする場合：
Firepower-chassis /ssa/app-software # show download-task

ステップ 5 ダウンロードしたアプリケーションを表示する場合：
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を表示する場合：
Firepower-chassis /ssa # scope app application_type image_version
Firepower-chassis /ssa/app # show expand

次の例では、SCPプロトコルを使用してイメージをコピーします。
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 Version Description Author Deploy Type CSP Type Is Default App
---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------
asa 9.4.1.41 N/A Native Application No
asa 9.4.1.65 N/A Native Application 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 the Application:
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App Attribute Key Description
----------------- -----------
cluster-role This is the role of the blade in the cluster
mgmt-ip This is the IP for the management interface
mgmt-url 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

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て（Cisco.com
からのイメージのダウンロード, （40ページ）を参照）、そのイメージを FXOSシャーシにダウ
ンロードします（論理デバイスソフトウェアイメージの FXOSシャーシへのダウンロード, （
42ページ）を参照）。

プラットフォームバンドルイメージと 1つ以上のアプリケーションイメージの両方をアップグ
レードする場合、まずプラットフォームバンドルをアップグレードする必要があります。

FirepowerThreatDefense論理デバイスは直接アップグレードできません。FirepowerThreatDefense
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、更新したイメージ

を使用して新しいデバイスを作成します。

（注）

手順

ステップ 1 セキュリティサービスモードを開始します。
Firepower-chassis # scopessa

ステップ 2 スコープを更新するセキュリティモジュールに設定します。
Firepower-chassis /ssa # scopeslotslot_number
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ステップ 3 スコープを更新するアプリケーションに設定します。
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する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 設定をコミットします。
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。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。

次の例では、セキュリティモジュール1で動作するASAのソフトウェアイメージを更新します。
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 #

ファームウェアアップグレード
次の手順を使用して、FXOSシャーシのファームウェアをアップグレードします。

手順

ステップ 1 Webブラウザを使用して、http://www.cisco.com/go/firepower9300-softwareまたは http://www.cisco.com/
go/firepower4100-softwareにアクセスします。
FXOSシャーシのソフトウェアダウンロードページがブラウザに表示されます。

ステップ 2 Cisco.comで適切なファームウェアパッケージを見つけ、FXOSシャーシからアクセス可能なサー
バにダウンロードします。

ステップ 3 FXOSシャーシで、ファームウェアモードを入力します。
fxos-chassis # scopefirmware
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ステップ 4 FXOSファームウェアイメージを FXOSシャーシへダウンロードします。
fxos-chassis /firmware # download image URL

次のいずれかの構文を使用してインポートされるファイルの URLを指定します。

• ftp:// username@hostname / path

• scp:// username@hostname / path

• sftp:// username@hostname / path

• tftp:// hostname : port-num / path

ステップ 5 ダウンロードプロセスをモニタする場合：
fxos-chassis /firmware # show download task image_name detail

ステップ 6 ダウンロードが完了したら、次のコマンドを入力してファームウェアパッケージの内容を表示で

きます。
fxos-chassis /firmware # show package image_name expand

ステップ 7 次のコマンドを入力してファームウェアパッケージのバージョン番号を表示できます。
fxos-chassis /firmware # show package

このバージョン番号は、以下のステップでファームウェアパッケージをインストールするときに

使用されます。

ステップ 8 ファームウェアパッケージをインストールする場合：

a) firmware-installモードを入力します。
fxos-chassis /firmware # scope firmware-install

b) ファームウェアパッケージをインストールします。
fxos-chassis /firmware/firmware-install # install firmware pack-version version_number

システムでファームウェアパッケージが確認され、確認プロセスが完了するまでに数分かかる

ことがあると通知されます。

c) 「yes」と入力し、確認を続行します。
ファームウェアパッケージの確認後、インストールプロセスが完了するまで数分かかる可能

性があることと、システムが更新プロセス中にリブートされることが通知されます。

d) 「yes」と入力し、インストールを続行します。アップグレードプロセス中に FXOSシャーシ
の電源を再投入しないでください。

ステップ 9 アップグレードプロセスをモニタするには、次の手順を実行します。
fxos-chassis /firmware/firmware-install # show detail

ステップ 10 インストールが完了したら、現在のファームウェアバージョンを表示するために、次のコマンド

を入力することもできます。
fxos-chassis /firmware/firmware-install # top

fxos-chassis # scope firmware

fxos-chassis /firmware # show sup version
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次の例では、ファームウェアをバージョン 1.0.10にアップグレードします。
fxos-chassis# scope firmware
fxos-chassis /firmware # download image tftp://10.10.10.1/fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA

fxos-chassis /firmware # show download-task fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA detail

Download task:
File Name: fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA
Protocol: Tftp
Server: 10.10.10.1
Port: 0
Userid:
Path:
Downloaded Image Size (KB): 2104
Time stamp: 2015-12-04T23:51:57.846
State: Downloading
Transfer Rate (KB/s): 263.000000
Current Task: unpacking image fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA on primary(

FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

fxos-chassis /firmware # show package fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA expand

Package fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA:
Images:

fxos-k9-fpr9k-fpga.1.0.5.bin
fxos-k9-fpr9k-rommon.1.0.10.bin

fxos-chassis /firmware # show package

Name Version
--------------------------------------------- -------
fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA 1.0.10

fxos-chassis /firmware # scope firmware-install
fxos-chassis /firmware/firmware-install # install firmware pack-version 1.0.10

Verifying FXOS firmware package 1.0.10. Verification could take several minutes.
Do you want to proceed? (yes/no):yes

FXOS SUP ROMMON: Upgrade from 1.0.10 to 1.0.10
FXOS SUP FPGA : Upgrade from 1.04 to 1.05

This operation upgrades SUP firmware on Security Platform.
Here is the checklist of things that are recommended before starting the install operation
(1) Review current critical/major faults
(2) Initiate a configuration backup

Attention:
The system will be reboot to upgrade the SUP firmware.
The upgrade operation will take several minutes to complete.
PLEASE DO NOT POWER RECYCLE DURING THE UPGRADE.

Do you want to proceed? (yes/no):yes

Upgrading FXOS SUP firmware software package version 1.0.10

command executed
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第 7 章

プラットフォーム設定

• 管理 IPアドレスの変更, 49 ページ

• 日時の設定, 51 ページ

• SSHの設定, 55 ページ

• Telnetの設定, 56 ページ

• SNMPの設定, 57 ページ

• HTTPSポートの変更, 64 ページ

• AAAの設定, 65 ページ

• Syslogの設定, 76 ページ

• DNSサーバの設定, 78 ページ

管理 IP アドレスの変更
はじめる前に

FXOS CLIから FXOSシャーシの管理 IPアドレスを変更できます。

管理 IPアドレスを変更した後、新しいアドレスを使用して Firepower Chassis Managerまたは
FXOS CLIへの接続を再確立する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 FXOS CLIに接続します（FXOS CLIへのアクセス, （12ページ）を参照）。

ステップ 2 IPv4管理 IPアドレスを設定するには、次の手順を実行します。
a) fabric-interconnect aのスコープを設定します。
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Firepower-chassis# scopefabric-interconnecta

b) 現在の管理 IPアドレスを表示するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect # show

c) 次のコマンドを入力して、新しい管理 IPアドレスとゲートウェイを設定します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect #
setout-of-bandipip_addressnetmasknetwork_maskgwgateway_ip_address

d) トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /fabric-interconnect* # commit-buffer

ステップ 3 IPv6管理 IPアドレスを設定するには、次の手順を実行します。
a) fabric-interconnect aのスコープを設定します。

Firepower-chassis# scopefabric-interconnecta

b) 管理 IPv6設定のスコープを設定します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect # scopeipv6-config

c) 現在の管理 IPv6アドレスを表示するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # show ipv6-if

d) 次のコマンドを入力して、新しい管理 IPアドレスとゲートウェイを設定します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config #
setout-of-bandipv6ipv6_addressipv6-prefixprefix_lengthipv6-gwgateway_address

e) トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config* # commit-buffer

次の例では、IPv4管理インターフェイスとゲートウェイを設定します。

Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a
Firepower-chassis /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:
ID OOB IP Addr OOB Gateway OOB Netmask OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway

Prefix Operability
---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ----------------

------ -----------
A 192.0.2.112 192.0.2.1 255.255.255.0 :: ::

64 Operable
Firepower-chassis /fabric-interconnect # set out-of-band ip 192.0.2.111 netmask 255.255.255.0
gw 192.0.2.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
Firepower-chassis /fabric-interconnect* #commit-buffer
Firepower-chassis /fabric-interconnect #

次の例では、IPv6管理インターフェイスとゲートウェイを設定します。

Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a
Firepower-chassis /fabric-interconnect # scope ipv6-config
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # show ipv6-if

Management IPv6 Interface:
IPv6 Address Prefix IPv6 Gateway
----------------------------------- ---------- ------------
2001::8998 64 2001::1
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Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band ipv6 2001::8999
ipv6-prefix 64 ipv6-gw 2001::1
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config* # commit-buffer
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config #

日時の設定
手動で日時を設定するか、NTPサーバを設定するには、（以下に説明する CLIコマンド）を使用
します。

NTPの設定は、Firepowerシャーシとシャーシに設置されたアプリケーション間では同期され
ません。適切な機能を確保するために、Firepowerシャーシとシャーシで稼動するアプリケー
ションに同じ NTP設定を構成する必要があります。

（注）

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を開始します。
Firepower-chassis /system # scopeservices

ステップ 3 タイムゾーンを設定します。
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場合：
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コミットし、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.
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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
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.
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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を開始します。
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /system/services # commit-buffer

次の例では、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コミッ
トします。

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 #

次の例では、IPv6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コミットし
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 #
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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を開始します。
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /system/services # commit-buffer

次に、IPアドレス 192.168.200.101の NTPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例
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、IPv6アドレス 4001::6の NTPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示し
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 #

手動での日付と時刻の設定

ここでは、Firepowerシャーシで日付と時刻を手動で設定する方法について説明します。システム
クロックの変更はただちに反映されます。

システムクロックが NTPサーバと同期中である場合は、日付と時刻を手動で設定することは
できません。

（注）

手順

ステップ 1 システムモードに入ります。
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Firepower-chassis# scopesystem

ステップ 2 システムサービスモードを開始します。
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には、月の英名の最初の 3文字を使用します。時間は 24時間形式で入力する必要がありま
す。午後 7時は 19になります。

システムクロックの変更はただちに反映されます。バッファをコミット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
次の手順では、FirepowerシャーシへのSSHアクセスを有効化またはディセーブルにする方法につ
いて説明します。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を開始します。
Firepower-chassis /system #scope services

ステップ 3 Firepower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。

• Firepower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シャーシへの SSHアクセスを禁止するには、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設定にコミットします。
Firepower /system/services # commit-buffer
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次の例では、FirepowerシャーシへのSSHアクセスを有効化し、トランザクションをコミットしま
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
次の手順では、Firepowerシャーシへの Telnetアクセスを有効化またはディセーブルにする方法に
ついて説明します。Telnetはデフォルトでディセーブルです。

現在は、CLIを使用した Telnet設定のみ可能です。（注）

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を開始します。
Firepower-chassis /system #scope services

ステップ 3 Firepower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シャーシへの Telnetアクセスを禁止するには、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設定にコミットします。
Firepower /system/services # commit-buffer

次に、Telnetを有効にし、トランザクションをコミットする例を示します。
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /services # enable telnet-server
Firepower-chassis /services* # commit-buffer
Firepower-chassis /services #
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SNMP の設定
ここでは、Firepowerシャーシに簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を設定する方法につ
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 の概要
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シャーシ内のソフトウェアコンポーネントで、Firepower
シャーシのデータを維持し、必要に応じてそのデータを SNMPマネージャに送信します。
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
トを有効化にして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を有効化して設定します。

