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FXOS セキュリティモジュール/セキュリティエンジンに
ついて

Firepower Chassis Managerの [SecurityModules/Security Engine]ページから、セキュリティモジュー
ル/エンジンのステータスを表示したり、セキュリティモジュール/エンジンに対してさまざまな
機能を実行したりできます。

[Security Modules/Security Engine]ページに次の情報が表示されます。

• [Hardware State]：セキュリティモジュール/エンジンのハードウェアの状態を表示します。

◦ [Up]：セキュリティモジュール/エンジンに正常に電源が投入され、ハードウェア障害
は見られません。

◦ [Booting Up]：セキュリティモジュール/エンジンに電源投入中です。

◦ [Down]：セキュリティモジュール/エンジンに電源が投入されていないか、ハードウェ
ア障害によってセキュリティモジュール/エンジンが正常に起動できません。

◦ [Unassociated]：セキュリティモジュール/エンジンには、関連付けられている論理デバ
イスがありません。
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◦ [Mismatch]：セキュリティモジュールが使用停止となっているか、新しいセキュリティ
モジュールがスロットにインストールされていませんでした。再稼働または確認応答機

能を使用して、セキュリティモジュールを機能している状態に戻します。

• [Service State]：セキュリティモジュール/エンジンのソフトウェアの状態を表示します。

◦ [Not-available]：セキュリティモジュールはシャーシのスロットから取り外されていま
す。セキュリティモジュールを再度取り付けて、通常の動作状態に戻します。

◦ [Offline]：セキュリティモジュール/エンジンはインストールされていますが、使用が停
止されて電源がオフになっているか、この時点では電源投入中になっています。

◦ [Online]：セキュリティモジュール/エンジンはインストールされており、通常の動作
モードになっています。

◦ [Not Responding]：セキュリティモジュール/エンジンは応答不能です。

◦ [Token Mismatch]：以前に設定したもの以外のセキュリティモジュールがシャーシス
ロットにインストールされていることを示します。これは、ソフトウェアのインストー

ルエラーが原因である可能性もあります。再初期化機能を使用して、セキュリティモ

ジュールを機能している状態に戻します。

◦ [Online]：セキュリティモジュール/エンジンは障害状態にあります。障害状態の原因に
ついての詳細情報を得るには、システム障害リストを確認してください。

• [Power]：セキュリティモジュール/エンジンの電源ステータスを表示します。

◦ [On]：[Power off/on]機能を使用して、セキュリティモジュール/エンジンの電源ステー
タスを切り替えます。

◦ [Off]：[Power off/on]機能を使用して、セキュリティモジュール/エンジンの電源ステー
タスを切り替えます。

• [Application]：セキュリティモジュール/エンジンにインストールされている論理デバイスの
タイプを表示します。

Firepower Chassis Managerの [SecurityModules/Security Engine]ページから、セキュリティモジュー
ル/エンジンに対して次の機能を実行できます。

• [Decommission/Recommission]（セキュリティモジュールのみ）：セキュリティモジュールを
使用停止にすると、セキュリティモジュールはメンテナンスモードに設定されます。また、

特定の障害状態を修正するために、セキュリティモジュールを使用停止にしてから再稼働す

ることもできます。セキュリティモジュールの使用停止/再稼働, （3ページ）を参照して
ください。

• [Acknowledge]：新たにインストールされたセキュリティモジュールをオンラインにします。
セキュリティモジュール/エンジンの確認応答, （4ページ）を参照してください。

• [Power Cycle]：セキュリティモジュール/エンジンを再起動します。セキュリティモジュー
ル/エンジンのリセット, （4ページ）を参照してください。
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• [Reinitialize]：セキュリティモジュール/エンジンのハードディスクを再フォーマットし、導
入済みのすべてのアプリケーションや設定をセキュリティモジュール/エンジンから削除し、
システムを再起動します。論理デバイスがセキュリティモジュール/エンジンに設定されて
いる場合は、再初期化が完了すると、Firepower eXtensibleOperating Systemはアプリケーショ
ンソフトウェアをインストールし、論理デバイスを再度導入し、アプリケーションを自動的

に起動します。セキュリティモジュール/エンジンの再初期化, （5ページ）を参照してく
ださい。

セキュリティモジュール/エンジンのすべてのアプリケーションデータが再初
期化時に削除されます。セキュリティモジュール/エンジンを再初期化する前
に、すべてのアプリケーションデータをバックアップしておいてください。

警告

• [Power off/on]：セキュリティモジュール/エンジンの電源状態を切り替えます。インストール
されているモジュール/エンジンの電源オン/オフ, （5ページ）を参照してください。

セキュリティモジュールの使用停止/再稼働
セキュリティモジュールを使用停止にすると、セキュリティモジュールオブジェクトが設定か

ら削除され、そのセキュリティモジュールは管理対象外になります。セキュリティモジュール上

で実行していた論理デバイスやソフトウェアは非アクティブになります。

セキュリティモジュールの使用を一時的に中止する場合に、セキュリティモジュールを使用停止

にできます。また、セキュリティモジュールを再起動してもエラー状態が修正されない場合は、

使用停止を試してから、セキュリティモジュールを再稼働させることで、セキュリティモジュー

ルを再初期化しなくてもエラー状態を修正できるかどうかを確認できます。

手順

ステップ 1 [Security Modules]を選択して、[Security Modules]ページを開きます。
ステップ 2 セキュリティモジュールを使用停止にするには、そのセキュリティモジュールの [Decommission]

