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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）
• シャーシ ヘルスのモニタリング （1 ページ）

Firepower セキュリティ アプライアンスについて
Cisco Firepower 4100/9300 シャーシ は、ネットワークおよびコンテンツ セキュリティ ソリュー
ションの次世代プラットフォームです。Firepower 4100/9300 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であり、
拡張性、一貫性のある制御、シンプルな管理を実現するために構築された、俊敏でオープン、
かつセキュアなプラットフォームを提供します。
Firepower 4100/9300 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 インターフェイスによって、現在のシャー
シ ステータスが効率良く視覚的に表示され、シャーシの機能は簡単に設定できます。
• FXOS CLI：機能の設定、シャーシ ステータスのモニタリング、および高度なトラブル
シューティング機能へのアクセスを行うコマンド ベースのインターフェイスを提供しま
す。
• FXOS REST API：ユーザがシャーシをプログラムを使用して設定し、管理できます。

シャーシ ヘルスのモニタリング
show environment summary コマンドを使用して、Firepower 4100/9300 シャーシの全体的な健
全性を示す以下の情報を表示できます。
• 合計電力消費量（Total Power Consumption）：消費される合計電力（ワット単位）。
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Firepower セキュリティ アプライアンスの概要
シャーシ ヘルスのモニタリング

• 室内温度（Inlet Temperature）：周囲システム温度（摂氏単位）。
• CPU 温度（CPU Temperature）：プロセッサの温度（摂氏単位）。
• 電源タイプ（Power Supply Type）：AC または DC。
• 電源入力フィード ステータス（Power Supply Input Feed Status）：入力ステータス（[Ok]、
[Fault]）。
• 電源出力ステータス（Power Supply Output Status）：12 V 出力ステータス（[Ok]、[Fault]）。
• 電源の総合ステータス（Power Supply Overall Status）：PSU の総合的なヘルス（動作可能、
取り外し済み、温度の問題）。
• ファン速度 RPM（Fan Speed RPM）：1 つのファン トレイにある両方のファンのうち最も
高い RPM。
• ファン速度ステータス（Fan Speed Status）：ファン速度（[Slow]、[Ok]、[High]、
[Critical]）。
• ファンの総合ステータス（Fan Overall Status）：ファンの総合的なヘルス（動作可能、取
り外し済み、温度の問題）
• ブレード合計電力消費量（Blade Total power consumption）：セキュリティ モジュール/エ
ンジンで消費される合計電力（ワット単位）。
• ブレード プロセッサ温度（Blade Processor Temperature）：セキュリティ モジュール/エン
ジンに搭載のプロセッサの中で最も高い温度（摂氏単位）。
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）を参照）。
ステップ 2 シャーシ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope chassis 1
ステップ 3 シャーシのヘルスの概要を表示するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /chassis # show environment summary

例
Firepower-chassis# scope chassis 1
Firepower-chassis /chassis # show environment summary
Chassis INFO :
Total Power Consumption: 638.000000
Inlet Temperature (C): 32.000000
CPU Temperature (C): 47.000000
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Firepower セキュリティ アプライアンスの概要
シャーシ ヘルスのモニタリング

Last updated Time: 2017-01-05T23:34:39.115
PSU 1:
Type: AC
Input Feed Status: Ok
12v Output Status: Ok
Overall Status: Operable
PSU 2:
Type: AC
Input Feed Status: Ok
12v Output Status: Ok
Overall Status: Operable
FAN 1
Fan Speed RPM (RPM): 3168
Speed Status: Ok
Overall Status: Operable
FAN 2
Fan Speed RPM (RPM): 3388
Speed Status: Ok
Overall Status: Operable
FAN 3
Fan Speed RPM (RPM): 3168
Speed Status: Ok
Overall Status: Operable
FAN 4
Fan Speed RPM (RPM): 3212
Speed Status: Ok
Overall Status: Operable
BLADE 1:
Total Power Consumption: 216.000000
Processor Temperature (C): 58.000000
BLADE 2:
Total Power Consumption: 222.000000
Processor Temperature (C): 62.500000
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Firepower セキュリティ アプライアンスの概要
シャーシ ヘルスのモニタリング
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• 管理対象オブジェクト （5 ページ）
• コマンド モード （5 ページ）
• オブジェクト コマンド （8 ページ）
• コマンドの実行 （9 ページ）
• コマンド履歴 （9 ページ）
• 保留中のコマンドのコミット、破棄、表示 （9 ページ）
• CLI のインライン ヘルプ （10 ページ）
• CLI セッション制限 （10 ページ）

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

コマンド モード
CLI のコマンド モードは階層構造になっており、EXEC モードが階層の最上位となります。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、up 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。
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コマンド モード

（注）

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

モード名

アクセスに使用するコマンド

モード プロンプト

EXEC

任意のモードから top コマンド

#

アダプタ

EXEC モードから scope adapter コマ
ンド

/adapter #

ケーブル接続

EXEC モードから scope cabling コマン
ド

/cabling #

シャーシ

EXEC モードから scope chassis コマン
ド

/chassis #

イーサネット サーバ ドメ EXEC モードで scope eth-server コマ
イン
ンド（このコマンドとそのすべてのサ
ブコマンドは現在サポートされていま
せん）

/eth-server #

Ethernet uplink

EXEC モードから scope eth-uplink コ
マンド

/eth-uplink #

ファブリック インターコ
ネクト

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

/fabric-interconnect #

ファームウェア

EXEC モードから scope firmware コマ
ンド

/firmware #
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コマンド モード

モード名

アクセスに使用するコマンド

モード プロンプト

Host Ethernet interface

EXEC モードから scope host-eth-if コ
マンド

/host-eth-if #

（注）

このコマンドとそのすべて
のサブコマンドは、このレ
ベルではサポートされませ
ん。ホスト イーサネット イ
ンターフェイス コマンドは
/adapter # モードで使用で
きます。

ライセンス

EXEC モードから scope license コマン
ド

/license #

モニタリング

EXEC モードから scope monitoring コ
マンド

/monitoring #

マニュアルの構成

EXEC モードから scope org コマンド

/org #

パケット取り込み

EXEC モードで scope packet-capture
コマンド

/packet-capture #

セキュリティ

EXEC モードから scope security コマ
ンド

/security #

サーバ

EXEC モードから scope server コマン
ド

/server #

サービス プロファイル

EXEC モードから scope service-profile
コマンド

/service-profile #

（注）

サービス プロファイルを変
更したり、構成したりしな
いでください。つまり、
create、set、または delete サ
ブコマンド セットを使用し
ないでください。

SSA

EXEC モードから scope ssa コマンド

/ssa #

システム

EXEC モードから scope system コマン
ド

/system #
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オブジェクト コマンド

モード名

アクセスに使用するコマンド

モード プロンプト

仮想 HBA

EXEC モードから scope vhba コマンド

/vhba #

（注）

仮想 NIC

現在、このコマンドとその
すべてのサブコマンドはサ
ポートされていません。

EXEC モードから scope vnic コマンド

/vnic #

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

コマンド

動作

create object

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。

delete object

エラー メッセージが生成されます。

enter object

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。

scope object

エラー メッセージが生成されます。

表 3 : オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

コマンド

動作

create object

エラー メッセージが生成されます。
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コマンドの実行

コマンド

動作

delete object

オブジェクトが削除されます。

enter object

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。

scope object

オブジェクトのコンフィギュレーション モードが開始されま
す。

コマンドの実行
任意のモードで Tab キーを使用することで、コマンド入力を完了できます。コマンド名の一部
を入力して Tab キーを押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードや引数値
を入力する必要がある場所まで表示されます。

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表示され、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。
履歴を閲覧して適切なコマンドを再び呼び出し、Enter キーを押すことで、履歴内のコマンド
を再入力できます。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。

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

（注）

保留中のすべてのコマンドの有効性をチェックします。ただし、キュー登録済みコマンドがコ
ミット中に失敗した場合、残りのコマンドにも適用されます。失敗したコマンドはエラー メッ
セージで報告されます。
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コマンドが保留中の場合、コマンド プロンプトの前にアスタリスク（*）が表示されます。ア
スタリスクは、commit-buffer コマンドを入力すると消去されます。
次に、プロンプトがコマンド エントリのプロセス中に変わる例を示します。
Firepower# scope system
Firepower /system # scope services
Firepower /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
Firepower /system/services* # show configuration pending
scope services
+
create ntp-server 192.168.200.101
exit
Firepower /system/services* # commit-buffer
Firepower /system/services #

CLI のインライン ヘルプ
? 文字を入力すれば、いつでもコマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションを表示でき
ます。
プロンプトに何も入力せずに ? を入力すると、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て ? を入力すると、その時点のコマンド構文内の位置で
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
FXOS は、同時にアクティブにできる CLI セッションの数を合計で 32 セッションに制限しま
す。この値は設定可能です。
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• タスク フロー （11 ページ）
• 初期設定 （12 ページ）
• FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）

タスク フロー
次に、Firepower 4100/9300 シャーシ を設定する際に実行する必要がある基本的なタスクの手順
を示します。
手順

ステップ 1

Firepower 4100/9300 シャーシ ハードウェアを設定します（『Cisco Firepower Security Appliance
Hardware Installation Guide』を参照）。

ステップ 2

初期設定を完了します（初期設定 （12 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 （106 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 （152 ページ）を参照）。

ステップ 5

製品ライセンスを登録します（ASA のライセンス管理 （17 ページ）を参照）。

ステップ 6

ユーザを設定します（User Management （31 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 （55 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（Platform Settings （105 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 （163 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 （195 ページ）を参照）。
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初期設定
システムの設定と管理に Firepower Chassis Manager または FXOS CLI 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 Firepower 4100/9300 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。
Firepower 4100/9300 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。
始める前に
1.