•管理情報ベース（MIB）：SNMPエージェント上の管理対象オブジェクトのコレクション。

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）

• RFC 3417（http://tools.ietf.org/html/rfc3417）

• RFC 3418（http://tools.ietf.org/html/rfc3418）

• RFC 3584（http://tools.ietf.org/html/rfc3584）
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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
ティモデルは、選択したセキュリティレベルと結合され、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を決定します。

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、メッセージが開示されないよう保護または認証の必要があ

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、セキュリティモデルが設定さ

れているか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

結果暗号化認証レベルモデル

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

NoCommunity stringnoAuthNoPrivv1

コミュニティスト

リングの照合を使

用して認証しま

す。

NoCommunity stringnoAuthNoPrivv2c

ユーザ名の照合を

使用して認証しま

す。

NoUsernamenoAuthNoPrivv3

HMACSecureHash
Algorithm（SHA）
に基づいて認証し

ます。

NoHMAC-SHAauthNoPrivv3

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。

DESHMAC-SHAauthPrivv3

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、プロセスに対して情報を
利用不可にしたり開示しないようにします。

SNMP サポート
Firepowerシャーシは SNMPの次のサポートを提供します。

MIB のサポート

Firepower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シャーシは、SNMPv3メッセージ暗号化用の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に準拠しています。

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の設定を有効化して、SNMPv3ユーザのプライバ
シーパスワードを含めると、Firepower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プライバシーパスワードは最小で 8文字です。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 のイネーブル化および 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を開始します。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2 SNMPをイネーブルにします。
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp

ステップ 3 SNMPコミュニティモードを開始します。
Firepower-chassis /monitoring # set snmp community

   Cisco FXOS CLI コンフィギュレーションガイド 1.1(4)
60

プラットフォーム設定

SNMP サポート



set snmp communityコマンドを入力すると、SNMPコミュニティの入力を求められます。

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
名は、最大 32文字の英数字で指定できます。
Firepower-chassis /monitoring # Enter a snmp community:community-name

ステップ 5 SNMP担当者のシステムの連絡先を指定します。システムの連絡先名（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）が実行されるホストの場所を指定します。システムロケーション
名は、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設定にコミットします。
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer

次に、SNMPをイネーブルにし、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連絡先を設定し、systemlocationという名前の連絡先ロケーショ
ンを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

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を開始します。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2 SNMPをイネーブルにします。
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のバージョンと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}

ここに表示される値は次のとおりです。

•バージョンで v2cまたは v3を選択した場合は traps。

•バージョンで v2cを選択した場合は informs。

バージョンで v2cを選択した場合にのみインフォーム通知を送信できま
す。

（注）

ステップ 8 （任意） バージョンで 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}

ここに表示される値は次のとおりです。

• [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設定にコミットします。
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 /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 #

SNMP トラップの削除

手順

ステップ 1 モニタリングモードを開始します。
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設定にコミットします。
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コミットする
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を開始します。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2 SNMPをイネーブルにします。
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp

ステップ 3 指定した 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、パスワードの入力を促すプロンプトが表示されます。

ステップ 4 AES-128暗号化の使用を有効化またはディセーブルにします。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # set aes-128 {no | yes}

デフォルトでは、AES-128暗号化はディセーブルになっています。

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の入力と確認を促すプロンプ
トが表示されます。

ステップ 6 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # commit-buffer

次の例では、SNMPを有効化し、snmp-user14という名前の SNMPv3ユーザを作成し、AES-128暗
号化を有効化し、パスワードおよびプライバシー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 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を開始します。
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer

次に、snmp user14という名前のSNMPv3ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を
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
HTTPSサービスは、デフォルトでポート443で有効化になります。HTTPSをディセーブルにする
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を開始します。
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。HTTPSは、デフォルトでポート 443で有効化に
なります。

ステップ 4 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower /system/services # commit-buffer

HTTPSポートを変更すると、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
のように新しいポートを使用して再度FirepowerChassisManagerにログインする必要があります。

https://<chassis_mgmt_ip_address>:<chassis_mgmt_port>

<chassis_mgmt_ip_address>は、初期設定時に入力した Firepowerシャーシの IPアドレスまたはホ
スト名で、<chassis_mgmt_port>は設定が完了した HTTPSポートです。

次の例では、HTTPSポート番号を 443に設定し、トランザクションをコミットします。
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、認可、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の制御、ポリシーの適用、使用状況の評価すること
でサービスの課金に必要な情報を提供する、一連のサービスです。これらの処理は、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です。

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、データベースに保存されている他のユーザクレ
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デンシャルとユーザの認証資格情報を比較します。クレデンシャルが一致する場合、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、認証は失敗し、ネッ

トワークアクセスは拒否されます。

FXOSシャーシでは、次のセッションを含むシャーシへの管理接続を認証するように設定するこ
とができます。

• HTTPS

• SSH

•シリアルコンソール

認証

認可はポリシーを使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認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。そこには、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、認可、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、認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。認

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、認証および認可とともに使用することもできます。

AAA サーバ

AAAサーバは、アクセスコントロール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。認可は、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行します。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維
持します。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、認可、アカウ
ンティングを提供することもできます。
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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が、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いずれかのプロパティの設定が含まれている場合、FirepowereXtensible
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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ LDAPモードを開始します
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つ時間間隔を
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/ldap # commit-buffer

次の例では、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=$useridに、タイ
ムアウト間隔を 5秒に設定し、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap # set attribute CiscoAvPair
Firepower-chassis /security/ldap* # set basedn "DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap* # set filter sAMAccountName=$userid
Firepower-chassis /security/ldap* # set timeout 5
Firepower-chassis /security/ldap* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap #
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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。（注）

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プロバイダーがサポートされます。

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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ LDAPモードを開始します
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サーバモードを開始します。
Firepower-chassis /security/ldap # create serverserver-name

SSLが有効化の場合、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管する 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プロバイダーに対して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、システムがそのユーザ名に基づいてユーザのDNの取得
を試みるときに、サーバが検索を開始する 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の長さは、最大 255文字から CN=usernameの長さを引いた長さに設定することができ
ます。usernameにより、LDAP認証を使用して Firepower Chassis Managerまたは FXOS CLIにアク
セスしようとするリモートユーザが識別されます。

デフォルトのベース DNが LDAPプロバイダーに対して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（ASCII）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プロバイダーに対して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）は除きます。

パスワードを設定するには、setpasswordコマンドを入力してからEnterキーを押し、プロンプト
でキー値を入力します。

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化またはディセーブルにします。
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：暗号化はディセーブルです。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プロバイダーに対して指定したグロー
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プロバイダーはMicrosoft Active Directoryです。

• openldap：LDAPプロバイダーはMicrosoft Active Directoryではありません。
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ステップ 14 トランザクションをシステム設定にコミットします。
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、binddn、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コミットします。
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、
binddn、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コミット
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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ LDAPモードを開始します
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設定にコミットします。
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Firepower-chassis /security/ldap # commit-buffer

次に、ldap1という名前の LDAPサーバを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
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が、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いずれかのプロパティの設定が含まれている場合、FirepowereXtensible
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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ RADIUSモードを開始します
Firepower-chassis /security # scope radius

ステップ 3 （任意） サーバをダウン状態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つ
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/radius # commit-buffer

次の例は、RADIUSリトライを 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
ンをコミットします。

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 #
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次の作業

RADIUSプロバイダーを作成します。

RADIUS プロバイダーの作成
Firepower eXtensibleOperating Systemでは、最大 16のRADIUSプロバイダーがサポートされます。

手順

ステップ 1 セキュリティモードを開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ RADIUSモードを開始します
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サーバモードを開始します。
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コマンドを入力してから Enterキーを押し、プロンプトでキー値
を入力します。

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） サーバをダウン状態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つ時間間隔
を指定します。
Firepower-chassis /security/radius/server # set timeout seconds

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。

ヒント

ステップ 9 トランザクションをシステム設定にコミットします。
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
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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
Firepower-chassis /security/radius/server* # set order 2
Firepower-chassis /security/radius/server* # set retries 4
Firepower-chassis /security/radius/server* # set timeout 30
Firepower-chassis /security/radius/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/radius/server #

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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ RADIUSモードを開始します
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/radius # commit-buffer

次の例は、radius1という RADIUSサーバを削除し、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 # 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が、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いずれかのプロパティの設定が含まれている場合、FirepowereXtensible
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を開始します。
Firepower-chassis# scope security
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ステップ 2 セキュリティ TACACS+モードを開始します。
Firepower-chassis /security # scope tacacs

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
つ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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/tacacs # commit-buffer

次の例は、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コミットします。
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+プロバイダーがサポートされま
す。

手順

ステップ 1 セキュリティモードを開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ TACACS+モードを開始します。
Firepower-chassis /security # scope tacacs

ステップ 3 TACACS+サーバインスタンスを作成し、TACACS+サーバモードを開始します。
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コマンドを入力してから Enterキーを押し、プロンプトでキー値
を入力します。

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つ時間間
隔を指定します。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set timeoutseconds
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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。

ヒント

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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/tacacs/server # commit-buffer

次の例は、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コミットします。
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を開始します。
Firepower-chassis# scope security

ステップ 2 セキュリティ TACACS+モードを開始します。
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設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/tacacs # commit-buffer

次の例では、tacacs1という TACACS+サーバを削除し、トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # delete server tacacs1
Firepower-chassis /security/tacacs* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs #
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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

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を開始します。
Firepower-chassis# scope monitoring

ステップ 2 コンソールへの syslogの送信を有効化またはディセーブルにします。
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がイネーブルの場合、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化またはディセーブルにしま
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。モニタの状態がイネーブルの場合、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}

Criticalより下のレベルのメッセージは、terminal monitorコマンドを入力した場合にの
み端末モニタに表示されます。

（注）

ステップ 6 syslogファイルへの syslog情報の書き込みを有効化またはディセーブルにします。
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。ファイルの状態がイネーブ

ルの場合、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） 最新のメッセージで最も古いメッセージが上書きされる前の最大ファイルサイズ（バ

イト単位）を指定します。有効な範囲は 4096～ 4194304バイトです。
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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化またはディセーブルにしま
す。
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog remote-destination {server-1 | server-2 |
server-3}

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。remote-destinationがイ
ネーブルにされると、システムはそのレベル以上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） 指定したリモート 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。有効化またはディセーブル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。

• audits：すべての監査ログイベントのロギングを有効化またはディセーブルにします。

• events：すべてのシステムイベントのロギングを有効化またはディセーブルにします。

• faults：すべてのシステム障害のロギングを有効化またはディセーブルにします。

ステップ 12 トランザクションをコミットします。
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 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 #
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DNS サーバの設定
システムでホスト名の IPアドレスへの解決が必要な場合は、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シャーシで設定を行うときに、
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、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。

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、3台の DNSサーバのみをラン
ダムに検索します。

（注）

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を開始します。
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、次の該当するコマンドを入力します。

•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場
合：

Firepower-chassis /system/services # createdns{ip-addr | ip6-addr}

•指定した IPv4または IPv6アドレスの DNSサーバを削除する場合：

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設定にコミットします。
Firepower /system/services # commit-buffer

次の例では、IPv4アドレス 192.168.200.105を持つ DNSサーバを設定し、トランザクションをコ
ミットします。

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 #

次の例では、IPv6アドレス 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3Fを持つ DNSサーバを設定し、トランザ
クションをコミットします。

Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create dns 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F
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Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

次の例では、IPアドレス192.168.200.105を持つDNSサーバを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

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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第 8 章

