
管理対象デバイスの設定

管理対象デバイスの設定は、デバイスを FirepowerManagement Centerに追加してそのインター
フェイスをセットアップすることを意味します。

• Firepower Management Centerに管理対象デバイスを追加する（1ページ）
•管理対象デバイスのインターフェイスの設定（3ページ）
•スタティックルートの追加（5ページ）
• NATポリシーの追加（6ページ）

Firepower Management Centerに管理対象デバイスを追加
する

管理対象デバイスとして Firepower Threat Defenseを追加した後に、FirepowerManagement Center
を使用してその詳細を設定します。

始める前に

初めに、次のタスクを完了する必要があります。

• Firepower Management Centerをネットワークに接続する

•管理対象デバイスをネットワークに接続する

• Firepower Management Centerの設定

ステップ 1 Firepower Management Centerで、[Devices] > [Device Management]をクリックします。

ステップ 2 [Add] > [Device]をクリックします。
次の図に示された情報を入力します。
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ステップ 3 [Access Control Policy]リストで、[Create New Policy]をクリックします。

ステップ 4 次の図に示すように、[NewPolicy]ダイアログボックスで名前を入力し、必要に応じてポリシーの説明を入
力して、[Block all traffic]をクリックします（後でデフォルトのポリシーアクションを変更します）。

ステップ 5 [Save]をクリックします。

ステップ 6 [Add Device]ダイアログボックスで、[Smart Licensing]セクションのすべてのチェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 7 [Transfer Packets]をオンにします。

ステップ 8 [Register]をクリックして、デバイスの検出と登録が完了するまで待機します。
デバイスが追加されると、次のページが表示されます。
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次のタスク

管理対象デバイスのインターフェイスの設定（3ページ）を参照してください。

管理対象デバイスのインターフェイスの設定
このタスクは、管理対象デバイスの内部インターフェイスと外部インターフェイスに IPアド
レスとサブネットマスクを設定する方法を示します。ネットワーク構成図の例ネットワークの

セットアップについてを参照してください。

始める前に

管理対象デバイスのインターフェイスの設定（3ページ）を参照してください。

ステップ 1 Firepower Management Centerで、[Devices] > [Device Management]をクリックします。

ステップ 2 管理対象デバイスの横にある （編集）をクリックします。

[Interfaces]タブが表示されます。

ステップ 3 [gigabitethernet0/0]の横にある （編集）をクリックして、内部インターフェイスを設定します。

ステップ 4 [Mode]リストで、[None]をクリックします。

ステップ 5 [Enabled]をオンにします。

ステップ 6 [Name]フィールドに insideと入力します。

ステップ 7 [Security Zone]リストで [New]をクリックします。

ステップ 8 [New Security Zone]ダイアログボックスで insidezoneと入力し、[OK]をクリックします。

ステップ 9 [IPv4]タブをクリックします。

ステップ 10 [IP Type]リストで [Use static IP]をクリックします。

ステップ 11 [IP Address]フィールドに 10.10.1.1/24と入力します。

次の図は例を示しています。
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ステップ 12 [OK]をクリックします。

ステップ 13 以上のタスクを繰り返して、残りのインターフェイスを次のように設定します。

a) [Name]：outside

[Interface]： GigabitEthernet0/1

[Security Zone]：outsidezone

[IPV4 Address]：209.165.200.255/16

管理しているデバイスのタイプに応じて、インターフェイスはこのガイドの例とは異なって識

別される場合があります。たとえば、仮想管理対象デバイスには、gigabitethernet0/0、
GigabitEthernet0/1などと番号付けされたインターフェイスがあります。Firepower Threat Defense
4100または 9300シリーズデバイスには、ethernet1/1、Ethernet2/1、Ethernet3/1などと番号付け
されたインターフェイスがあります。

（注）

ステップ 14 ページの上部にある [保存（Save）]をクリックします。
インターフェイスは、次のように表示されます。
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次のタスク