Firepower 4100/9300 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。
• 1 Gbps 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 Firepower 4100/9300 シャーシの電源を入れます。
Firepower 4100/9300 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。
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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。
• 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 （31 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
• SSH アクセス用 IP ブロック アドレス
• SSH アクセス用 IPv4 または IPv6 ブロック ネットマスク
• HTTPS アクセス用 IP ブロック アドレス
• HTTPS アクセス用 IPv4 または IPv6 ブロック ネットマスク
• 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。

例
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
Do you want to configure IP block for ssh access? (yes/no) [y]: y
SSH IPv4 block netmask: 0.0.0.0
Do you want to configure IP block for https access? (yes/no) [y]: y
HTTPS IP block address: 0.0.0.0
HTTPS IPv4 block netmask: 0.0.0.0
Configure the DNS Server IP address (yes/no) [n]:y
DNS IP address: 20.10.20.10
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: y
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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
SSH Access Configured=yes
SSH IP Address=0.0.0.0
SSH IP Netmask=0.0.0.0
HTTPS Access Configured=yes
HTTPS IP Address=0.0.0.0
HTTPS IP Netmask=0.0.0.0
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
Do you want to configure IP block for ssh access? (yes/no) [y]: y
SSH IPv6 block netmask: 0.0.0.0
Do you want to configure IP block for https access? (yes/no) [y]: y
HTTPS IP block address: 0.0.0.0
HTTPS IPv6 block netmask: 0.0.0.0
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: y
DNS IP address: 2001::101
Configure the DNS Server IP address (yes/no) [n]:
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: y
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
SSH Access Configured=yes
SSH IP Address=0.0.0.0
SSH IP Netmask=0.0.0.0
HTTPS Access Configured=yes
HTTPS IP Address=0.0.0.0
HTTPS IP Netmask=0.0.0.0
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes
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FXOS CLIへのアクセス
FXOS CLIには、コンソール ポートに繋いだ端末を使って接続します。コンソール ポートに接
続しているコンピュータ端末（またはコンソール サーバ）でコンソール ポート パラメータが
次のとおりであることを確認します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット
SSH と Telnet を使用しても FXOS CLI に接続できます。Firepower eXtensible Operating System
は最大 8 つの SSH 接続を同時にサポートできます。SSH で接続するには、Firepower 4100/9300
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。

（注）

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

• ssh -l ucs-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} -l
ucs-auth-domain\\username
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\\jsmith
ssh 2001::1 -l ucs-example\\jsmith

• ssh ucs-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。

（注）

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
（115 ページ）を参照してください。
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• telnet ucs-UCSM-host-name ucs-auth-domain\username
telnet ucs-qa-10
login: ucs-ldap23\blradmin

• telnet ucs-{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：
• ucs-auth-domain\username でログインします。
Login as: ucs-example\jsmith

（注）

デフォルトの認証がローカルに設定され、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。
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章

ASA のライセンス管理
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。

（注）

このセクションは、Firepower 4100/9300 シャーシ上の ASA 論理デバイスにのみ該当します。
Firepower Threat Defense 論理デバイスのライセンスの詳細については、『Firepower Management
Center Configuration Guide』を参照してください。
• スマート ソフトウェア ライセンスについて （17 ページ）
• スマート ソフトウェア ライセンスの前提条件 （21 ページ）
• スマート ソフトウェア ライセンスのガイドライン （22 ページ）
• スマート ソフトウェア ライセンスのデフォルト （22 ページ）
• 通常スマート ソフトウェア ライセンシングの設定 （22 ページ）
• Firepower 4100/9300 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 （25 ペー
ジ）
• パーマネント ライセンス予約の設定 （27 ページ）
• Smart Software Licensing のモニタリング （29 ページ）
• スマート ソフトウェア ライセンスの履歴 （30 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。

（注）

このセクションは、Firepower 4100/9300 シャーシ上の ASA 論理デバイスにのみ該当します。
Firepower Threat Defense 論理デバイスのライセンスの詳細については、『Firepower Management
Center Configuration Guide』を参照してください。
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ASA のススマート ソフトウェア ライセンシング
Firepower 4100/9300 シャーシ上の ASA 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 Firepower 4100/9300 シャーシ スーパバイザとアプリケーションの間で分割され
ます。
• Firepower 4100/9300 シャーシ：ライセンス認証局との通信を行うためのパラメータを含め
て、スーパバイザにすべてのスマート ソフトウェア ライセンス インフラストラクチャを
設定します。Firepower 4100/9300 シャーシ 自体の動作にライセンスは必要ありません。

（注）

シャーシ間クラスタリングでは、クラスタ内の各シャーシで同じ
スマート ライセンス方式を有効にする必要があります。

• ASA 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、Cisco Smart Software Manager 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。

（注）

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。
デフォルトで、ライセンスはマスター アカウントの下のデフォルト仮想アカウントに割り当て
られます。アカウント管理者であれば、任意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、または子会社の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。

オフライン管理
デバイスにインターネット アクセスがなく、License Authority に登録できない場合は、オフラ
イン ライセンスを設定できます。

パーマネント ライセンスの予約
デバイスがセキュリティ上の理由でインターネットにアクセスできない場合、オプションで、
各 ASA の永続ライセンスを要求できます。永続ライセンスでは、License Authority への定期的
なアクセスは必要ありません。PAK ライセンスのように、ライセンスを購入し、ASA のライ
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センス キーをインストールします。PAK ライセンスとは異なり、ライセンスの取得と管理に
Smart Software Manager を使用します。通常のスマート ライセンス モードと永続ライセンスの
予約モード間で簡単に切り替えることができます。
すべての機能、すなわちモデルの正しい最大スループットを備えた標準ティアおよびキャリア
ライセンスを有効にするライセンスを取得できます。ライセンスは Firepower 4100/9300 シャー
シ上で管理されますが、それに加えて ASA の設定で権限付与を要求することにより、ASA で
それらを使用できるようにする必要があります。

サテライト サーバ
デバイスがセキュリティ上の理由でインターネットにアクセスができない場合、オプション
で、仮想マシン（VM）としてローカル Smart Software Manager サテライト サーバをインストー
ルできます。サテライト（衛星）は、Smart Software Manager 機能のサブセットを提供し、こ
れによりすべてのローカル デバイスに重要なライセンス サービスが提供可能になります。ラ
イセンス使用を同期するために、定期的に衛星だけが License Authority と同期する必要があり
ます。スケジュールに沿って同期するか、または手動で同期できます。
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、Smart Account Manager satellite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。

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。
Firepower 4100/9300 シャーシのみがデバイスとして登録され、シャーシ内の ASA 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。

評価ライセンス
Firepower 4100/9300 シャーシ は、次の 2 種類の評価ライセンスをサポートしています。
• シャーシ レベル評価モード：Firepower 4100/9300 シャーシによる Licensing Authority への
登録の前に、評価モードで 90 日間（合計使用期間）動作します。このモードでは、ASA
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は固有の権限付与を要求できません。デフォルトの権限のみが有効になります。この期間
が終了すると、Firepower 4100/9300 シャーシ はコンプライアンス違反の状態になります。
• 権限付与ベースの評価モード：Firepower 4100/9300 シャーシ が Licensing Authority に登録
をした後、ASA に割り当て可能な時間ベースの評価ライセンスを取得できます。ASA で、
通常どおりに権限付与を要求します。時間ベースのライセンスの期限が切れると、時間
ベースのライセンスを更新するか、または永続ライセンスを取得する必要があります。

（注）

高度暗号化（3DES/AES）の評価ライセンスは取得できません。
永続ライセンスのみがこの権限をサポートします。

Smart Software Manager 通信
このセクションでは、デバイスの Smart Software Manager に対する通信方法について説明しま
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。各シャーシを導入するとき、または既存のシャーシを登録するときにこのトー
クン ID と権限付与レベルを入力します。既存のトークンの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。
導入した後、または既存のシャーシでこれらのパラメータを手動で設定した後、そのシャーシ
を起動するとシスコのライセンス認証局に登録されます。シャーシがトークンで登録されると
き、ライセンス認証局はシャーシとそのライセンス認証局との間で通信を行うために ID 証明
書を発行します。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。
Firepower 4100/9300 シャーシでは、少なくとも 90 日おきに、直接接続または HTTP プロキシ
を介したインターネット アクセスが必要です。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。猶予期間後、
Licensing Authority に連絡しない限り、特別なライセンスを必要とする機能の設定変更を行な
えませんが、動作には影響ありません。