インターフェイス管理

• Firepowerセキュリティアプライアンスインターフェイスについて, 81 ページ

• インターフェイスプロパティの編集, 82 ページ

• ポートチャネルの作成, 83 ページ

• ブレークアウトケーブルの設定, 84 ページ

Firepower セキュリティアプライアンスインターフェイ
スについて

FXOSシャーシは単一のインターフェイスだけでなく、EtherChannel（ポートチャネル）インター
フェイスもサポートします。EtherChannelインターフェイスには、同じタイプのメンバーインター
フェイスを最大 16個含めることができます。

インターフェイスタイプ

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。

• Data（デフォルト）：データインターフェイスは論理デバイス間で共有できません。

• Management：管理インターフェイスは論理デバイス間で共有できます。各論理デバイスに
は、管理インターフェイスを 1つだけ割り当てることができます。

Firepower Threat Defenseアプリケーションでは、物理的な管理インターフェイスは、診断論
理インターフェイスと管理論理インターフェイス間で共有されます。管理論理インターフェ

イスはデバイスの他のインターフェイスから切り離されています。Firepower Management
Centerにデバイスを設定し、登録するために使用されます。別の SSHサーバで動作し、独自
のローカル認証、IPアドレス、およびスタティックルーティングを使用します。configure
networkコマンドを使用してCLIで設定を構成でき、Management Centerの [Devices] > [Device
Management] > [Devices] > [Management]領域から IPアドレスを変更することもできます。
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診断論理インターフェイスは残りのデータインターフェイスとともに、ManagementCenterの
[Devices] > [Device Management] > [Interfaces]画面で構成できます。診断インターフェイスの
使用はオプションです。診断インターフェイスとデータインターフェイスでは、LDAPまた
は RADIUS外部認証を許可できます。データインターフェイスで SSHアクセスを許可しな
い場合は、たとえば、SSHアクセスの診断インターフェイスを構成することもできます。診
断インターフェイスは管理トラフィックのみを許可し、トラフィックのスルーは許可しませ

ん。

• Firepower-eventing：このインターフェイスは Firepower Threat Defenseデバイスのセカンダリ
管理インターフェイスです。このインターフェイスを使用するには、FirepowerThreatDefense
CLIで IPアドレスなどのパラメータを設定する必要があります。たとえば、イベント（Web
イベントなど）から管理トラフィックを分類できます。Firepower Management Centerコマン
ドリファレンスの configure networkコマンドを参照してください。

• Cluster：クラスタ化された論理デバイスに使用する特別なインターフェイスタイプです。こ
のタイプは、ユニット間のクラスタ通信用に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 48番のポートチャネル上に自動的に作成され
ます。

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を開始します。
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

例：

Firepower /eth-uplink/fabric # enter interface Ethernet1/8
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enable

すでにポートチャネルのメンバーであるインターフェイスは個別に変更できません。

ポートチャネルのメンバーであるインターフェイスに enterインターフェイスコマンド
を使用すると、オブジェクトが存在しないことを示すエラーが発生します。ポートチャ

ネルに追加する前に、enterインターフェイスコマンドを使用してインターフェイスを
編集する必要があります。

（注）

ステップ 3 （任意）インターフェイスタイプを設定します。
setport-type {data | firepower-eventing |mgmt | cluster}
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例：

Firepower /eth-uplink/fabric/interface # set port-type mgmt

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

ステップ 4 （任意）インターフェイス速度を設定します。
setspeed {10gbps | 1gbps}

例：

Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set speed 1gbps

ステップ 5 設定をコミットします。
commit-buffer

ポートチャネルの作成
EtherChannel（別名ポートチャネル）は、同じタイプの最大 16のメンバインターフェイスを含め
ることができます。

FXOSシャーシが EtherChannelを作成すると、EtherChannelは [Suspended]状態になり、物理リン
クがアップしても論理デバイスに割り当てるまでそのままになります。EtherChannelは次のよう
な状況でこの [Suspended]状態になります。

• EtherChannelがスタンドアロン論理デバイスのデータまたは管理ポートとして追加された

• EtherChannellがクラスタの一部である論理デバイスの管理またはCCLポートとして追加され
た

• EtherChannellがデータがクラスタの一部である論理デバイスのデータポートとして追加さ
れ、また少なくとも 1つのセキュリティモジュールがクラスタに参加している

EtherChannelは論理デバイスに割り当てるまで動作しないことに注意してください。EtherChannel
が論理デバイスから削除された場合や論理デバイスが削除された場合は、EtherChannelが [Suspended]
状態に戻ります。

はじめる前に

FXOSシャーシは、Active Link Aggregation Control Protocol（LACP）モードの EtherChannelのみを
サポートします。最適な互換性を得るために、接続スイッチポートをアクティブモードに設定す

ることを推奨します。

手順

ステップ 1 インターフェイスモードを開始します。
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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：

Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/1
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/2
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/3
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/4
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit

ステップ 4 （任意）インターフェイスタイプを設定します。
setport-type {data |mgmt | cluster}

例：

Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel # set port-type mgmt

dataキーワードがデフォルトのタイプです。デフォルトの代わりにこのポートチャネルをクラス
タ制御リンクとして使用する場合以外は、clusterキーワードを選択しないでください。

ステップ 5 （任意）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：

Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # set speed 1gbps

ステップ 6 設定をコミットします。
commit-buffer

ブレークアウトケーブルの設定
FXOSシャーシで使用するブレークアウトケーブルを設定するには、次の手順に従います。ブレー
クアウトケーブルを使用すれば、1つの 40 Gbpsポートの代わりに 4つの 10 Gbpsポートを利用
できます。
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手順

ステップ 1 新しいブレー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を開始します。
scopecabling
scope fabric a

b) ブレークアウトを作成します。
createbreakoutnetwork_module_slotport

例：

Firepower /cabling/fabric/ # create breakout 2 1

c) 設定をコミットします。
commit-buffer

これにより自動リブートが実行されます。複数のブレークアウトを設定する場合、commit-buffer
コマンドを発行する前にそれらすべてを作成する必要があります。

ステップ 2 ブレークアウトポートの有効化および設定を行うには、次のコマンドを使用します。

a) インターフェイスモードを開始します。
scopeeth-uplink

scopefabrica

scopeaggr-interfacenetwork_module_slotport

b) インターフェイス速度およびポートタイプを設定するには、setコマンドを使用します。
インターフェイスの管理状態を設定するには、enableまたは disableコマンドを使用します。

c) 設定をコミットします。
commit-buffer
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第 9 章

論理デバイス

• 論理デバイスについて, 87 ページ

• スタンドアロン ASA論理デバイスの作成, 88 ページ

• スタンドアロン脅威防御論理デバイスの作成, 91 ページ

• クラスタの展開, 94 ページ

• サービスチェーンについて, 114 ページ

• スタンドアロンの論理デバイスでの Radware DefenseProサービスチェーンの設定, 114 ペー
ジ

• シャーシ内クラスタの Radware DefenseProサービスチェーンの設定, 116 ページ

• UDP/TCPポートのオープンと vDP Webサービスの有効化, 119 ページ

• アプリケーションまたはデコレータのコンソールへの接続, 120 ページ

• 論理デバイスの削除, 121 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、FXOSシャーシスーパーバイザは指定されたバージョンのソフトウェ
アをダウンロードし、指定されたセキュリティモジュール/エンジン（シャーシ内クラスタの場合
は、Firepowerシャーシにインストールされたすべてのセキュリティモジュール）にブートスト
ラップコンフィギュレーションと管理インターフェイスの設定をプッシュすることで論理デバイ

スを展開します。

論理デバイスは次の 2つのタイプのいずれかを作成できます。
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複数のセキュリティモジュールをサポートするFXOSシャーシでは、1つのタイプの論理デバ
イスのみ（スタンドアロンまたはクラスタ）を作成できます。つまり、3つのセキュリティモ
ジュールがインストールされている場合でも、1つのセキュリティモジュールでスタンドアロ
ン論理デバイスを作成し、残り2つの論理デバイスを使用してクラスタを作成する、といった
ことはできません。

（注）

•スタンドアロン：Firepowerシャーシに取り付けた各セキュリティモジュール/エンジンに、
スタンドアロン論理デバイスを作成できます。

スタンドアロン論理デバイスを設定する場合は、シャーシのすべてのモジュー

ルに同じソフトウェアタイプをインストールしてください。異なるソフトウェ

アタイプは現在サポートされていません。モジュールは特定のデバイスタイ

プの異なるバージョンを実行できますが、すべてのモジュールを同じタイプ

の論理デバイスとして設定する必要があることに注意してください。

（注）

•クラスタ：クラスタリングを利用すると、複数のセキュリティモジュールをグループ化して
1つの論理デバイスとすることができます。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。Firepower 9300などの複数のモジュールデバイスが、シャーシ内ク
ラスタリングをサポートします。

スタンドアロン ASA 論理デバイスの作成
FXOSシャーシにインストールされたそれぞれのセキュリティモジュール/エンジンにスタンドア
ロン論理デバイスを作成できます。FirePOWER9300などの複数のモジュールのデバイスでは、ク
ラスタを設定している場合はスタンドアロン論理デバイスを作成できません。スタンドアロンデ

バイスを設定する前にクラスタを削除する必要があります。

任意で、FirePOWER 9300では、セキュリティモジュールの ASAファイアウォールの前に配
置される DDoS検出および緩和サービスとして、サードパーティ Radware製の DefenseProの
仮想プラットフォームをインストールできます（サービスチェーンについて, （114ページ）
を参照）。

（注）

シャーシのすべてのモジュールに同じソフトウェアタイプをインストールする必要がありま

す。異なるソフトウェアタイプは現在サポートされていません。モジュールは特定のデバイ

スタイプの異なるバージョンを実行できますが、すべてのモジュールを同じタイプの論理デ

バイスとして設定する必要があることに注意してください。

（注）
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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/エンジンに、すでに論理デバイスが設定
されている場合は、まず既存の論理デバイスを削除してください（論理デバイスの削除, （
121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て
（Cisco.comからのイメージのダウンロード, （40ページ）を参照）、そのイメージを FXOS
シャーシにダウンロードします（論理デバイスソフトウェアイメージの FXOSシャーシへ
のダウンロード, （42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を開始します。
Firepower# scopessa

ステップ 2 論理デバイスを作成します。
Firepower /ssa # createlogical-devicedevice_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 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) ブートストラップオブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapasa

b) 有効化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) パスワード設定スコープを終了します。
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設定スコープを終了します。
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Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit

i) 管理ブートストラップ設定スコープを終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit

ステップ 6 設定をコミットします。
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

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
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
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スタンドアロン脅威防御論理デバイスの作成
FXOSシャーシにインストールされたそれぞれのセキュリティモジュール/エンジンにスタンドア
ロン論理デバイスを作成できます。FirePOWER9300などの複数のモジュールのデバイスでは、ク
ラスタを設定している場合はスタンドアロン論理デバイスを作成できません。スタンドアロンデ

バイスを設定する前にクラスタを削除する必要があります。

シャーシのすべてのモジュールに同じソフトウェアタイプをインストールする必要がありま

す。異なるソフトウェアタイプは現在サポートされていません。モジュールは特定のデバイ

スタイプの異なるバージョンを実行できますが、すべてのモジュールを同じタイプの論理デ

バイスとして設定する必要があることに注意してください。

（注）

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/エンジンに、すでに論理デバイスが設定
されている場合は、まず既存の論理デバイスを削除してください（論理デバイスの削除, （
121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て
（Cisco.comからのイメージのダウンロード, （40ページ）を参照）、そのイメージを FXOS
シャーシにダウンロードします（論理デバイスソフトウェアイメージの FXOSシャーシへ
のダウンロード, （42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、少なくとも 1つのデー
タタイプのインターフェイスを設定する必要があります。必要に応じて、すべてのイベント