スタティックルートの追加（5ページ）を参照してください。

スタティックルートの追加
スタティックルートは、マッピングされたリソースにネットワークトラフィックを直接移動

させる1ホップのルートです。この場合は、外部ゲートウェイです。スタティックルートをこ
のような単純なネットワークでセットアップすることをお勧めします。

スタティックルーティングとダイナミックルーティングの詳細については、「SupportedRoute
Types（サポートされるルートタイプ）」を参照してください。

ステップ 1 Firepower Management Centerで、[デバイス（Devices）] > [デバイス管理（Device Management）]をクリッ
クします。

ステップ 2 管理対象デバイスの横にある （編集）をクリックします。

ステップ 3 [ルーティング（Routing）]タブをクリックします。

ステップ 4 [Static Route]をクリックします。

ステップ 5 [ルートを追加（Add Route）]をクリックします。

ステップ 6 [Add Static Route Configuration]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

インターフェイス

outsideをクリックします。
使用可能なネットワーク

[Selected Networks]に any-ipv4を追加します。
ゲートウェイ

（追加）をクリックして、 [Name]でゲートウェイの名前をoutsidegatewayに指定し、[Network]の値を
209.165.200.254に指定します。

次の図は例を示しています。

管理対象デバイスの設定

5

管理対象デバイスの設定

スタティックルートの追加

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/routing_overview_for_firepower_threat_defense.html?bookSearch=true#ID-2101-0000000e
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/routing_overview_for_firepower_threat_defense.html?bookSearch=true#ID-2101-0000000e


ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 ページの上部にある [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

NATポリシーの追加（6ページ）を参照してください。

NATポリシーの追加
管理対象デバイスは、NATを使用して内部のルーティング不可 IPアドレス（10.10.2.1など）
とインターネット間の通信を可能にしています。ルーティング可能なパブリック IPアドレス
には限りがあるため、NATを使用しない場合は使用できる IPアドレスが厳しく制限される可
能性があります。このタスクでセットアップする NATポリシーは、パケットを内部インター
フェイスから外部インターフェイスに転送します。

NATの詳細については、「Why Use NAT?（NATを使用する理由）」を参照してください。
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ステップ 1 Firepower Management Centerで、 [Devices] > [NAT]をクリックします。

ステップ 2 [New Policy] > [Threat Defense NAT]をクリックします。

ステップ 3 [New Policy]ダイアログボックスに、次の情報を入力します。

[名前（Name）]
Inside-Outside-NATと入力します。

説明

任意で説明を入力します。

[選択されたデバイス（Selected Devices）]
[Selected Devices]に 10.10.2.45を追加します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 ページが更新されたら、[Add Rule]をクリックします。

ステップ 6 [Interface Object]タブをクリックします。

ステップ 7 以前に作成したセキュリティゾーンを、次のように送信元インターフェイスオブジェクトおよび宛先イ

ンターフェイスオブジェクトとして追加します。

ステップ 8 [Translation]タブをクリックします。

ステップ 9 [Original Source]の横にある （追加）をクリックします。

ステップ 10 [New Network Objects]ダイアログボックスに、次の情報を入力します。

[名前（Name）]
insidesubnetと入力します。

説明

任意で説明を入力します。

ネットワーク

10.10.2.0/24と入力します。

ステップ 11 [Translated Source]リストで、[Destination Interface IP]をクリックします。
次の図は、[Add a NAT Rule]ダイアログボックスの例を示しています。
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ステップ 12 [OK]をクリックします。

ステップ 13 ページの上部にある [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 14 変更を展開します。

a) ページの上部にある [Deploy]をクリックします。
b) オプションデバイスを展開して、変更する内容を表示します。
c) デバイスの左にあるチェックボックスをオンにします。
次の図は例を示しています。
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d) [展開（Deploy）]をクリックします。
e) 変更内容が展開されるのを待機します。展開には数分かかることがあります。展開の進行状況を示
すメッセージが表示されます。

次のタスク

システムのテストを参照してください。
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