非適合状態
デバイスは、次の状況においてコンプライアンス違反になる可能性があります。
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• 使用率超過：デバイスが使用不可のライセンスを使用している場合。
• 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ている場合。
• 通信の欠落：デバイスが再許可を得るために Licensing Authority に到達できない場合。
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、Firepower 4100/9300 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。
コンプライアンス違反の場合、特別なライセンスが必要な機能への設定変更はできなくなりま
すが、その他の動作には影響ありません。たとえば、標準のライセンス制限を超える既存のコ
ンテキストは実行を継続でき、その構成を変更することもできますが、新しいコンテキストを
追加することはできません。

Smart Call Home インフラストラクチャ
デフォルトで、Smart Call Home のプロファイルは、ライセンス認証局の URL を指定する FXOS
設定内にあります。このプロファイルは削除できません。ライセンス プロファイルの唯一の設
定可能なオプションが License Authority の宛先アドレス URL 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 ライセンスの前提条件
• この章は、Firepower 4100/9300 シャーシ上の ASA 論理デバイスにのみ該当します。Firepower
Threat Defense 論理デバイスのライセンスの詳細については、『Firepower Management Center
Configuration Guide』を参照してください。
• 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、このリンクをクリックして新しいアカウントを
セットアップしてください。Smart Software Manager では、組織のマスター アカウントを
作成できます。
• Cisco Commerce Workspace から 1 つ以上のライセンスを購入します。ホーム ページの [Find
Products and Solutions] フィールドで、該当するプラットフォームを検索します。一部のラ
イセンスは無料ですが、スマート ソフトウェア ライセンス アカウントにそれらを追加す
る必要があります。
• シャーシがライセンス機関と通信できるように、シャーシからのインターネット アクセス
または HTTP プロキシ アクセスを確保します。
• シャーシがライセンス機関の名前を解決できるように、DNS サーバを設定します。
• シャーシのための時間を設定します。
• ASA ライセンス資格を設定する前に、Firepower 4100/9300 シャーシでスマート 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。
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スマート ソフトウェア ライセンスのガイドライン
フェイルオーバー クラスタリングのための ASA ガイドライン
各 Firepower 4100/9300 シャーシは、License Authority またはサテライト サーバに登録される必
要があります。セカンダリ ユニットに追加費用はかかりません。 永続ライセンスを予約する
には、シャーシごとに個別のライセンスを購入する必要があります。

スマート ソフトウェア ライセンスのデフォルト
Firepower 4100/9300 シャーシ のデフォルト設定には、ライセンス認証局の URL を指定する
「SLProf」という Smart Call Home のプロファイルが含まれています。
scope monitoring
scope callhome
scope profile SLProf
scope destination SLDest
set address https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

通常スマート ソフトウェア ライセンシングの設定
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 Firepower
4100/9300 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 （22 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 （24 ページ）.

（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。

（注）

認証を使用する HTTP プロキシはサポートされません。
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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-url url
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-port port
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

（任意）Call Home URL の削除
以前に設定された Call Home URL を削除するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 モニタリング範囲を入力します。
scope monitoring
ステップ 2 Call Home 範囲を入力します。
scope callhome
ステップ 3 SLProfile を探します。
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scope profile SLProfile
ステップ 4 宛先を表示します。
show destination
例：
SLDest https https://tools.cisco.com/its/oddce/services/DDCEService

ステップ 5 URL を削除します。
delete destination SLDest
ステップ 6 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
Firepower 4100/9300 シャーシ を登録すると、ライセンス認証局によって Firepower 4100/9300
シャーシ とライセンス認証局との間の通信に使用される ID 証明書が発行されます。また、
Firepower 4100/9300 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、Firepower
4100/9300 シャーシ の再登録が必要になります。
手順

ステップ 1 Smart Software Manager または Smart Software Manager Satellite で、このFirepower 4100/9300 シャー
シの追加先となるバーチャル アカウントの登録トークンを要求してコピーします。
スマート ソフトウェア マネージャ サテライトを使用して登録トークンを要求する方法につい
て詳しくは、『Cisco Smart Software Manager Satellite User Guide』（http://www.cisco.com/web/
software/286285517/138897/Smart_Software_Manager_satellite_4.1.0_User_Guide.pdf）を参照して
ください。
ステップ 2 Firepower 4100/9300 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
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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。
scope license
deregister
Firepower 4100/9300 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ます。
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 Firepower 4100/9300 シャーシ に利用することもできます。あるいは、Smart
Software Manager 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 license
scope licdebug
renew
デフォルトでは、アイデンティティ証明書は 6 ヵ月ごと、ライセンス資格は 30 日ごとに自動
的に更新されます。インターネット アクセスの期間が限られている場合や、Smart Software
Manager でライセンスを変更した場合などは、これらの登録を手動で更新することもできま
す。

Firepower 4100/9300 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 サテライト サーバを使用するように Firepower 4100/9300 シャーシを設定
するには、次の手順に従います。
始める前に
• スマート ソフトウェア ライセンスの前提条件 （21 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 Software
Manager satellite Install Guide』を参照してください。
• 証明書チェーンがまだない場合、次の手順を使用してそれを要求します。
• キー リングを作成します（キー リングの作成 （126 ページ））。
• そのキー リングの証明書要求を作成します（基本オプション付きのキー リングの証
明書要求の作成 （128 ページ））。
• キー リングの証明書チェーンを取得するために、この証明書要求をトラスト アンカー
または認証局に送信します。
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詳細については、証明書、キー リング、トラスト ポイント （125 ページ）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。
scope monitoring
scope call-home
scope profile SLProfile
scope destination SLDest
set address 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 モードを開始します。
scope security

b) トラスト ポイントを作成して名前を付けます。
create trustpoint trustpoint_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。
set certchain certchain
certchain 変数には、この手順の証明書生成前提条件の中で取得された証明書チェーン情報
を使用します。
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
例：
firepower-chassis# scope security
firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10
firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
> -----BEGIN CERTIFICATE----> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
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> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42
> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT
> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV
> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB
> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc
> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4
> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt
> 4YL5Jg==
> -----END CERTIFICATE----> ENDOFBUF
firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer
firepower-chassis /security/trustpoint #

ステップ 3 Firepower 4100/9300 シャーシ をライセンス認証局に登録します（Firepower セキュリティ アプ
ライアンスの License Authority への登録 （24 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。

パーマネント ライセンス予約の設定
Firepower 4100/9300 シャーシにパーマネント ライセンスを割り当てることができます。このユ
ニバーサル予約では、デバイスで無制限の数の使用権を使用できるようになります。

（注）

Smart Software Manager で使用できるように、開始前にパーマネント ライセンスを購入する必
要があります。すべてのアカウントがパーマネント ライセンスの予約について承認されている
わけではありません。設定を開始する前にこの機能についてシスコの承認があることを確認し
ます。

パーマネント ライセンスのインストール
以下の手順は、Firepower 4100/9300 シャーシにパーマネント（永続）ライセンスを割り当てる
方法を示しています。
手順

ステップ 1

FXOS CLI から、ライセンスの予約を有効化します。
scope license
enable reservation

ステップ 2

ライセンス予約を開始します。
scope license
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scope reservation
ステップ 3

予約リクエスト コードを生成します。
request universal
show license resvcode

ステップ 4

Cisco Smart Software Manager ポータルの Smart Software Manager インベントリ画面に移動して、
Licenses タブをクリックします。
https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory
Licenses タブにアカウントに関連するすべての既存のライセンスが、標準およびパーマネント
の両方とも表示されます。

ステップ 5

License Reservation をクリックして、生成された予約リクエスト コードをボックスに入力しま
す。

ステップ 6

Reserve License をクリックします。
Smart Software Manager が承認コードを生成します。コードをダウンロードまたはクリップボー
ドにコピーできます。この時点で、ライセンスは、Smart Software Manager に従って使用中で
す。
License Reservation ボタンが表示されない場合、お使いのアカウントにはパーマネント ライセ
ンスの予約が許可されていません。この場合、パーマネント ライセンスの予約を無効にして標
準のスマート ライセンス コマンドを再入力する必要があります。

ステップ 7

FXOS CLI で、ライセンスの適用範囲を入力します。
scope license

ステップ 8

予約範囲を入力します。
scope reservation

ステップ 9

承認コードを入力します。
install code
これで Firepower 4100/9300 シャーシには PLR で完全にライセンスが適用されました。

ステップ 10

ASA 論理デバイスで機能のライセンス資格を有効にします。ライセンス資格を有効にするに
は、ASA ライセンスの章を参照してください。

（任意）パーマネント ライセンスの返却
パーマネント ライセンスが不要になった場合、この手順で Smart Software Manager に正式に返
却する必要があります。すべてのステップに従わないと、ライセンスが使用状態のままにな
り、別の場所で使用できません。
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手順