のトラフィック（Webイベントなど）を運ぶ firepower-eventingインターフェイスも作成でき
ます。

手順

ステップ 1 セキュリティサービスモードを開始します。
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

device_nameは、FXOSシャーシスーパーバイザが管理設定を行ってインターフェイスを割り当て
るために使用します。これはセキュリティモジュール設定で使用されるデバイス名ではありませ

ん。

ステップ 3 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パラメータを設定します。
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a) ブートストラップオブジェクトを作成します。
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapftd

b) 管理 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を指定します（ルーテッドまたはトランスペアレント）。
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との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) 論理デバイスの完全修飾ホスト名を指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFQDN
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value fqdn

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit

g) 論理デバイスが使用する DNSサーバのカンマ区切りのリストを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyDNS_SERVERS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value dns_servers

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit

h) 論理デバイスの検索ドメインのカンマ区切りのリストを指定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keySEARCH_DOMAINS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value search_domains

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit

i) 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（Webイベントなど）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。
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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設定スコープを終了します。

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設定スコープを終了します。

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # exit

j) 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 #show license-agreement
d) Firepower /ssa/app #accept-license-agreement

ステップ 6 設定をコミットします。
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

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
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 ftd
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 ftd
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 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
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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 routed
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 bootstrap-key FQDN
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value ftd.cisco.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key DNS_SERVERS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 192.168.1.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value search.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # 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

クラスタの展開
クラスタリングを利用すると、複数のセキュリティモジュールをグループ化して 1つの論理デバ
イスとすることができます。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。

Firepower 9300などの複数のモジュールデバイスが、シャーシ内クラスタリングをサポートしま
す。

Firepower Threat Defenseは、複数のシャーシにわたる（シャーシ間）クラスタをサポートして
いません。シャーシ内クラスタリングのみがサポートされています。

（注）

FXOS シャーシでのクラスタリングについて
クラスタは、1つのユニットとして機能する複数のデバイスから構成されます。FXOSシャーシ
にクラスタを導入すると、以下の処理が実行されます。

•ユニット間通信用のクラスタ制御リンク（ポートチャネル 48）を作成します。シャーシ内
クラスタリングでは（Firepower 9300のみ）、このリンクは、クラスタ通信に Firepower 9300
バックプレーンを使用します。シャーシ間クラスタリングでは（サポートされる場合）、

シャーシ間通信用にこの EtherChannelに物理インターフェイスを手動で割り当てる必要があ
ります。

•アプリケーション内のクラスタブートストラップコンフィギュレーションを作成します。
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クラスタを展開すると、クラスタ名、クラスタ制御リンクインターフェイス、およびその他

のクラスタ設定を含む各ユニットに対して、最小限のブートストラップコンフィギュレー

ションが FXOSシャーシスーパーバイザからプッシュされます。

•スパンドインターフェイスとして、クラスタにデータインターフェイスを割り当てます。

シャーシ内クラスタリングでは、スパンドインターフェイスは、EtherChannelに制限されま
せん。Firepower 9300スーパーバイザは共有インターフェイスの複数のモジュールにトラ
フィックをロードバランシングするために内部で EtherChannelテクノロジーを使用するた
め、スパンドモードではあらゆるタイプのデータインターフェイスが機能します。シャー

シ間クラスタリングでは、すべてのデータインターフェイスでスパンドEtherChannelを使用
します。

管理インターフェイス以外の個々のインターフェイスはサポートされていま

せん。

（注）

•管理インターフェイスをクラスタ内のすべてのユニットに指定します。

ここでは、クラスタリングの概念と実装について詳しく説明します。

標準出荷単位とセカンダリ単位の役割

クラスタのメンバーの 1つが標準出荷単位です。標準出荷単位は自動的に決定されます。他のす
べてのメンバーはセカンダリ単位です。

すべてのコンフィギュレーション作業は標準出荷単位でのみ実行する必要があります。コンフィ

ギュレーションはその後、セカンダリ単位に複製されます。

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インターフェイスを使用して自動的に作成されます。
シャーシ内クラスタリングでは、このインターフェイスにメンバーインターフェイスはありませ

ん。シャーシ間クラスタリングでは、EtherChannelに 1つ以上のインターフェイスを追加する必
要があります。このクラスタタイプの EtherChannelは、シャーシ内クラスタリング用のクラスタ
通信に Firepower 9300バックプレーンを使用します。

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。

シャーシ間クラスタリングのクラスタ制御リンクのサイズ

可能であれば、各シャーシの予想されるスループットに合わせてクラスタ制御リンクをサイジン

グする必要があります。そうすれば、クラスタ制御リンクが最悪のシナリオを処理できます。

クラスタ制御リンクトラフィックの内容は主に、状態アップデートや転送されたパケットです。

クラスタ制御リンクでのトラフィックの量は常に変化します。転送されるトラフィックの量は、
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ロードバランシングの有効性、または中央集中型機能のための十分なトラフィックがあるかどう

かによって決まります。次に例を示します。

• NATでは接続のロードバランシングが低下するので、すべてのリターントラフィックを正
しいユニットに再分散する必要があります。

•ネットワークアクセスに対する AAAは一元的な機能であるため、すべてのトラフィックが
標準出荷単位に転送されます。

•メンバーシップが変更されると、クラスタは大量の接続の再分散を必要とするため、一時的
にクラスタ制御リンクの帯域幅を大量に使用します。

クラスタ制御リンクの帯域幅を大きくすると、メンバーシップが変更されたときの収束が高速に

なり、スループットのボトルネックを回避できます。

クラスタに大量の非対称（再分散された）トラフィックがある場合は、クラスタ制御リンクの

サイズを大きくする必要があります。

（注）

シャーシ間クラスタリングのクラスタ制御リンク冗長性

次の図は、仮想スイッチングシステム（VSS）または仮想ポートチャネル（vPC）環境でクラス
タ制御リンクとして EtherChannelを使用する方法を示します。EtherChannelのすべてのリンクが
アクティブです。スイッチが VSSまたは vPCの一部である場合は、同じ EtherChannel内の FXOS
シャーシインターフェイスをそれぞれ、VSSまたは vPC内の異なるスイッチに接続できます。ス
イッチインターフェイスは同じEtherChannelポートチャネルインターフェイスのメンバです。複
数の個別のスイッチが単一のスイッチのように動作するからです。この EtherChannelは、スパン
ド EtherChannelではなく、デバイスローカルであることに注意してください。

シャーシ間クラスタリングのクラスタ制御リンクの信頼性

クラスタ制御リンクの機能を保証するには、ユニット間のラウンドトリップ時間（RTT）が20ms
未満になるようにします。この最大遅延により、異なる地理的サイトにインストールされたクラ

スタメンバとの互換性が向上します。遅延を調べるには、ユニット間のクラスタ制御リンクで

pingを実行します。
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クラスタ制御リンクは、順序の異常やパケットのドロップがない信頼性の高いものである必要が

あります。たとえば、サイト間の導入の場合、専用リンクを使用する必要があります。

管理ネットワーク

すべてのユニットを単一の管理ネットワークに接続することを推奨します。このネットワークは、

クラスタ制御リンクとは別のものです。

管理インターフェイス

クラスタに管理タイプのインターフェイスを割り当てることができます。このインターフェイス

はスパンドインターフェイスではなく、特別な個別インターフェイスです。管理インターフェイ

スによって各ユニットに直接接続できます。

ASAの場合は、メインクラスタ IPアドレスはそのクラスタの固定アドレスであり、常に現在の
標準出荷単位に属します。アドレス範囲も設定して、現在の標準出荷単位を含む各単位がその範

囲内のローカルアドレスを使用できるようにします。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。標準出荷単位が変更されると、メインクラスタ IPア
ドレスは新しい標準出荷単位に移動するので、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
在の標準出荷単位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、標準出荷単位を含む各単位
は、ローカル IPアドレスを使用してサーバに接続します。

Firepower Threat Defenseでは、同じネットワークの各単位に管理 IPアドレスを割り当てます。各
単位をManagement Centerに追加するときは、次の IPアドレスを使用します。

スパンド EtherChannel
シャーシあたり 1つ以上のインターフェイスをグループ化して、クラスタのすべてのシャーシに
広がる EtherChannelとすることができます。EtherChannelによって、チャネル内の使用可能なす
べてのアクティブインターフェイスのトラフィックが集約されます。スパンド EtherChannelは、
ルーテッドとトランスペアレントのどちらのファイアウォールモードでも設定できます。ルー

テッドモードでは、EtherChannelは単一の IPアドレスを持つルーテッドインターフェイスとして
設定されます。トランスペアレントモードでは、IPアドレスはインターフェイスではなくブリッ
ジグループに割り当てられます。EtherChannelは初めから、ロードバランシング機能を基本的動
作の一部として備えています。
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クラスタリングの前提条件

シャーシ間クラスタリングのスイッチの前提条件

• FXOSシャーシでクラスタリングを設定する前に、スイッチの設定を完了する必要がありま
す。

•サポートされているスイッチのリストについては、「Cisco FXOS Compatibility（Cisco FXOS
の互換性）」（英語）を参照してください。

クラスタリングのガイドライン

モデル

• Firepower 9300の ASA：シャーシ内およびシャーシ間のクラスタリングでサポート。

• Firepower 4100シリーズの ASA：シャーシ間クラスタリングでサポート。

• Firepower 9300の Firepower Threat Defense：シャーシ内クラスタリングでサポート。

• Radware DefensePro：ASAによるシャーシ内クラスタリングでサポート。

シャーシ間クラスタリングのスイッチ

• ASR 9006でデフォルト以外のMTUを設定する場合は、ASA MTUよりも 14バイト大きい
ASRインターフェイスMTUを設定します。そうしないと、mtu-ignoreオプションを使用し
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ない限り、OSPF隣接関係ピアリングの試行が失敗する可能性があります。ASAMTUとASR
IPv4MTUを一致させる必要があることに注意してください。

•クラスタ制御リンクインターフェイスのスイッチでは、クラスタユニットに接続されるス
イッチポートに対してスパニングツリー PortFastをイネーブルにすることもできます。この
ようにすると、新規ユニットの参加プロセスを高速化できます。

•スイッチ上のスパンド EtherChannelのバンドリングが遅いときは、スイッチの個別インター
フェイスに対して LACP高速レートをイネーブルにできます。

•スイッチでは、EtherChannelロードバランシングアルゴリズム source-dest-ipまたは
source-dest-ip-port（Cisco Nexus OSおよび Cisco IOSの port-channel load-balanceコマンドを
参照）を使用することをお勧めします。クラスタ内の ASAへのトラフィックが均等に分散
されなくなることがあるため、ロードバランシングアルゴリズムでは、vlanキーワードを使
用しないでください。ASAのデフォルトのロードバランシングアルゴリズムを変更しない
でください（port-channel load-balanceコマンド内）。

•スイッチの EtherChannelロードバランシングアルゴリズムを変更すると、スイッチの
EtherChannelインターフェイスは一時的にトラフィックの転送を停止し、スパニングツリー
プロトコルが再起動します。トラフィックが再び流れ出すまでに、少し時間がかかります。

• Cisco Nexusスイッチのクラスタに接続されたすべての EtherChannelインターフェイスで、
LACPグレースフルコンバージェンス機能をディセーブルにする必要があります。

•クラスタ制御リンクパスのネットワークエレメントでは、L4チェックサムを検証しないよ
うにする必要があります。クラスタ制御リンク経由でリダイレクトされたトラフィックに