をクリックします。

セキュリティモジュールを再稼働にするには、そのセキュリティモジュールの [Recommission]を
クリックします。

ステップ 3 [Yes]をクリックして、指定したセキュリティモジュールを使用停止または再稼働することを確
認します。
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セキュリティモジュール/エンジンの確認応答
新しいセキュリティモジュールがシャーシに取り付けられた後、セキュリティモジュールを確認

応答してからでなければ、そのモジュールを使用することはできません。

セキュリティモジュールのステータスが [mismatch]または [token mismatch]として示されている
場合、スロットに取り付けたセキュリティモジュールのデータが、そのスロットに以前インス

トールされたデータと一致していないことを意味します。セキュリティモジュールに既存のデー

タがあり、新しいスロットでそのデータを使用する（つまり、そのセキュリティモジュールは不

注意で誤ったスロットに取り付けられたのではない）場合は、論理デバイスを展開する前に、セ

キュリティモジュールを再初期化する必要があります。

手順

ステップ 1 [Security Modules/Security Engine]を選択して、[Security Modules/Security Engine]ページを開きま
す。

ステップ 2 確認応答するセキュリティモジュール/エンジンの [Acknowledge]をクリックします。
ステップ 3 [Yes]をクリックして、指定したセキュリティモジュール/エンジンに確認応答することを確認し

ます。

セキュリティモジュール/エンジンのリセット
セキュリティモジュール/エンジンの電源の再投入を行うには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 [Security Modules/Security Engine]を選択して、[Security Modules/Security Engine]ページを開きま
す。

ステップ 2 リセットするセキュリティモジュール/エンジンの [Power Cycle]をクリックします。
ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• [Safe Power Cycle]をクリックして、システムに、指定のセキュリティモジュール/エンジン
をリセットする前に、セキュリティモジュール/エンジンで実行するアプリケーションが
シャットダウンするのを最大で 5分間待機させます。

•システムに、指定のセキュリティモジュール/エンジンの電源をすぐにリセットさせるには、
[Power Cycle Immediately]をクリックします。

   Cisco FXOS Firepower Chassis Manager 2.2(1) コンフィギュレーションガイド
4

セキュリティモジュール/エンジン管理
セキュリティモジュール/エンジンの確認応答



セキュリティモジュール/エンジンの再初期化
セキュリティモジュール/エンジンを再初期化すると、セキュリティモジュール/エンジンのハー
ドディスクがフォーマットされ、インストールされているすべてのアプリケーションインスタン

ス、設定、およびデータが削除されます。論理デバイスがセキュリティモジュール/エンジンに設
定されている場合は、再初期化が完了すると、Firepower eXtensible Operating Systemはアプリケー
ションソフトウェアをインストールし、論理デバイスを再度導入し、アプリケーションを自動的

に起動します。

セキュリティモジュール/エンジンのすべてのアプリケーションデータが再初期化時に削除さ
れます。セキュリティモジュール/エンジンを再初期化する前に、すべてのアプリケーション
データをバックアップしておいてください。

警告

手順

ステップ 1 [Security Modules/Security Engine]を選択して、[Security Modules/Security Engine]ページを開きま
す。

ステップ 2 再初期化するセキュリティモジュール/エンジンの [Reinitialize]をクリックします。
ステップ 3 [Yes]をクリックして、指定したセキュリティモジュール/エンジンを再初期化することを確認し

ます。

セキュリティモジュール/エンジンが再起動し、そのセキュリティモジュールのすべてのデータ
が削除されます。このプロセスには数分かかることがあります。

インストールされているモジュール/エンジンの電源オン/
オフ

セキュリティモジュールまたはネットワークモジュールの電源をオン/オフにするには、次の手
順に従います。

手順

ステップ 1 [Security Modules/Security Engine]を選択して、[Security Modules/Security Engine]ページを開きま
す。

ステップ 2 セキュリティモジュール/エンジンの電源をオフにするには、次のようにします。
a) そのセキュリティモジュール/エンジンの [Power off]をクリックします。
b) 次のいずれかを実行します。
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• [Safe Power Off]をクリックして、システムに、指定のセキュリティモジュール/エンジン
の電源をオフにする前に、セキュリティモジュール/エンジンで実行するアプリケーショ
ンがシャットダウンするのを最大で 5分間待機させます。

•システムに、指定のセキュリティモジュール/エンジンの電源をすぐにオフにさせるには、
[Power Off Immediately]をクリックします。

ステップ 3 セキュリティモジュール/エンジンの電源をオンにするには、次のようにします。
a) そのセキュリティモジュール/エンジンの [Power on]をクリックします。
b) [Yes]をクリックして、指定したセキュリティモジュール/エンジンの電源をオンにすることを
確認します。
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