ステップ 1 FXOS CLI から、戻りコードを生成します。
license smart reservation return
ただちに Firepower 4100/9300 シャーシ のライセンスがなくなり、評価状態に移行します。
ステップ 2 FXOS ユニバーサル デバイス識別子（UDI）が表示されるので、Smart Software Manager の FXOS
インスタンスを見つけます。
show license udi
ステップ 3 Smart Software Manager インベントリ画面に移動して、Product Instances タブをクリックしま
す。
https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory
ステップ 4 ユニバーサル デバイス識別子（UDI）を使用して Firepower 4100/9300 シャーシを検索します。
ステップ 5 Actions > Remove の順に選択して、生成された戻りコードをボックスに入力します。
ステップ 6 Remove Product Instance をクリックします。
パーマネント ライセンスが使用可能なライセンスのプールに戻されます。
ステップ 7 システムをリブートします。Firepower 4100/9300 シャーシの再起動の方法については、Firepower
4100/9300 シャーシ の再起動 （96 ページ）を参照してください。

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
機能名

プラットフォーム リリース

Firepower 4100/9300 シャーシ 向けシス 1.1(1)
コ スマート ソフトウェア ライセンシ
ング

説明
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 ライセンスの設定は、
Firepower 4100/9300 シャーシ スーパバ
イザとセキュリティ モジュール間で分
割されます。
次のコマンドが導入されました。
deregister、register idtoken、renew、
scope callhome、scope destination、
scope licdebug、scope license、scope
monitoring、scope profile、set
address、set http-proxy-server-enable
on、set http-proxy-server-url、set
http-proxy-server-port、show license
all、show license status、show license
techsupport
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User Management
• ユーザ アカウント （31 ページ）
• ユーザ名に関するガイドライン （33 ページ）
• パスワードに関するガイドライン （33 ページ）
• リモート認証のガイドライン （34 ページ）
• ユーザ ロール （37 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 （38 ページ）
• デフォルト認証サービスの選択 （39 ページ）
• セッション タイムアウトの設定 （40 ページ）
• 絶対セッション タイムアウトの設定 （41 ページ）
• リモート ユーザのロール ポリシーの設定 （42 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 （43 ページ）
• ログイン試行の最大回数の設定 （44 ページ）
• ユーザ ロックアウト ステータスの表示およびクリア （45 ページ）
• 変更間隔のパスワード変更の最大数の設定 （46 ページ）
• 最小パスワード長チェックの設定 （47 ページ）
• パスワードの変更禁止間隔の設定 （48 ページ）
• パスワード履歴カウントの設定 （49 ページ）
• ローカル ユーザ アカウントの作成 （49 ページ）
• ローカル ユーザ アカウントの削除 （52 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 （53 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 （53 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 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。
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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 アカウントを無効にすると、
ユーザはログインできません。データベースは無効化されたローカル ユーザ アカウントの設
定の詳細を削除しません。無効ローカル 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、既存の設定で再びアクティブになります。
リモート認証されたユーザ アカウント
リモート認証されたユーザ アカウントとは、LDAP、RADIUS、または TACACS+ 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。
リモート認証のガイドラインの詳細や、リモート認証プロバイダーの設定および削除方法につ
いては、次のトピックを参照してください。
• リモート認証のガイドライン （34 ページ）
• LDAP プロバイダーの設定 （139 ページ）
• RADIUS プロバイダーの設定 （144 ページ）
• TACACS+ プロバイダーの設定 （147 ページ）
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 アカウントは無効になります。
デフォルトでは、ユーザ アカウントの有効期限はありません。
ユーザ アカウントに有効期限を設定した後、「有効期限なし」に再設定することはできませ
ん。ただし、アカウントの有効期限を使用可能な最も遅い日付に設定することは可能です。
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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。
• ログイン ID は、英文字で開始する必要があります。アンダースコアなどの特殊文字や数
字から始めることはできません。
• ログイン ID では、大文字と小文字が区別されます。
• すべてが数字のログイン ID は作成できません。
• ユーザ アカウントの作成後は、ログイン ID を変更できません。ユーザ アカウントを削除
し、新しいユーザ アカウントを作成する必要があります。

パスワードに関するガイドライン
ローカル認証された各ユーザ 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にすると、Firepower eXtensible Operating System は次の要件を満た
していないパスワードを拒否します。
• 8 ～ 80 文字の長さであること。
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（注）

コモン クライテリア要件に準拠するために、オプションでシステ
ムの最小文字数 15 文字の長さのパスワードを設定できます。詳
細については、最小パスワード長チェックの設定 （47 ページ）
を参照してください。

• アルファベットの大文字を少なくとも 1 文字含む。
• アルファベットの小文字を少なくとも 1 文字含む。
• 英数字以外の文字（特殊文字）を少なくとも 1 文字含む。
• aaabbb など連続して 3 回を超えて繰り返す文字を含まない。
• passwordABC や password321 などの 3 つの連続した数字や文字をどのような順序であって
も含まない。
• 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。

リモート認証のガイドライン
システムを、サポートされているリモート認証サービスのいずれかに設定する場合は、その
サービス用のプロバイダーを作成して、Firepower 4100/9300 シャーシ がそのシステムと通信で
きるようにする必要があります。ユーザ認証に影響する注意事項は次のとおりです。
リモート認証サービスのユーザ アカウント
ユーザ アカウントは、Firepower 4100/9300 シャーシ にローカルに存在するか、またはリ
モート認証サーバに存在することができます。
リモート認証サービスを介してログインしているユーザの一時的なセッションを、Firepower
Chassis Manager または FXOS CLI から表示できます。
リモート認証サービスのユーザ ロール
リモート認証サーバでユーザ アカウントを作成する場合は、ユーザが Firepower 4100/9300
シャーシ で作業するために必要なロールをそれらのアカウントに含めること、およびそれ
らのロールの名前を FXOS で使用される名前と一致させることが必要です。ロール ポリ
シーによっては、ユーザがログインできない場合や読み取り専用権限しか付与されない場
合があります。
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リモート認証プロバイダーのユーザ属性
RADIUS および TACACS+ 構成では、ユーザが Firepower Chassis Manager または FXOS CLI へ
のログインに使用する各リモート認証プロバイダーに Firepower 4100/9300 シャーシ 用のユー
ザ属性を設定する必要があります。このユーザ属性には、各ユーザに割り当てられたロールと
ロケールが含まれています。
ユーザがログインすると、FXOS は次を実行します。
1.

リモート認証サービスに問い合わせます。

2.

ユーザを検証します。

3.

ユーザが検証されると、そのユーザに割り当てられているロールとロケールをチェックし
ます。

次の表は、FXOS でサポートしているリモート認証プロバイダーのユーザ属性要件を比較した
ものです。
認証プロバイダー

カスタム属性

スキーマの拡張

LDAP

任意

次のいずれかを実行す シスコの LDAP の実装
るように選択できま では、Unicode タイプ
す。
の属性が必要です。
• LDAP スキーマを
拡張せず、要件を
満たす既存の未使
用の属性を設定し
ます。

属性 ID 要件

CiscoAVPair カスタム
属性を作成する場合
は、属性 ID として
1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を
使用します

• LDAP スキーマを 次の項で、サンプル
OID を示します。
拡張して、
CiscoAVPair など
の一意の名前でカ
スタム属性を作成
します。
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認証プロバイダー

カスタム属性

スキーマの拡張

RADIUS

任意

次のいずれかを実行す シスコによる RADIUS
るよう選択できます。 の実装のベンダー ID
は 009 であり、属性の
• RADIUS スキーマ
ベンダー ID は 001 で
を拡張せず、要件
す。
を満たす既存の未
使用属性を使用し 次の構文例は、
ます。
cisco-avpair 属性を作成
する場合に複数のユー
• RADIUS スキーマ
ザロールとロケールを
を拡張して、
指定する方法を示して
cisco-avpair などの
います。
一意の名前でカス shell:roles="admin,aaa"
タム属性を作成し shell:locales="L1,abc"。
ます。
複数の値を区切るに
は、区切り文字として
カンマ「,」を使用しま
す。

TACACS+

必須

スキーマを拡張し、
cisco-av-pair という名
前のカスタム属性を作
成する必要がありま
す。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
36

属性 ID 要件

cisco-av-pair 名は、
TACACS+ プロバイ
ダーの属性 ID を提供
する文字列です。
次の構文例は、
cisco-av-pair 属性を作
成するときに複数の
ユーザロールとロケー
ルを指定する方法を示
しています。
cisco-av-pair=shell:roles="admin
aaa"
shell:locales*"L1
abc"。cisco-av-pair 属
性構文でアスタリスク
（*）を使用すると、
ロケールがオプション
として指定され、同じ
認可プロファイルを使
用する他のシスコデバ
イスで認証の失敗を防
ぐことができます。複
数の値を区切るには、
区切り文字としてス
ペースを使用します。