は、正しい L4チェックサムが設定されていません。L4チェックサムを検証するスイッチに
より、トラフィックがドロップされる可能性があります。

•ポートチャネルバンドルのダウンタイムは、設定されているキープアライブインターバル
を超えてはなりません。

• Supervisor 2TEtherChannelでは、デフォルトのハッシュ配信アルゴリズムは適応型です。VSS
設計での非対称トラフィックを避けるには、ASAに接続されているポートチャネルでのハッ
シュアルゴリズムを固定に変更します。

router(config)# port-channelidhash-distributionfixed

アルゴリズムをグローバルに変更しないでください。VSSピアリンクに対しては適応型アル
ゴリズムを使用できます。

シャーシ間クラスタリングの EtherChannel

•スイッチ接続用に、EtherChannelモードをアクティブに設定します。クラスタ制御リンクで
あっても、FXOSシャーシではオンモードはサポートされません。

• 15.1(1)S2より前の Catalyst 3750-X Cisco IOSソフトウェアバージョンでは、クラスタユニッ
トはスイッチスタックに EtherChannelを接続することをサポートしていませんでした。デ
フォルトのスイッチ設定では、クラスタユニット EtherChannelがクロススタックに接続さ
れている場合、マスタースイッチの電源がオフになると、残りのスイッチに接続されている

EtherChannelは起動しません。互換性を高めるため、stack-mac persistent timerコマンドを設
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定して、十分なリロード時間を確保できる大きな値、たとえば 8分、0（無制限）などを設
定します。または、15.1(1)S2など、より安定したスイッチソフトウェアバージョンにアッ
プグレードできます。

•スパンド EtherChannelとデバイスローカル EtherChannelのコンフィギュレーション：スパン
ド EtherChannelとデバイスローカル EtherChannelに対してスイッチを適切に設定します。

◦スパンド EtherChannel：クラスタユニットスパンド EtherChannel（クラスタのすべての
メンバに広がる）の場合は、複数のインターフェイスが結合されてスイッチ上の単一の

EtherChannelとなります。各インターフェイスがスイッチ上の同じチャネルグループ内
にあることを確認してください。

◦デバイスローカルEtherChannel：クラスタユニットデバイスローカルEtherChannel（ク
ラスタ制御リンク用に設定されたEtherChannelもこれに含まれます）は、それぞれ独立
したEtherChannelとしてスイッチ上で設定してください。スイッチ上で複数のクラスタ
ユニット EtherChannelを結合して 1つの EtherChannelとしないでください。
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その他のガイドライン

•冗長性を持たせるため、VSSまたは vPCに EtherChannelを接続することを推奨します。

•シャーシ内では、スタンドアロンモードで一部のシャーシセキュリティモジュールをクラ
スタ化し、他のセキュリティモジュールを実行することはできません。クラスタ内にすべて

のセキュリティモジュールを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
FXOSシャーシスーパーバイザから簡単にクラスタを導入できます。すべての初期設定が各ユニッ
トに自動的に生成されます。シャーシ間クラスタリングでは、各シャーシを別々に設定します。
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導入を容易にするために、1つのシャーシにクラスタを導入し、その後、最初のシャーシから次
のシャーシにブートストラップコンフィギュレーションをコピーできます。

手順

ステップ 1 クラスタを導入する前に、少なくとも1つのデータタイプのインターフェイスまたはEtherChannel
（別名ポートチャネル）を設定します。ポートチャネルの作成, （83ページ）またはインター
フェイスプロパティの編集, （82ページ）を参照してください。
デフォルトでは、すべてのインターフェイスがクラスタに割り当てられます。導入後にクラスタ

にデータインターフェイスを追加することもできます。

シャーシ間クラスタリングでは、全データインターフェイスは 1つ以上のメンバーインターフェ
イスを持つ EtherChannelである必要があります。各シャーシに EtherChannelを追加します。

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, （83
ページ）またはインターフェイスプロパティの編集, （82ページ）を参照してください。

ステップ 3 ポートチャネル48はクラスタ制御リンクとして予約されます。シャーシ間クラスタリングでは、
ポートチャネル 48に少なくとも 1つのインターフェイスを追加します。

ステップ 4 セキュリティサービスモードを開始します。
scopessa

例：

Firepower # scope ssa
Firepower /ssa #

ステップ 5 クラスタを作成します。
enter logical-devicedevice_nameasa "1,2,3" clustered

例：

Firepower /ssa # enter logical-device ASA1 asa "1,2,3" clustered
Firepower /ssa/logical-device* #

device_nameは、FXOSシャーシスーパーバイザがクラスタリングを設定してインターフェイスを
割り当てるために使用します。これはセキュリティモジュール設定で使用されるクラスタ名では

ありません。まだハードウェアをインストールしていなくても、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 6 クラスタパラメータを設定します。
enter cluster-bootstrap

例：

Firepower /ssa/logical-device* # enter cluster-bootstrap
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #

ステップ 7 セキュリティモジュール設定のクラスタグループ名を設定します。
set service-typecluster_name
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例：

Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set service-type cluster1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #

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 8 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

例：

Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set mode spanned-etherchannel
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #

スパンド EtherChannelモードは、サポートされている唯一のモードです。

ステップ 9 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で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 poolstart_ip end_ip

set ipv6 poolstart_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。現在の標準出荷単位に属する仮想 IP
アドレス（メインクラスタ IPアドレスと呼ばれる）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。IPv4アドレスと IPv6アドレス（どちらか一方も可）を使用できます。

b) 管理インターフェイスのメインクラスタ IPアドレスを設定します。
set virtual ipv4ip_addressmaskmask

set virtual ipv6ip_addressprefix-lengthprefix

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 gatewayip_address

set ipv6 gatewayip_address

例：

Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 gateway 10.1.1.254
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 pool 10.1.1.11 10.1.1.27
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv6 gateway 2001:DB8::AA
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv6 pool 2001:DB8::11 2001:DB8::27
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv4 10.1.1.1 mask
255.255.255.0
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Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv6 2001:DB8::1 prefix-length
64

ステップ 10 シャーシ IDを設定します。
set chassis-idid

クラスタの各シャーシは一意の IDが必要です。

例：

Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set chassis-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #

ステップ 11 クラスタ制御リンクの制御トラフィックの認証キーを設定します。
set key

例：

Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set key
Key: diamonddogs
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #

共有秘密を入力するように求められます。

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。

ステップ 12 クラスタブートストラップモードおよび論理デバイスモードを終了します。
exit

exit

ステップ 13 使用可能なソフトウェアバージョンを表示し、使用するバージョンを設定します。

a) 使用可能なバージョンを表示します。
show app

例：

/ssa # show app

Application:
Name Version Description Author Deploy Type CSP Type Is Default App

---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

asa 9.1.4.152 N/A cisco Native Application Yes
asa 9.4.2 N/A cisco Native Application No
asa 9.5.2.1 N/A cisco Native Application No

b) 使用するバージョンのアプリケーションモードを入力します。
scope app asaversion_number

c) このバージョンをデフォルトとして設定します。
set-default
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d) アプリケーションモードを終了します。
exit

例：

/ssa* # scope app asa 9.5.2.1
/ssa/app* # set-default
/ssa/app* # exit
/ssa* #

ステップ 14 設定をコミットします。
commit-buffer

FXOSシャーシスーパーバイザは、デフォルトのセキュリティモジュールソフトウェアバージョ
ンをダウンロードし、各セキュリティモジュールにクラスタブートストラップコンフィギュレー

ションと管理インターフェイス設定をプッシュすることで、クラスタを導入します。

ステップ 15 クラスタに別のシャーシを追加するには、この手順を繰り返しますが、固有の chassis-idを設定す
る必要があります。それ以外は、両方のシャーシで同じ設定を使用します。

ステップ 16 標準出荷単位セキュリティモジュールに接続してクラスタリング設定をカスタマイズします。

例

シャーシ 1：

scope eth-uplink
scope fabric a
enter port-channel 1
set port-type data
enable
enter member-port Ethernet1/1
exit

enter member-port Ethernet1/2
exit

exit
enter port-channel 2
set port-type data
enable
enter member-port Ethernet1/3
exit

enter member-port Ethernet1/4
exit

exit
enter port-channel 3
set port-type data
enable
enter member-port Ethernet1/5
exit

enter member-port Ethernet1/6
exit

exit
enter port-channel 4
set port-type mgmt
enable
enter member-port Ethernet2/1
exit

enter member-port Ethernet2/2
exit

exit
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enter port-channel 48
set port-type cluster
enable
enter member-port Ethernet2/3
exit

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 10.1.1.27
set ipv6 gateway 2001:DB8::AA
set ipv6 pool 2001:DB8::11 2001:DB8::27
set key
Key: f@arscape
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

exit
scope app asa 9.5.2.1
set-default
exit

commit-buffer

シャーシ 2：

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

exit
create port-channel 48
set port-type cluster
enable
create member-port Ethernet2/3
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 2
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
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

exit
scope app asa 9.5.2.1
set-default
exit

commit-buffer

Firepower Threat Defense クラスタリングの設定
FXOSシャーシスーパーバイザから簡単にクラスタを導入できます。すべての初期設定が各ユニッ
トに自動的に生成されます。

手順

ステップ 1 クラスタを導入する前に、少なくとも1つのデータタイプのインターフェイスまたはEtherChannel
（別名ポートチャネル）を設定します。ポートチャネルの作成, （83ページ）またはインター
フェイスプロパティの編集, （82ページ）を参照してください。
導入後にクラスタにデータインターフェイスを追加することもできます。

ステップ 2 （オプション）クラスタを展開する前にFirepower-eventingタイプのインターフェイスを設定しま
す。インターフェイスプロパティの編集, （82ページ）を参照してください。
このインターフェイスは、Firepower Threat Defenseデバイスのセカンダリ管理インターフェイス
です。このインターフェイスを使用するには、Firepower Threat Defense CLIで IPアドレスなどの
パラメータを設定する必要があります。たとえば、イベント（Webイベントなど）から管理トラ
フィックを分類できます。FirepowerManagementCenterコマンドリファレンスの configure network
コマンドを参照してください。

ステップ 3 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, （83
ページ）またはインターフェイスプロパティの編集, （82ページ）を参照してください。

ステップ 4 セキュリティサービスモードを開始します。
scopessa

例：

Firepower # scope ssa
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Firepower /ssa #

ステップ 5 クラスタを作成します。
enter logical-devicedevice_nameftd "1,2,3" clustered

例：

Firepower /ssa # enter logical-device FTD1 ftd "1,2,3" clustered
Firepower /ssa/logical-device* #

device_nameは、FXOSシャーシスーパーバイザがクラスタリングを設定してインターフェイスを
割り当てるために使用します。これはセキュリティモジュール設定で使用されるクラスタ名では

ありません。まだハードウェアをインストールしていなくても、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 6 クラスタブートストラップパラメータを設定します。

a) クラスタブートストラップオブジェクトを作成します。
enter cluster-bootstrap

b) シャーシ IDを設定します。
set chassis-idid

c) セキュリティモジュール設定のクラスタキーを設定します。
set key

共有秘密を入力するように求められます。

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。

d) 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

スパンド EtherChannelモードは、サポートされている唯一のモードです。

e) セキュリティモジュール設定の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。

f) クラスタブートストラップモードを終了します。
exit

例：

Firepower /ssa/logical-device* # enter cluster-bootstrap
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set chassis-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set key
Key: f@arscape

Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set mode spanned-etherchannel
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set service-type cluster1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # exit
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Firepower /ssa/logical-device/* #