User Management
ユーザ ロール

LDAP ユーザ属性のサンプル OID
カスタム CiscoAVPair 属性のサンプル OID は、次のとおりです。
CN=CiscoAVPair,CN=Schema,
CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
lDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X

ユーザ ロール
システムには、次のユーザ ロールが用意されています。
管理者
システム全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。デフォルトの admin アカ
ウントは、デフォルトでこのロールが割り当てられ、変更はできません。
Read-Only
システム設定に対する読み取り専用アクセス権。システム状態を変更する権限はありませ
ん。
操作
NTP の設定、Smart Licensing のための Smart Call Home の設定、システム ログ（syslog サー
バとエラーを含む）に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システムの残りの部分に
対する読み取りアクセス権。
AAA アドミニストレータ
ユーザ、ロール、および AAA 設定に対する読み取りと書き込みのアクセス権。システム
の残りの部分に対する読み取りアクセス権。
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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。
パスワード履歴のカウント
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までに、ユーザはパスワード履歴カウントで設定された数
だけパスワードを作成して使用する必要があります。たとえば、パスワード履歴カウントを 8
に設定した場合、ローカル認証されたユーザは、9 番目のパスワードが期限切れになるまで、
最初のパスワードを再利用できません。
デフォルトでは、パスワード履歴は 0 に設定されます。この値によって履歴カウントが無効化
されるため、ユーザはいつでも以前のパスワードを使用できます。
必要に応じて、ローカル認証されたユーザのパスワード履歴カウントをクリアし、以前のパス
ワードの再利用を有効にできます。
パスワード変更間隔
パスワード変更間隔によって、ローカル認証されたユーザが特定の時間内に実施できるパス
ワード変更の回数を制限することができます。次の表は、パスワード変更間隔の 2 つの設定オ
プションを示しています。
間隔の設定

説明

例

No password change
allowed

このオプションを設定すると、
ローカル認証されたユーザは、パ
スワードを変更してから特定の時
間内はパスワードを変更できなく
なります。

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

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

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
38

• [Change During Interval] を無効
に設定
• [No Change Interval] を 48 に設
定
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間隔の設定

説明

例

変更間隔内のパスワー このオプションでは、事前に定義 たとえば、ローカル認証された
ド変更許可
した時間内にローカル認証ユーザ ユーザがパスワードを変更した後
がパスワードを変更できる最大回 24 時間以内に 1 回まで変更できる
数を指定します。
ようにする場合、次のように設定
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
• [Change During Interval] を有効
で指定できます。デフォルトで
にする
は、ローカル認証されたユーザに
• [Change Count] を 1 に設定
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
• [Change Interval] を 24 に設定
す。

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 # scope default-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 realm auth-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-group auth-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-period seconds
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0 ~ 600 の整数を指定します。デフォルトは 600 秒です。
この時間制限を超えると、FXOS は Web セッションを非アクティブと見なしますが、そのセッ
ションを終了することはありません。
ステップ 6 （任意） FXOS が Web セッションを終了したと見なすまでの、最後の更新要求後からの最大
経過時間を指定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set session-timeout seconds
0 ~ 600 の整数を指定します。デフォルトは 600 秒です。
（注）

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。

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
（注）

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

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

例
次の例では、デフォルトの認証を RADIUS に設定し、デフォルトの認証プロバイダー
グループを provider1 に設定し、二要素認証を有効にし、更新間隔を 300 秒（5 分）に
設定し、セッションのタイムアウト間隔を 540 秒（9 分）に設定し、二要素認証を有
効にします。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 300
Firepower-chassis /security/default-auth* # set session-timeout 540
Firepower-chassis /security/default-auth* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/default-auth #

セッション タイムアウトの設定
FXOS CLI を使用することにより、ユーザ アクティビティなしで経過可能な時間を指定できま
す。この時間が経過した後、Firepower 4100/9300 シャーシはユーザ セッションを閉じます。コ
ンソール セッションと、HTTPS、SSH、および Telnet セッションとで、異なる設定を行うこと
ができます。
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タイムアウトとして 3600 秒（60 分）以下の値を設定できます。デフォルト値は 600 秒です。
この設定を無効にするには、セッション タイムアウト値を 0 に設定します。
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 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 # scope default-auth
ステップ 3 HTTPS、SSH、および Telnet セッションのアイドル タイムアウトを設定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set session-timeout seconds
ステップ 4 （任意）コンソール セッションのアイドル タイムアウトを設定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set con-session-timeout seconds
ステップ 5 （任意）セッションおよび絶対セッション タイムアウトの設定を表示します。
Firepower-chassis /security/default-auth # show detail
例：
Default authentication:
Admin Realm: Local
Operational Realm: Local
Web session refresh period(in secs): 600
Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 600
Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600
Serial Console Session timeout(in secs): 600
Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600
Admin Authentication server group:
Operational Authentication server group:
Use of 2nd factor: No

絶対セッション タイムアウトの設定
Firepower 4100/9300 シャーシには絶対セッション タイムアウト設定があり、セッションの使用
状況に関係なく、絶対セッション タイムアウト期間が経過するとユーザ セッションは閉じら
れます。この絶対タイムアウト機能は、シリアル コンソール、SSH、HTTPS を含むすべての
形式のアクセスに対してグローバルに適用されます。
シリアル コンソール セッションの絶対セッション タイムアウトを個別に設定できます。これ
により、デバッグ ニーズに応えるシリアル コンソール絶対セッション タイムアウトは無効に
しながら、他の形式のアクセスのタイムアウトは維持することができます。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
41

User Management
リモート ユーザのロール ポリシーの設定

絶対タイムアウト値のデフォルトは 3600 秒（60 分）であり、FXOS CLI を使用して変更でき
ます。この設定を無効にするには、絶対セッション タイムアウト値を 0 に設定します。
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 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 # scope default-auth
ステップ 3 絶対セッション タイムアウトを設定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set absolute-session-timeout seconds
ステップ 4 （任意）別個のコンソール セッション タイムアウトを設定します。
Firepower-chassis /security/default-auth # set con-absolute-session-timeout seconds
ステップ 5 （任意）セッションおよび絶対セッション タイムアウトの設定を表示します。
Firepower-chassis /security/default-auth # show detail
例：
Default authentication:
Admin Realm: Local
Operational Realm: Local
Web session refresh period(in secs): 600
Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 600
Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600
Serial Console Session timeout(in secs): 600
Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600
Admin Authentication server group:
Operational Authentication server group:
Use of 2nd factor: No

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。
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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。
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 # scope security
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

例
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
パスワードの強度チェックが有効になっている場合、Firepower eXtensible Operating System で
は、強力なパスワードのガイドラインを満たしていないパスワードを選択できません（パス
ワードに関するガイドライン （33 ページ） を参照）。
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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 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}

例
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 #

ログイン試行の最大回数の設定
ロックアウト前にユーザに許可されるログイン試行の最大回数を指定します。この回数を超え
ると、指定した時間だけ Firepower 4100/9300 シャーシからロックアウトされることになりま
す。ユーザは、設定した最大回数を超えてログインを試行すると、システムからロックされま
す。ユーザがロックアウトされたことを示す通知は表示されません。これが起きると、ユーザ
は次にログインを試行できるようになるまで、指定された時間だけ待機する必要があります。
ログイン試行の最大数を設定するには、次の手順を実行します。

（注）

• どのタイプのユーザ アカウントであっても（管理者を含む）、ログイン試行の最大数を超
えてログインを試行すると、システムからロックアウトされます。
• 失敗できるログイン試行のデフォルトの最大回数は 0 です。ユーザがログイン試行の最大
数を超えたときにシステムからロックアウトされるデフォルトの時間は、30 分（1800 秒）
です。
• ユーザのロックアウトのステータスを表示し、ユーザのロックアウト状態をクリアする手
順については、ユーザ ロックアウト ステータスの表示およびクリア （45 ページ）を参照
してください。
このオプションは、システムのコモン クライテリア認定への準拠を取得するために提示される
数の 1 つです。詳細については、セキュリティ認定準拠 （69 ページ）を参照してください。
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手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
scope system
scope security
ステップ 2 失敗できるログイン試行の最高回数を設定します。
set max-login-attempts
max_login
max_login の値は、0 ～ 10 の範囲内の任意の整数です。
ステップ 3 ログイン試行の最高回数に達した後、ユーザがシステムからロック アウトされる時間（秒単
位）を指定します。
set user-account-unlock-time
unlock_time
ステップ 4 設定をコミットします。
commit-buffer

ユーザ ロックアウト ステータスの表示およびクリア
管理者ユーザは、失敗の回数が [Maximum Number of Login Attempts] CLI 設定で指定されたロ
グイン最大試行回数を超えたら、Firepower 4100/9300 シャーシ からロックアウトされている
ユーザのロックアウト ステータスを表示およびクリアできます。詳細については、ログイン試
行の最大回数の設定 （44 ページ）を参照してください。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
scope system
scope security
ステップ 2 該当するユーザのユーザ情報（ロックアウト ステータスを含む）を次のように表示します。
Firepower-chassis /security # show local-user user detail
例：
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Password:

SSH

ステップ 3 （任意）ユーザのロックアウト ステータスをクリアします。
Firepower-chassis /security # scope local-user user
Firepower-chassis /security/local-user # clear lock-status

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 # scope security
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 [Change Count] フィールドで指定したパスワード変更回数が適用される最大時間数を指定しま
す。
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-interval num-of-hours
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。
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Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

例
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
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

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

最小パスワード長チェックの設定
最小パスワード長チェックを有効にした場合は、指定した最小文字を使用するパスワードを作
成する必要があります。たとえば、min_length オプションを 15 に設定した場合、パスワードは
15 文字以上を使用して作成する必要があります。このオプションは、システムのコモン クラ
イテリア認定への準拠のための数の 1 つです。詳細については、セキュリティ認定準拠 （69
ページ）を参照してください。
最小パスワード長チェックを設定するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
scope system
scope security
ステップ 2 パスワードの最小の長さを指定します。
set min-password-length min_length
ステップ 3 設定をコミットします。
commit-buffer
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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。
Firepower-chassis # scope security
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、[Change During Interval] プロパティが [Disable] に設定されていない場合は無視さ
れます。
ステップ 5 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

例
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
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

# scope security
/security # scope password-profile
/security/password-profile # set change-during-interval disable
/security/password-profile* # set no-change-interval 72
/security/password-profile* # commit-buffer
/security/password-profile #
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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 # scope security
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。これにより、履歴カウント
が無効になるため、ユーザはいつでも以前に使用していたパスワードを再利用できます。
ステップ 4 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer

例
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
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

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

ローカル ユーザ アカウントの作成
手順

ステップ 1

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

ステップ 2

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

local-user-name

ここで local-user-name は、このアカウントにログインするときに使用されるアカウント名で
す。この名前は、固有であり、ユーザ アカウント名のガイドラインと制限を満たしている必要
があります（ユーザ名に関するガイドライン （33 ページ）を参照）。
ユーザを作成した後は、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。
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
パスワード強度チェックを有効にした場合は、ユーザ パスワードを強固なものにする必要があ
ります。Firepower eXtensible Operating System は強度チェック要件を満たしていないパスワー
ドを拒否します（パスワードに関するガイドライン （33 ページ）を参照）。

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

ステップ 6

（任意） ユーザの姓を指定します。
last-name

Firepower-chassis /security/local-user # set lastname
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
（注）

ステップ 8

email-addr

phone-num

（任意） パスワードレス アクセス用の SSH キーを指定します。
ssh-key

すべてのユーザはデフォルトで read-only ロールに割り当てられ、このロールは削除できませ
ん。ユーザに割り当てる追加の各ロールに対して、以下を実行します。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
50

year

（任意） ユーザの電話番号を指定します。

Firepower-chassis /security/local-user # set sshkey
ステップ 11

day-of-month

（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 phone
ステップ 10

month

ユーザ アカウントに有効期限を設定した後、「有効期限なし」に再設定することはで
きません。ただし、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。

Firepower-chassis /security/local-user # set email
ステップ 9

first-name

User Management
ローカル ユーザ アカウントの作成

Firepower-chassis /security/local-user # create role role-name
ここで role-name は、ユーザ アカウントに割り当てる特権を表すロールです（ユーザ ロール
（37 ページ）を参照）。
（注）

ステップ 12

ユーザ ロールおよび権限の変更は次回のユーザ ログイン時に有効になります。ユー
ザ アカウントへの新しいロールの割り当てや既存のロールの削除を行うときにユーザ
がログインしている場合、アクティブなセッションは以前のロールや権限を引き続き
使用します。

割り当てられたロールをユーザから削除するには、以下を実行します。
Firepower-chassis /security/local-user # delete role role-name
（注）

ステップ 13

すべてのユーザはデフォルトで read-only ロールに割り当てられ、このロールは削除
できません。

トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis security/local-user # commit-buffer

例
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 アカウントを有
効にし、foo12345 にパスワードを設定し、管理ユーザ ロールを割り当て、トランザク
ションを確定します。
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* # create role admin
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 アカウントを有効
にし、パスワードレス アクセス用の OpenSSH キーを設定し、AAA および操作ユーザ
ロールを割り当て、トランザクションを確定します。
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* # create role aaa
Firepower-chassis /security/local-user* # create role operations
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #
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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-user local-user-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 /security # commit-buffer

例
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 #
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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-user local-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}
（注）

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

例
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 # scope security
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
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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

例
次に、パスワード履歴を消去し、トランザクションを確定する例を示します。
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

# scope security
/security # scope local-user admin
/security/local-user # clear password-history
/security/local-user* # commit-buffer
/security/local-user #
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イメージ管理
• イメージ管理について （55 ページ）
• Cisco.com からのイメージのダウンロード （56 ページ）
• Firepower 4100/9300 シャーシ への Firepower eXtensible Operating System のソフトウェア イ
メージのダウンロード （56 ページ）
• イメージの整合性の確認 （57 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 （58
ページ）
• Firepower 4100/9300 シャーシ への論理デバイスのソフトウェア イメージのダウンロード
（60 ページ）
• 論理デバイスのイメージ バージョンの更新 （62 ページ）
• Firmware アップグレード （64 ページ）

イメージ管理について
Firepower 4100/9300 シャーシ では 2 つの基本タイプのイメージを使用します。

（注）

すべてのイメージに対して、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。どのよ
うな場合も、イメージを変更しないでください。変更すると、検証エラーになります。
• プラットフォーム バンドル：Firepower プラットフォーム バンドルは、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、Firepower 4100/9300 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 Secure Package 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）スーパーバイザに保存されます。同じアプリケーション イメージ
タイプの複数の異なるバージョンを Firepower Supervisor に保存できます。
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（注）

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。

Cisco.com からのイメージのダウンロード
Cisco.com から FXOS およびアプリケーション イメージをダウンロードし、Firepower シャーシ
にアップロードすることができます。
始める前に
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。
Firepower 4100/9300 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 4100/9300 シャーシ への Firepower eXtensible
Operating System のソフトウェア イメージのダウンロー
ド
FXOS のソフトウェア イメージを Firepower 4100/9300 シャーシ にコピーするには、FTP、SCP、
SFTP、または TFTP を使用できます。
始める前に
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
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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 # scope firmware
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/image_name
• scp://username@hostname/path/image_name
• sftp://username@hostname/path/image_name
• tftp://hostname:port-num/path/image_name
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

例
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)

イメージの整合性の確認
イメージの整合性は、新しいイメージが Firepower 4100/9300 シャーシに追加されると自動的に
確認されます。必要な場合に、手動でイメージの整合性を確認するには、次の手順を実行でき
ます。
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手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 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# scope firmware
ステップ 3 イメージをリストします。
Firepower-chassis /firmware # show package
ステップ 4 イメージを確認します。
Firepower-chassis /firmware # verify platform-pack version version_number
version_number は、確認する 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 確認には数分かかる可能性があることがシステムにより警告されます。
yes を入力して、検証に進むことを確認します。
ステップ 6 イメージ確認のステータスを確認するには、次の手順を実行します。
Firepower-chassis /firmware # show validate-task

Firepower eXtensible Operating System プラットフォーム
バンドルのアップグレード
始める前に
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 （56 ページ）を参照）、そのイメージを Firepower
4100/9300 シャーシにダウンロードします（Firepower 4100/9300 シャーシ への論理デバイスの
ソフトウェア イメージのダウンロード （60 ページ）を参照）。
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（注）

アップグレード プロセスには通常 20 ～ 30 分かかります。
スタンドアロン論理デバイスを実行中の Firepower 9300 または Firepower 4100 シリーズ セキュ
リティ アプライアンスをアップグレードしている場合、または シャーシ内クラスタを実行中
の Firepower 9300 セキュリティ アプライアンスをアップグレードしている場合、アップグレー
ド中にデバイスを介してトラフィックは通過しません。
シャーシ間クラスタに属する Firepower 9300 または Firepower 4100 シリーズ セキュリティ アプ
ライアンスをアップグレードしている場合、アップグレード中にアップグレードされたデバイ
スを介してトラフィックは通過しません。ただし、クラスタ内の他のデバイスではトラフィッ
クは通過し続けます。

手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 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# scope firmware
ステップ 3 auto-install モードにします。
Firepower-chassis /firmware # scope auto-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 # install platform platform-vers version_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 がバンドルを解凍し、コンポーネントをアップグレード
またはリロードします。
ステップ 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)

scope firmware を入力します。

b) scope auto-install を入力します。
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c)

show fsm status expand を入力します。

Firepower 4100/9300 シャーシ への論理デバイスのソフト
ウェア イメージのダウンロード
論理デバイスのソフトウェア イメージを Firepower 4100/9300 シャーシ にコピーするには、
FTP、SCP、SFTP、または TFTP を使用できます。
始める前に
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 # scope ssa
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。
Firepower-chassis /ssa # scope app-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
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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