ステップ 7 管理ブートストラップパラメータを設定します。

a) 管理ブートストラップオブジェクトを作成します。
entermgmt-bootstrapftd

b) 管理 Firepower Management Centerの IPアドレスを指定します。
enterbootstrap-keyFIREPOWER_MANAGER_IP

setvalueIP_address

exit

c) 論理デバイスが動作するモードを指定します（ルーテッドまたはトランスペアレント）。
enterbootstrap-keyFIREWALL_MODE

setvaluefirewall_mode

exit

d) デバイスと Firepower Management Centerとの間で共有するキーを指定します。
enterbootstrap-key-secretREGISTRATION_KEY

setvalue

registration_key

exit

e) 論理デバイスで使用するパスワードを指定します。
enterbootstrap-key-secretPASSWORD

setvalue

password

exit

f) 論理デバイスの完全修飾ホスト名を指定します。
enterbootstrap-keyFQDN

setvaluefqdn

exit

g) 論理デバイスが使用する DNSサーバのカンマ区切りのリストを指定します。
enterbootstrap-keyDNS_SERVERS

setvaluedns_servers

exit

h) 論理デバイスの検索ドメインのカンマ区切りのリストを指定します。
enterbootstrap-keySEARCH_DOMAINS

setvaluesearch_domains

exit

i) クラスタ内の各セキュリティモジュールの管理 IPアドレスを設定します。
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。
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enteripv4slot_idfirepower

2 ゲートウェイアドレスを設定します。

setgatewaygateway_address

3 IPアドレスとマスクを設定します。

setipip_addressmasknetwork_mask

4 管理 IPモードを終了します。

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。

enteripv6slot_idfirepower

2 ゲートウェイアドレスを設定します。

setgatewaygateway_address

3 IPアドレスとプレフィックスを設定します。

set ipip_addressprefix-lengthprefix

4 管理 IPモードを終了します。

exit

j) 管理ブートストラップモードを終了します。
exit

例：

Firepower /ssa/logical-device* # enter mgmt-bootstrap ftd
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter 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* # enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value routed
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: ziggy$tardust

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: $pidersfrommars

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key FQDN
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value example.cisco.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key DNS_SERVERS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 192.168.1.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value example.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter 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
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Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter 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* # enter 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* #

ステップ 8 論理デバイスモードを終了します。
exit

ステップ 9 使用可能なソフトウェアバージョンを表示し、使用するバージョンを設定します。

a) 使用可能なバージョンを表示します。
show app

例：

/ssa # show app

Application:
Name Version Description Author Deploy Type CSP Type Is Default App
---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------
ftd 6.0.1.37 N/A cisco Native Application Yes
ftd 6.1.0.11 N/A cisco Native Application No
ftd 6.1.0.21 N/A cisco Native Application No

b) 使用するバージョンのアプリケーションモードを入力します。
scope app ftdversion_number

c) このバージョンをデフォルトとして設定します。
set-default

d) このバージョンのエンドユーザライセンス契約書に同意します。
accept-license-agreement

e) アプリケーションモードを終了します。
exit

例：

/ssa # scope app ftd 6.1.0.21
/ssa/app # set-default
/ssa/app* # accept-license-agreement
/ssa/app* # exit
/ssa* #

ステップ 10 設定をコミットします。
commit-buffer

FXOSシャーシスーパーバイザは、デフォルトのセキュリティモジュールソフトウェアバージョ
ンをダウンロードし、各セキュリティモジュールにクラスタブートストラップコンフィギュレー

ションと管理インターフェイス設定をプッシュすることで、クラスタを導入します。
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ステップ 11 各セキュリティモジュールを、管理 IPアドレスを使用する FirepowerManagement Centerに追加し
てから、Webインターフェイスでクラスタにグループ化します。

例

scope eth-uplink
scope fabric a
enter port-channel 1
set port-type data
enable
create member-port Ethernet1/1
exit

create member-port Ethernet1/2
exit

exit
enter port-channel 2
set port-type data
enable
create member-port Ethernet1/3
exit

create member-port Ethernet1/4
exit

exit
enter port-channel 3
set port-type firepower-eventing
enable
create member-port Ethernet1/5
exit

create member-port Ethernet1/6
exit

exit
enter port-channel 4
set port-type mgmt
enable
create member-port Ethernet2/1
exit

enter member-port Ethernet2/2
exit

exit
exit

exit
commit buffer

scope ssa
enter logical-device FTD1 ftd "1,2,3" clustered
enter cluster-bootstrap
set chassis-id 1
set key cluster_key
set mode spanned-etherchannel
set service-type ftd-cluster
exit

enter mgmt-bootstrap ftd
enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
set value 10.0.0.100
exit

enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
set value transparent
exit

enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
set value
Value: alladinsane

exit
enter bootstrap-key-secret PASSWORD
set value
Value: widthofacircle

exit
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enter bootstrap-key FQDN
set value ftd.cisco.com
exit

enter bootstrap-key DNS_SERVERS
set value 192.168.1.1
exit

enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
set value search.com
exit

enter ipv4 1 firepower
set gateway 10.0.0.1
set ip 10.0.0.31 mask 255.255.255.0
exit

enter ipv4 2 firepower
set gateway 10.0.0.1
set ip 10.0.0.32 mask 255.255.255.0
exit

enter ipv4 3 firepower
set gateway 10.0.0.1
set ip 10.0.0.33 mask 255.255.255.0
exit

exit
exit

scope app ftd 6.0.0.837
accept-license-agreement
exit

commit-buffer

クラスタリングの履歴

機能情報プラット

フォーム

リリース

機能名

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
できるようになりました。

次のコマンドが導入されました。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

1.1.1CiscoASAのシャーシ内
クラスタリング

ASAのシャーシ間クラスタリングが実現されました。最大6つのシャーシに最大
6つのモジュールを含めることができます。

1.1.36つの ASAモジュール
のシャーシ間クラスタ

リング

Firepower 9300が Firepower Threat Defenseアプリケーションでシャーシ内クラス
タリングをサポートするようになりました。

次のコマンドが導入されました。enter mgmt-bootstrap ftd、enter bootstrap-key
FIREPOWER_MANAGER_IP、enter bootstrap-key FIREWALL_MODE、enter
bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY、enter bootstrap-key-secret
PASSWORD、enter bootstrap-key FQDN、enter bootstrap-key DNS_SERVERS、
enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS、enter ipv4 firepower、enter ipv6
firepower、set value、set gateway、set ip、accept-license-agreement

1.1.4Firepower 9300の
Firepower Threat Defense
でのシャーシ内クラス

タリングサポート
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サービスチェーンについて
Cisco FXOSシャーシは、単一ブレードで複数のサービス（ファイアウォール、サードパーティの
DDoSアプリケーションなど）をサポートできます。これらのアプリケーションとサービスは、
リンクされて、サービスチェーンを形成します。現在サービスされているサービスチェーンコ

ンフィギュレーションでは、サードパーティ製の Radware DefensePro仮想プラットフォームが
ASAファイアウォールの手前で実行されています。Radware DefenseProは、FXOSシャーシに分
散型サービス妨害（DDoS）の検出と緩和機能を提供するKVMベースの仮想プラットフォームで
す。FXOSシャーシでサービスチェーンが有効になると、ネットワークからのトラフィックは主
要なASAファイアウォールに到達する前にDefensePro仮想プラットフォームを通過する必要があ
ります。

（注） • Radware DefenseProプラットフォームは、Firepower 9300アプライアンスのみでサポート
されます。

• Radware DefenseProサービスチェーンはスタンドアロンコンフィギュレーションで有効
にすることも、ASAファイアウォールを使用するシャーシ内クラスタ化されたコンフィ
ギュレーションで有効にすることもできます。

• DefenseProアプリケーションは最大 3つのセキュリティモジュールの個別のインスタン
スとして動作できます。

• Radware DefensePro仮想プラットフォームは、Radware vDP（仮想 DefensePro）、または
シンプルに vDPと呼ばれることがあります。

• Radware DefensePro仮想プラットフォームは、ASAファイアウォールのリンクデコレー
タと呼ばれることもあります。

• Radware DefenseProを FXOSシャーシにデプロイする前に、etc/UTCタイムゾーンでNTP
サーバを使用するようにFXOSシャーシを構成する必要があります。FXOSシャーシの日
付と時刻の設定の詳細については、「日時の設定,（51ページ）」を参照してください。

スタンドアロンの論理デバイスでの Radware DefensePro
サービスチェーンの設定

Radware DefenseProイメージをインストールしてスタンドアロン ASA論理デバイスの前に単一の
サービスチェーンを設定するには、次の手順に従います。

はじめる前に

• Firepower 9300セキュリティアプライアンス。
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•論理デバイスに使用するセキュリティモジュールに、すでに論理デバイスが設定されている
場合は、まず既存の論理デバイスを削除してください（論理デバイスの削除,（121ページ）
を参照）。

• vDPイメージを Cisco.comからダウンロードして（Cisco.comからのイメージのダウンロー
ド, （40ページ）を参照）、そのイメージを FXOSシャーシにダウンロードします（論理デ
バイスソフトウェアイメージのFXOSシャーシへのダウンロード,（42ページ）を参照）。

•ポートチャネルを作成し、インターフェイスタイプを {data | mgmt }に設定します（ポート
チャネルの作成, （83ページ）を参照）。

手順

ステップ 1 スタンドアロン設定で ASA論理デバイスを作成します（スタンドアロン ASA論理デバイスの作
成, （88ページ）を参照）。

ステップ 2 Radware vDPイメージをインストールします。
Firepower/ ssa#scopeslot_id

Firepower/ ssa/slot#createapp-instance vdp

ステップ 3 設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 4 セキュリティモジュールの vDPの設置とプロビジョニングを確認します。
show app-instance

ステップ 5 ASA論理デバイスを入力します。
scope ssa

scope logical-device ld_asa

ステップ 6 vDPの外部管理を設定します。
a) ブートストラップオブジェクトを作成します。

create mgmt-bootstrap vdp

b) 管理 IPアドレスを設定します。
createipv4slot_iddefault

a) ゲートウェイアドレスを設定します。
setgatewaygateway_address

b) IPアドレスとマスクを設定します。
setipip_addressmasknetwork_mask

c) 管理 IP設定スコープを終了します。
exit

d) 管理ブートストラップ設定スコープを終了します。
exit

ステップ 7 外部ポートリンクを作成します。
createexternal-port-linkmgmt_vdpinterface_id vdp

Cisco FXOS CLI コンフィギュレーションガイド 1.1(4)    
115

論理デバイス

スタンドアロンの論理デバイスでの Radware DefensePro サービスチェーンの設定



ステップ 8 外部ポートの範囲を指定します。
scopeexternal-port-linkdata_1_2

ステップ 9 論理デバイスにサードパーティのアプリケーションを追加します。
setdecorator vdp

exit

exit

ステップ 10 サードパーティのアプリケーションがインターフェイスに設定されているかどうかを確認します。
show logical-device

ステップ 11 設定をコミットします。
commit-buffer

シャーシ内クラスタの Radware DefensePro サービス
チェーンの設定

Radware DefenseProイメージをインストールしてASAシャーシ内クラスタの前にサービスチェー
ンを設定するには、次の手順に従います。

はじめる前に

• Firepower 9300セキュリティアプライアンス。

•論理デバイスに使用するセキュリティモジュールに、すでに論理デバイスが設定されている
場合は、まず既存の論理デバイスを削除してください（論理デバイスの削除,（121ページ）
を参照）。

• vDPイメージを Cisco.comからダウンロードして（Cisco.comからのイメージのダウンロー
ド, （40ページ）を参照）、そのイメージを FXOSシャーシにダウンロードします（論理デ
バイスソフトウェアイメージのFXOSシャーシへのダウンロード,（42ページ）を参照）。