例
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
Downloaded

Scp

192.168.1.1

user

Firepower-chassis /ssa/app-software # up
Firepower-chassis /ssa # show app
Application:
Name
---------asa
asa

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

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

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

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

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

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

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

Net Mgmt Bootstrap Key for the Application:
Bootstrap Key Key Data Type Is the Key Secret Description
------------- ------------- ----------------- ----------PASSWORD
String
Yes
The admin user password.
Port Requirement for the Application:
Port Type: Data
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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
この手順を使用して、新しいバージョンに ASA アプリケーション イメージをアップグレード
するか、Firepower Threat Defense アプリケーション イメージをディザスタ リカバリ シナリオ
で使用される新しいスタートアップ バージョンに設定します。
Firepower Chassis Manager または FXOS CLI を使用して Firepower Threat Defense 論理デバイス
でスタートアップ バージョンを変更しても、アプリケーションはすぐに新しいバージョンに
アップグレードされません。論理デバイス スタートアップ バージョンは、Firepower Threat
Defense がディザスタ リカバリ シナリオで再インストールされるバージョンです。詳細につい
ては、Firepower Threat Defense のクラスタ メンバのディザスタ リカバリ （328 ページ）を参照
してください。FTD 論理デバイスの初期作成後には、FTD 論理デバイスを、Firepower Chassis
Manager または FXOS CLI を使用してアップグレードすることはありません。FTD 論理デバイ
スをアップグレードするには、Firepower Management Center を使用する必要があります。詳細
については、次のサイトにある FirePOWER システムのリリース ノートを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-release-notes-list.html
さらに、FTD 論理デバイスへの更新は、Firepower Chassis Manager の [Logical Devices] > [Edit]
ページおよび [System] > [Updates] ページには反映されないことに注意してください。これら
のページで、表示されるバージョンは、FTD 論理デバイスを作成するために使用されたソフト
ウェア バージョン（CSP イメージ）を示します。
ASA 論理デバイスでスタートアップ バージョンを変更すると、ASA はこのバージョンにアッ
プグレードされ、すべての設定が復元されます。設定に応じて ASA スタートアップ バージョ
ンを変更するには、次のワークフローを使用します。
ASA ハイ アベイラビリティ：
1.

スタンバイ ユニットで論理デバイス イメージ バージョンを変更します。

2.

スタンバイ ユニットをアクティブにします。

3.

他のユニットでアプリケーション バージョンを変更します。
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ASA シャーシ間クラスタ：
1.

スレーブ ユニットでスタートアップ バージョンを変更します。

2.

スレーブ ユニットをマスター ユニットに変更します。

3.

元のマスター ユニット（ここではスレーブ）でスタートアップ バージョンを変更します。

始める前に
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 （56 ページ）を参照）、そのイメージを Firepower
4100/9300 シャーシにダウンロードします（Firepower 4100/9300 シャーシ への論理デバイスの
ソフトウェア イメージのダウンロード （60 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。
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 # scope ssa
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 # scope slot slot_number
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 # scope app-instance app_template
ステップ 4 スタートアップ バージョンを設定します。
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # set startup-version version_number
Firepower Threat Defense 論理デバイスでアプリケーション スタートアップ バージョンを設定す
ると、次の警告メッセージが表示されます。
13254：警告：ftd では FXOS アップグレードはサポートされていません。指定されたバージョ
ンは、ftd の再インストールが必要な場合にのみ使用されます。
例：
firepower /ssa/slot/app-instance # set startup-version 6.2.2.81
13254: Warning: FXOS upgrades are not supported for ftd. The specified version will be
used only if ftd needs to be reinstalled.

ステップ 5 設定をコミットします。
commit-buffer
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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。

例
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 #

Firmware アップグレード
次の手順を使用して、Firepower 4100/9300 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。
Firepower 4100/9300 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、Firepower 4100/9300 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

Firepower 4100/9300 シャーシで、ファームウェア モードを入力します。
Firepower-chassis # scope firmware
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ステップ 4

FXOS ファームウェア イメージを Firepower 4100/9300 シャーシへ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 5

ダウンロード プロセスをモニタする場合：
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-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 Firepower 4100/9300
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。
Firepower-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。
Firepower-chassis /firmware/firmware-install # top
Firepower-chassis # scope chassis 1
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Firepower-chassis /firmware # show sup version

例
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。
Firepower-chassis# scope firmware
Firepower-chassis /firmware # download image
tftp://10.10.10.1/fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA
Firepower-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)
Firepower-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
Firepower-chassis /firmware # show package
Name
Version
--------------------------------------------- ------fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA
1.0.10
Firepower-chassis /firmware # scope firmware-install
Firepower-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
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セキュリティ認定準拠
• セキュリティ認定準拠 （69 ページ）
• SSH ホスト キーの生成 （70 ページ）
• IPSec セキュア チャネルの設定 （71 ページ）
• トラストポイントのスタティック CRL の設定 （76 ページ）
• 証明書失効リストのチェックについて （77 ページ）
• CRL 定期ダウンロードの設定 （82 ページ）
• LDAP キー リング証明書の設定 （84 ページ）
• クライアント証明書認証の有効化 （85 ページ）

セキュリティ認定準拠
米国連邦政府機関は、米国防総省およびグローバル認定組織によって確立されたセキュリティ
基準に従う機器とソフトウェアだけを使用することを求められる場合があります。Firepower
4100/9300 シャーシ は、これらのセキュリティ認証基準のいくつかに準拠しています。
これらの基準に準拠する機能を有効にするステップについては、次のトピックを参照してくだ
さい。
• FIPS モードの有効化 （154 ページ）
• コモン クライテリア モードの有効化 （155 ページ）
• IPSec セキュア チャネルの設定 （71 ページ）
• トラストポイントのスタティック CRL の設定 （76 ページ）
• 証明書失効リストのチェックについて （77 ページ）
• CRL 定期ダウンロードの設定 （82 ページ）
• NTP サーバ認証の有効化 （105 ページ）
• LDAP キー リング証明書の設定 （84 ページ）
• IP アクセス リストの設定 （155 ページ）
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• クライアント証明書認証の有効化 （85 ページ）
• 最小パスワード長チェックの設定 （47 ページ）
• ログイン試行の最大回数の設定 （44 ページ）

（注）

これらのトピックは Firepower 4100/9300 シャーシ における認定準拠の有効化についてのみ説
明していることに注意してください。Firepower 4100/9300 シャーシ で認定準拠を有効にして
も、接続された論理デバイスにまでそのコンプライアンスは自動的には伝搬されません。

SSH ホスト キーの生成
FXOS リリース 2.0.1 より以前は、デバイスの初期設定時に作成した既存の SSH ホスト キーが
1024 ビットにハードコードされていました。FIPS およびコモン クライテリア認定に準拠する
には、この古いホスト キーを破棄して新しいホスト キーを生成する必要があります。詳細に
ついては、FIPS モードの有効化 （154 ページ）またはコモン クライテリア モードの有効化 （
155 ページ）を参照してください。
古い SSH ホスト キーを破壊し、新しい証明書準拠キーを生成するには、次の手順を実行しま
す。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、サービス モードに入ります。
scope system
scope services
ステップ 2 SSH ホスト キーを削除します。
delete ssh-server host-key
ステップ 3 設定をコミットします。
commit-buffer
ステップ 4 SSH ホスト キーのサイズを 2048 ビットに設定します。
set ssh-server host-key rsa 2048
ステップ 5 設定をコミットします。
commit-buffer
ステップ 6 新しい SSH ホスト キーを作成します。
create ssh-server host-key
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commit-buffer
ステップ 7 新しいホスト キーのサイズを確認します。
show ssh-server host-key
ホスト キー サイズ：2048

IPSec セキュア チャネルの設定
Firepower 4100/9300 シャーシ上で IPSec を設定して、エンドツーエンドのデータ暗号化や、パ
ブリック ネットワーク内を移動するデータ パケットに対する認証サービスを提供できます。
このオプションは、システムのコモン クライテリア認定への準拠を取得するために提示される
数の 1 つです。詳細については、セキュリティ認定準拠 （69 ページ）を参照してください。

（注）

• FIPS モードで IPSec セキュア チャネルを使用している場合は、IPSec ピアで RFC 7427 を
サポートしている必要があります。
• IKE 接続と SA 接続の間で一致する暗号キー強度の適用を設定する場合は、次のようにし
ます（次の手順で sa-strength-enforcement を yes に設定します）。
SA の適用を有効にする場合

IKE によりネゴシエートされたキー サイズ
が、ESP によりネゴシエートされたキー サ
イズより小さい場合、接続は失敗します。
IKE によりネゴシエートされたキー サイズ
が、ESP によりネゴシエートされたキー サ
イズより大きいか等しい場合、SA 適用検査
にパスして、接続は成功します。