手順

ステップ 1 ASAクラスタを設定します（ASAクラスタリングの設定, （101ページ）を参照）。

ステップ 2 外部（クライアント側）ポートを Radware DefenseProでデコレートします。
enter external-port-linkname interface_nameasa

set decoratorvdp

set description''''

exit

ステップ 3 ASAの外部管理ポートを割り当てます。
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enter external-port-linkmgmt_asainterface_nameasa

set decorator''''

set description''''

exit

ステップ 4 DefenseProの外部管理ポートを割り当てます。
enter external-port-linkmgmt_vdpinterface_nameasa

set decorator''''

set description''''

ステップ 5 クラスタポートチャネルを設定します。
enter external-port-link port-channel48 Port-channel48 asa

set decorator''''

set description''''

exit

ステップ 6 DefenseProの 3つのすべてのインスタンスの管理ブートストラップを設定します。
entermgmt-bootstrapvdp

enter ipv4slot_iddefault

setgatewaygateway_address

setipip_addressmasknetwork_mask

exit

例：

enter mgmt-bootstrap vdp
enter ipv4 1 default

set gateway 172.16.0.1
set ip 172.16.4.219 mask 255.255.0.0

exit

enter ipv4 2 default
set gateway 172.16.0.1
set ip 172.16.4.220 mask 255.255.0.0

exit

enter ipv4 3 default
set gateway 172.16.0.1
set ip 172.16.4.221 mask 255.255.0.0

exit

ステップ 7 管理ブートストラップ設定スコープを終了します。
exit

ステップ 8 設定をコミットします。
commit-buffer

この手順を完了したら、DefenseProインスタンスがクラスタに設定されているかどうか
を確認する必要があります。

（注）

ステップ 9 以下のいずれかの方法で、「primary」と「secondary」のDefenseProインスタンスがどれであるか
を確認します。
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a) DefenseProインスタンスの範囲を指定し、DefenseProのアプリケーション属性のみを表示しま
す。
scopessa

scopeslot_number

scopeapp-instancevdp

showapp-attri

b) スロットの範囲を指定し、DefenseProインスタンスの詳細を表示します。このアプローチで
は、スロット上の ASAと vDP両方のアプリケーションインスタンス情報が表示されます。
scopessa

scopeslot_number

showapp-instance expand detail

DefenseProアプリケーションがオンラインでもクラスタ化されていない場合は、CLIに次のよう
に表示されます。

App Attribute:
App Attribute Key: cluster-role
Value: unknown

この「unknown」値が表示された場合は、vDPクラスタを作成するために、DefenseProアプリケー
ションを入力してマスター IPアドレスを設定する必要があります。
DefenseProアプリケーションがオンラインでクラスタ化されている場合は、CLIに次のように表
示されます。

App Attribute:
App Attribute Key: cluster-role
Value: primary/secondary

例

scope ssa
enter logical-device ld asa "1,2,3" clustered

enter cluster-bootstrap
set chassis-id 1
set ipv4 gateway 172.16.0.1
set ipv4 pool 172.16.4.216 172.16.4.218
set ipv6 gateway 2010::2
set ipv6 pool 2010::21 2010::26
set key secret
set mode spanned-etherchannel
set name cisco
set virtual ipv4 172.16.4.222 mask 255.255.0.0
set virtual ipv6 2010::134 prefix-length 64

exit
enter external-port-link Ethernet1-2 Ethernet1/2 asa

set decorator vdp
set description ""

exit
enter external-port-link Ethernet1-3_asa Ethernet1/3 asa

set decorator ""
set description ""

exit
enter external-port-link mgmt_asa Ethernet1/1 asa

set decorator ""
set description ""

exit
enter external-port-link mgmt_vdp Ethernet1/1 vdp

set decorator ""
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set description ""
exit
enter external-port-link port-channel48 Port-channel48 asa

set decorator ""
set description ""

exit
enter mgmt-bootstrap vdp

enter ipv4 1 default
set gateway 172.16.0.1
set ip 172.16.4.219 mask 255.255.0.0

exit

enter ipv4 2 default
set gateway 172.16.0.1
set ip 172.16.4.220 mask 255.255.0.0

exit

enter ipv4 3 default
set gateway 172.16.0.1
set ip 172.16.4.221 mask 255.255.0.0

exit
exit
commit-buffer
scope ssa

scope slot 1
scope app-instance vdp
show app-attri
App Attribute:

App Attribute Key: cluster-role
Value: unknown

UDP/TCP ポートのオープンと vDP Web サービスの有効化
Radware APSolute Vision Managerインターフェイスは、さまざまな UDP/TCPポートを使用して
RadwarevDPのアプリケーションと通信します。vDPのアプリケーションがAPSoluteVisionManager
と通信するために、これらのポートがアクセス可能でありファイアウォールによってブロックさ

れないことを確認します。オープンする特定のポートの詳細については、APSolute Visionユーザ
ガイドの次の表を参照してください。

• Ports for APSolute Vision Server-WBM Communication and Operating System

• Communication Ports for APSolute Vision Server with Radware Devices

Radware APSolute Visionで FXOSシャーシ内に配置される Virtual DefenseProアプリケーションを
管理するために、FXOS CLIを使用して vDP Webサービスを有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 FXOS CLIから、vDPのアプリケーションインスタンスに接続します。
connect moduleslotconsole

connect vdp

ステップ 2 vDP Webサービスを有効化します。
manage secure-web status set enable

ステップ 3 vDPアプリケーションのコンソールを終了して FXOSモジュール CLIに戻ります。
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Ctrl ]

アプリケーションまたはデコレータのコンソールへの接

続
次の手順に従ってアプリケーションまたはデコレータのコンソールに接続します。

コンソールへのアクセスで問題が発生する場合は、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。

（注）

手順

ステップ 1 アプリケーションまたはデコレータのコンソールに接続するには、次の操作を行います。

a) FXOS CLIから、セキュリティモジュール/エンジンに接続します。
Firepower-chassis # connectmoduleslot_numberconsole

複数のセキュリティモジュールをサポートしないデバイスのセキュリティエンジン

に接続するには、slot_numberとして 1を使用します。
（注）

セキュリティモジュールに初めて接続すると、FXOSモジュール CLIにアクセスします。

b) アプリケーションまたはデコレータに接続するには、デバイスに適したコマンドを入力しま
す。
Firepower-module1>connect asa

Firepower-module1>connect ftd

Firepower-module1>connect vdp

FXOS CLIのスーパーバイザレベルからセキュリティモジュール/エンジンへの以降の接続で
は、セキュリティモジュール/エンジン OSに直接アクセスします。

ステップ 2 （任意） Ctrl-A-Dと入力し、アプリケーションコンソールを終了して FXOSモジュール CLIに
移動します。

Ctrl-]-と入力し、デコレータコンソールを終了して FXOSモジュール CLIに移動します。

トラブルシューティングのために FXOSモジュール CLIにアクセスする場合があります。

ステップ 3 FXOS CLIのスーパーバイザレベルに戻ります。
a) セキュリティモジュール/エンジンコンソールを終了するには、~と入力します。

Telnetアプリケーションに切り替わります。

b) Telnetアプリケーションを終了するには、次を入力します。
telnet>quit
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例

次の例では、セキュリティモジュール 1のASAに接続してから、FXOSCLIのスーパーバイザレ
ベルに戻ります。

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を開始します。
Firepower# scopessa

ステップ 2 シャーシ上の論理デバイスの詳細を表示します。
Firepower /ssa # showlogical-device

ステップ 3 削除する論理デバイスごとに、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を表示します。
Firepower /ssa # showapp-instance

ステップ 5 削除するアプリケーションごとに、次のコマンドを入力します。

a) Firepower /ssa # scopeslotslot_number
b) Firepower /ssa/slot # deleteapp-instanceapplication_name
c) Firepower /ssa/slot # exit

ステップ 6 設定をコミットします。
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットします。
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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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第 10 章

コンフィギュレーションのインポート/エク
スポート

• コンフィギュレーションのインポート/エクスポートについて, 123 ページ

• コンフィギュレーションファイルのエクスポート, 124 ページ

• コンフィギュレーションファイルのインポート, 124 ページ

コンフィギュレーションのインポート/エクスポートにつ
いて

FXOSシャーシの論理デバイスとプラットフォームのコンフィギュレーション設定を含む XML
ファイルをリモートサーバにエクスポートする構成エクスポート機能を使用できます。そのコン

フィギュレーションファイルを後でインポートして FXOSシャーシに迅速にコンフィギュレー
ション設定を適用し、よくわかっている構成に戻したり、システム障害から回復させたりするこ

とができます。

注意事項および制約事項

•コンフィギュレーションファイルの内容は、修正しないでください。コンフィギュレーショ
ンファイルが変更されると、そのファイルを使用するコンフィギュレーションインポート

が失敗する可能性があります。

•用途別のコンフィギュレーション設定は、コンフィギュレーションファイルに含まれていま
せん。用途別の設定やコンフィギュレーションを管理するには、アプリケーションが提供す

るコンフィギュレーションバックアップツールを使用する必要があります。

• FXOSシャーシへのコンフィギュレーションのインポート時、FXOSシャーシのすべての既
存のコンフィギュレーション（論理デバイスを含む）は削除され、インポートファイルに含

まれるコンフィギュレーションに完全に置き換えられます。
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•コンフィギュレーションファイルのエクスポート元と同じ FXOSシャーシだけにコンフィ
ギュレーションファイルをインポートすることをお勧めします。

•インポート先のFXOSシャーシのプラットフォームソフトウェアバージョンは、エクスポー
トしたときと同じバージョンになるはずです。異なる場合は、インポート操作の成功は保証

されません。シスコは、FXOSシャーシをアップグレードしたりダウングレードしたりする
たびにバックアップ設定をエクスポートすることを推奨します。

•インポート先の FXOSシャーシでは、エクスポートしたときと同じスロットに同じネット
ワークモジュールがインストールされている必要があります。

•インポート先のFXOSシャーシでは、インポートするエクスポートファイルに定義されてい
るすべての論理デバイスに、正しいソフトウェアアプリケーションイメージがインストー

ルされている必要があります。

•インポートするコンフィギュレーションファイルに、そのアプリケーションにエンドユーザ
ライセンス契約書（EULA）がある論理デバイスが含まれていると、コンフィギュレーショ
ンをインポートする前に、そのアプリケーションの EULAが FXOSシャーシで受け入れられ
ている必要があります。受け入れられていない場合、操作は失敗します。

•既存のバックアップファイルが上書きされるのを回避するには、バックアップ操作時にファ
イル名を変更するか、既存のファイルを別の場所にコピーしてください。

コンフィギュレーションファイルのエクスポート
エクスポート設定機能を使用して、FXOSシャーシの論理デバイスとプラットフォーム構成設定
を含む XMLファイルをリモートサーバまたはにエクスポートします。

エクスポート機能の使用に関する重要な情報については、「コンフィギュレーションのインポー

ト/エクスポートについて」を参照してください。

手順

コンフィギュレーションファイルのインポート
設定のインポート機能を使用して、FXOSシャーシからエクスポートした構成設定を適用できま
す。この機能を使用して、既知の良好な構成に戻したり、システム障害を解決したりできます。

インポート機能の使用に関する重要な情報については、「コンフィギュレーションのインポート/
エクスポートについて」を参照してください。

手順
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第 11 章

パケットキャプチャ

• パケットキャプチャについて, 125 ページ

• パケットキャプチャセッションの作成または編集, 127 ページ

• パケットキャプチャのためのフィルタの設定, 128 ページ

• パケットキャプチャセッションの開始または停止, 130 ページ

• パケットキャプチャファイルのダウンロード, 131 ページ

パケットキャプチャについて
パケットキャプチャツールは、接続と設定の問題のデバッグや、FXOSシャーシを通過するトラ
フィックフローの理解に使用する貴重な資産です。パケットキャプチャツールを使用すると、

特定の顧客側のポートまたは FXOSシャーシのアプリケーションポートを通過するトラフィック
のログを記録できます。

複数のパケットキャプチャセッションを作成でき、各セッションで複数のポートのトラフィック

をキャプチャできます。パケットキャプチャセッションに含まれる各ポート用に、個別のパケッ

トキャプチャ（PCAP）ファイルが作成されます。

バックプレーンポートマッピング

FXOSシャーシでは、内部バックプレーンポートに次のマッピングポートを使用します。

説明ポートマッピングセキュリティモジュール

Internal-Data0/0Ethernet1/9セキュリティモジュール 1/セ
キュリティエンジン

Internal-Data0/1Ethernet1/10セキュリティモジュール 1/セ
キュリティエンジン

Internal-Data0/0Ethernet1/11セキュリティモジュール 2
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説明ポートマッピングセキュリティモジュール

Internal-Data0/1Ethernet1/12セキュリティモジュール 2

Internal-Data0/0Ethernet1/13セキュリティモジュール 3

Internal-Data0/1Ethernet1/14セキュリティモジュール 3

注意事項と制約事項

パケットキャプチャツールには、次の制限事項があります。

•キャプチャできるのは最大 100 Mbpsまでです。

•パケットキャプチャセッションの使用に使用可能な十分な記憶域がなくても、パケットキャ
プチャセッションを作成できます。パケットキャプチャセッションを開始する前に、使用

可能な十分な記憶域があることを確認する必要があります。

•複数のアクティブなパケットキャプチャセッションはサポートされません。

•送信元または宛先 IPv6アドレスに基づいてフィルタするオプションはありません。

•内部スイッチの入力の段階でのみキャプチャされます。

•内部スイッチが認識できないパケット（セキュリティグループタグ、ネットワークサービ
スヘッダーパケットなど）にはフィルタの効果がありません。

•抽象化はサポートされません（ポートチャネル、サービスチェーンなど）。

ポートチャネルのトラフィックのキャプチャはサポートされていませんが、

パケットキャプチャセッションにポートチャネルを構成する個々のメンバー

ポートを含めることができます。パケットキャプチャツールは、メンバー

ポートごとに別のパケットキャプチャファイルを作成します。

（注）

•キャプチャセッションがアクティブな間は、PCAPファイルをコピーしたり、エクスポート
できません。

•パケットキャプチャセッションを削除すると、そのセッションに関連するすべてのパケッ
トキャプチャファイルも削除されます。
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パケットキャプチャセッションの作成または編集

手順

ステップ 1 パケットキャプチャモードを開始します。
fxos-chassis # scope packet-capture

ステップ 2 新しいパケットキャプチャセッションを作成するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture # create session session_name

既存のパケットキャプチャセッションを編集するには、次の操作を行います。

fxos-chassis /packet-capture # enter session session_name

ステップ 3 このパケットキャプチャセッションに使用するバッファサイズを指定します。
fxos-chassis /packet-capture/session # set session-memory-usage session_size_in_megabytes

指定するバッファサイズは 256～ 2048 MBにする必要があります。

ステップ 4 このパケットキャプチャセッションに含める必要があるポートを指定します。複数のポートから

キャプチャしたり、顧客側ポートやアプリケーションポートの両方から同じパケットキャプチャ

セッション中に取得することができます。別のパケットキャプチャファイルがセッションに含ま

れる各ポート用に作成されます。

パケットキャプチャセッションからポートを削除するには、次に示すコマンドでcreate
の代わりに deleteを使用します。

（注）

a) 顧客側のポートを追加するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture/session* # create {phy-port | phy-aggr-port} port_name

phy-portでは、port_nameの構文は Ethernet<slot_id>/<port_id>または Port-Channel<number>
です。ブレークアウトケーブル（phy-aggr-port）では、port_nameの構文は
Ethernet<slot_id>/<port_id>/<breakout_port_id>です。

b) アプリケーションポートを追加するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture/session* # create app_port security_module_slot_id link_name interface_name
app_name

c) 必要に応じて上記のステップを繰り返して必要なポートを追加します。

ステップ 5 キャプチャしたトラフィックをフィルタリングするには、次の操作を行います。

パケットキャプチャセッションに含まれるインターフェイスのいずれかにフィルタを適用できま

す。フィルタの作成方法については、パケットキャプチャのためのフィルタの設定, （128ペー
ジ）を参照してください。

a) フィルタを適用するインターフェイスの範囲を入力します。
fxos-chassis /packet-capture/session* # scope {phy-port | phy-aggr-port} port_name

scope phy-port Ethernet<slot_id>/<port_id>
or
scope phy-aggr-port Ethernet<slot_id>/<port_id>/<breakout_port_id>
or
scope <security_module_slot_id> <link_name> <interface_name> <app_name>
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b) 目的のフィルタを適用するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture/session/{phy-port|phy-aggr-port|app-port}* # set {source-filter} filtername

ポートからフィルタを削除するには、set source-filter ""を使用しま
す。

（注）

c) 追加のフィルタを適用するには、必要に応じて上記のステップを繰り返します。

ステップ 6 パケットキャプチャセッションをすぐに開始するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture/session* # enable

新しく作成したパケットキャプチャセッションはデフォルトでは無効になっています。セッショ

ンを明示的に有効にすると、変更がコミットされたときにパケットキャプチャセッションがアク

ティブになります。別のセッションがすでにアクティブになっている場合、セッションを有効に

するとエラーが生成されます。このセッションを有効にする前に、すでにアクティブなパケット

キャプチャセッションを無効にする必要があります。

ステップ 7 トランザクションをシステム設定にコミットします。
fxos-chassis /packet-capture/session* # commit-buffer

パケットキャプチャセッションを有効にすると、システムはパケットのキャプチャを開始しま

す。セッションから PCAPファイルをダウンロードする前にキャプチャを停止する必要がありま
す。

fxos-chassis# scope packet-capture
fxos-chassis packet-capture # create session asa1inside
fxos-chassis packet-capture/session # set session-memory-usage 256
fxos-chassis packet-capture/session* # create phy-port Ethernet3/1
fxos-chassis packet-capture/session* # create phy-aggr-port Ethernet2/1/1
fxos-chassis packet-capture/session* # create app-port 1 link1 Ethernet 1/1 asa
fxos-chassis packet-capture/session* # create filter interface1vlan100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set ivlan 100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcIP 6.6.6.6
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcPort 80
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destIP 10.10.10.10
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destPort 5050
fxos-chassis packet-capture/filter* # exit
fxos-chassis packet-capture/session* # scope phy-port Ethernet3/1
fxos-chassis packet-capture/session/phy-port* # set src-filter interface1vlan100
fxos-chassis packet-capture/session/phy-port* # exit
fxos-chassis packet-capture/session* # scope app-port 1 link1 Ethernet1/1 asa
fxos-chassis packet-capture/session/app-port* # set src-filter interface1vlan100
fxos-chassis packet-capture/session/app-port* # exit
fxos-chassis packet-capture/session* # enable
fxos-chassis packet-capture/session* # commit-buffer
fxos-chassis packet-capture/session #

パケットキャプチャのためのフィルタの設定
パケットキャプチャセッションに含まれるトラフィックを制限するためにフィルタを作成できま

す。パケットキャプチャセッションの作成中にどのインターフェイスが特定のフィルタを使用す

るかを選択できます。
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現在実行中のパケットキャプチャセッションに適用されているフィルタを変更または削除す

る場合、そのセッションを無効にしてから再度有効にするまでは実行されません。

（注）

手順

ステップ 1 パケットキャプチャモードを開始します。
fxos-chassis # scope packet-capture

ステップ 2 新しいソフトウェアキャプチャフィルタを作成するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture # create filter filter_name

既存のパケットキャプチャフィルタを編集するには、次の操作を行います。

fxos-chassis /packet-capture # enter filter filter_name

既存のパケットキャプチャフィルタを削除するには、次の操作を行います。

fxos-chassis /packet-capture # delete filter filter_name

ステップ 3 1つ以上のフィルタプロパティを設定することによってフィルタの詳細を指定します。
fxos-chassis /packet-capture/filter* # set <filterprop filterprop_value

表 5：サポートされるフィルタプロパティ

内部 VLAN ID（ポート入力時のパケットの
VLAN）

ivlan

外部VLAN ID（FXOSシャーシによって追加さ
れた VLAN）

ovlan

送信元 IPアドレス（IPv4）srcIP

宛先 IPアドレス（IPv4）destIP

送信元ポート番号srcPort

宛先ポート番号destPort

IPプロトコル（IANAによって定義される 10
進形式のプロトコル値）

protocol

イーサネットプロトコルタイプ（IANAによっ
て定義される 10進形式のイーサネットプロト
コルタイプ値。たとえば、IPv4 = 2048、IPv6 =
34525、ARP = 2054、SGT = 35081）

Ethertype

送信元MACアドレスsrcMac
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宛先MACアドレスdestMac

fxos-chassis# scope packet-capture
fxos-chassis packet-capture # create filter interface1vlan100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set ivlan 100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcIP 6.6.6.6
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcPort 80
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destIP 10.10.10.10
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destPort 5050
fxos-chassis packet-capture/filter* # commit-buffer

パケットキャプチャセッションの開始または停止

手順

ステップ 1 パケットキャプチャモードを開始します。
fxos-chassis # scope packet-capture

ステップ 2 停止または開始するパケットキャプチャセッションの範囲を入力します。
fxos-chassis /packet-capture # enter session session_name

ステップ 3 パケットキャプチャセッションを開始するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture/session* # enable [append | overwrite]

別のセッションの実行中は、パケットキャプチャセッションを開始できませ

ん。

（注）

パケットキャプチャセッションの実行中は、トラフィックをキャプチャするにつれて個々のPCAP
ファイルのファイルサイズが増加します。バッファのサイズ制限に達すると、システムがパケッ

トの廃棄を開始し、廃棄カウントフィールドの値が増加します。

ステップ 4 パケットキャプチャセッションを停止するには、次の操作を行います。
fxos-chassis /packet-capture/session* # disable

ステップ 5 トランザクションをシステム設定にコミットします。
fxos-chassis /packet-capture/session* # commit-buffer

パケットキャプチャセッションを有効にすると、セッションに含まれるインターフェイスのPCAP
ファイルがトラフィックの収集を開始します。セッションがセッションデータを上書きするよう

に設定されている場合、既存の PCAPデータは消去されます。そうでない場合、データは（もし
あれば）既存のファイルに追加されます。

fxos-chassis# scope packet-capture
fxos-chassis packet-capture # scope session asa1inside
fxos-chassis packet-capture/session # enable append
fxos-chassis packet-capture/session* # commit-buffer
fxos-chassis packet-capture/session #
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パケットキャプチャファイルのダウンロード
セッションからローカルコンピュータにパケットキャプチャ（PCAP）ファイルをダウンロード
できます。これでネットワークパケットアナライザを使用して分析できるようになります。

PCAPファイルは workspace://packet-captureディレクトリに保存されており、以下の命
名規則を使用します。

workspace://packet-capture/session-<id>/<session-name>-<interface-name>.pcap

手順

FXOSシャーシから PCAPファイルをコピーするには、次の操作を行います。
セッションから PCAPファイルをダウンロードする前にパケットキャプチャセッショ
ンを停止する必要があります。

（注）

a) ローカル管理に接続します。
fxos-chassis # connect localmgmt

b) PCAPファイルをコピーします。
# copy pcap_file copy_destination

fxos-chassis# connect localmgmt
# copy workspace:/packet-capture/session-1/test-ethernet-1-1-0.pcap
scp://user@10.10.10.1:/workspace/
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