SA の適用を無効にした場合

SA 適用検査にパスし、接続は成功します。

IPSec セキュア チャネルを設定するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1

FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
scope system
scope security

ステップ 2

キー リングを作成します。
enter keyring ssp
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! create certreq subject-name subject-name ip ip
ステップ 3

関連する証明書要求情報を入力します。
enter certreq

ステップ 4

国を設定します。
set country country

ステップ 5

DNS を設定します。
set dns dns

ステップ 6

電子メールを設定します。
set e-mail 電子メール

ステップ 7

IP 情報を設定します。
set fi-a-ip fi-a-ip
set fi-a-ipv6 fi-a-ipv6
set fi-b-ip fi-b-ip
set fi-b-ipv6 fi-b-ipv6
set ipv6 ipv6

ステップ 8

ローカリティを設定します。
set locality locality

ステップ 9

組織名を設定します。
set org-name org-name

ステップ 10

組織ユニット名を設定します。
set org-unit-name org-unit-name

ステップ 11

パスワードを設定します。
! set password

ステップ 12

状態を設定します。
set state state

ステップ 13

certreq のサブジェクト名を設定します。
set subject-name subject-name

ステップ 14

終了します。
exit

ステップ 15

モジュラスを設定します。
set modulus modulus
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ステップ 16

証明書要求の再生成を設定します。
set regenerate { yes | no }

ステップ 17

トラストポイントを設定します。
set trustpoint interca

ステップ 18

終了します。
exit

ステップ 19

新しく作成されたトラストポイントを入力します。
enter trustpoint interca

ステップ 20

証明書署名要求を作成します。
set certchain
例：
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIF3TCCA8WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBwMQswCQYDVQQGEwJVUzEL
MAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAcMA1NKQzEOMAwGA1UECgwFQ2lzY28xDTALBgNV
BAsMBFNUQlUxCzAJBgNVBAMMAkNBMRowGAYJKoZIhvcNAQkBFgtzc3BAc3NwLm5l
dDAeFw0xNjEyMDgxOTMzNTJaFw0yNjEyMDYxOTMzNTJaMHAxCzAJBgNVBAYTAlVT
MQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBwwDU0pDMQ4wDAYDVQQKDAVDaXNjbzENMAsG
A1UECwwEU1RCVTELMAkGA1UEAwwCQ0ExGjAYBgkqhkiG9w0BCQEWC3NzcEBzc3Au
bmV0MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA2ukWyMLQuLqTvhq7
zFb3Oz/iyDG/ui6mrLIYn8wE3E39XcXA1/x9IHCmxFKNJdD7EbsggfOuy0Bj+Y4s
+uZ1VapBXV/JrAie7bNn3ZYrI29yuyOrIqoi9k9gL/oRBzH18BwBwGHBOz3hGrSK
Yc2yhsq9y/6yI3nSuLZm6ybmUKjTa+B4YuhDTz4hl/I9x/J5nbGiab3vLDKss1nO
xP9+1+Lc690Vl8/mNPWdjCjDI+U/L9keYs/rbZdRSeXy9kMae42+4FlRHDJjPcSN
Yw1g/gcR2F7QUKRygKckJKXDX2QIiGYSctlSHj18O87o5s/pmQAWWRGkKpfDv3oH
cMPgI2T9rC0D8NNcgPXj9PFKfexoGNGwNTO85fK3kjgMOdWbdeMG3EihxEEOUPD0
Fdu0HrTM5lvwb+vr5wE9HsAiMJ8UuujmHqH5mlwyy3Me+cEDHo0hLeNs+AFrqEXQ
e9S+KZC/dq/9zOLpRsVqSfJsAuVl/QdPDbWShjflE/fP2Wj01PqXywQydzymVvgE
wEZaoFg+mlGJm0+q4RDvnpzEviOYNSAGmOkILh5HQ/eYDcxvd0qbORWb31H32ySl
Ila6UTT9+vnND1f838fxvNvr8nyGD2S/LVaxnZlO4jcSIvtdizbbT8u5B4VcLKIC
x0vkqjo6RvNZJ52sUaD9C3UodTUCAwEAAaOBgTB/MC8GA1UdHwQoMCYwJKAioCCG
Hmh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjQuMjkvcm9vdGNhLmNybDAdBgNVHQ4EFgQU7Jg01A74
jpx8U0APk76pVfYQQ5AwHwYDVR0jBBgwFoAU7Jg01A74jpx8U0APk76pVfYQQ5Aw
DAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAvI8ky2jiXc4wPiMuxIfY
W7DRmszPUWQ7edor7yxuCqzHLVFFOwYRudsyXbv7INR3rJ/X1cRQj9+KidWWVxpo
pFahRhzYxVZ10DHKIzGTQS3jiHgrF3Z8ohWbL15L7PEDlrxMBoJvabPeQRgTmY/n
XZJ7qRYbypO3gUMCaCZ12raJc3/DIpBQ29yweCbUkc9qiHKA0IbnvAxoroHWmBld
94LrJCggfMQTuNJQszJiVVsYJfZ+utlDp2QwfdDv7B0JkwTBjdwRSfotEbc5R18n
BNXYHqxuoNMmqbS3KjCLXcH6xIN8t+UkfP89hvJt/fluJ+s/VJSVZWK4tAWvR7wl
QngCKRJW6FYpzeyNBctiJ07wO+Wt4e3KhIjJDYvA9hFixWcVGDf2r6QW5BYbgGOK
DkHb/gdr/bcdLBKN/PtSJ+prSrpBSaA6rJX8D9UmfhqqN/3f+sS1fM4qWORJc6G2
gAcg7AjEQ/0do512vAI8p8idOg/Wv1O17mavzLpcue05cwMCX9fKxKZZ/+7Pk19Y
ZrXS6uMn/CGnViptn0w+uJ1IRj1oulk+/ZyPtBvFHUkFRnhoWj5SMFyds2IaatyI
47N2ViaZBxhU3GICaH+3O+8rs9Kkz9tBZDSnEJVZA6yxaNCVP1bRUO20G3oRTmSx
8iLBjN+BXggxMmG8ssHisgw=
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----MIIFqDCCA5CgAwIBAgIBBDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBwMQswCQYDVQQGEwJVUzEL
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MAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAcMA1NKQzEOMAwGA1UECgwFQ2lzY28xDTALBgNV
BAsMBFNUQlUxCzAJBgNVBAMMAkNBMRowGAYJKoZIhvcNAQkBFgtzc3BAc3NwLm5l
dDAeFw0xNjEyMTUyMTM0NTRaFw0yNjEyMTMyMTM0NTRaMHwxCzAJBgNVBAYTAlVT
MQswCQYDVQQIDAJDQTEPMA0GA1UECgwGbmV3c3RnMRAwDgYDVQQLDAduZXdzdGJ1
MRMwEQYDVQQDDAppbnRlcm0xLWNhMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlpbnRlcm0xLWNh
QGludGVybTEtY2EubmV0MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA
wLpNnyEx5I4P8uDoWKWF3IZsegjhLANsodxuAUmhmwKekd0OpZZxHMw1wSO4IBX5
4itJS0xyXFzPmeptG3OXvNqCcsT+4BXl3DoGgPMULccc4NesHeg2z8+q3SPA6uZh
iseWNvKfnUjixbQEBtcrWBiSKnZuOz1cpuBn34gtgeFFoCEXN+EZVpPESiancDVh
8pCPlipc/08ZJ3o9GW2j0eHJN84sguIEDL812ROejQvpmfqGUq11stkIIuh+wB+V
VRhUBVG7pV57I6DHeeRp6cDMLXaM3iMTelhdShyo5YUaRJMak/t8kCqhtGXfuLlI
E2AkxKXeeveR9n6cpQd5JiNzCT/t9IQL/T/CCqMICRXLFpLCS9o5S5O2B6QFgcTZ
yKR6hsmwe22wpK8QI7/5oWNXlolb96hHJ7RPbG7RXYqmcLiXY/d2j9/RuNoPJawI
hLkfhoIdPA28xlnfIB1azCmMmdPcBO6cbUQfCj5hSmk3StVQKgJCjaujz55TGGd1
GjnxDMX9twwz7Ee51895Xmtr24qqaCXJoW/dPhcIIXRdJPMsTJ4yPG0BieuRwd0p
i8w/rFwbHzv4C9Fthw1JrRxH1yeHJHrLlZgJ5txSaVUIgrgVCJaf6/jrRRWoRJwt
AzvnzYql2dZPCcEAYgP7JcaQpvdpuDgq++NgBtygiqECAwEAAaNBMD8wDAYDVR0T
BAUwAwEB/zAvBgNVHR8EKDAmMCSgIqAghh5odHRwOi8vMTkyLjE2OC40LjI5L2lu
dGVybS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAG/XujJh5G5UWo+cwTSitAezWbJA
h1dAiXZ/OYWZSxkFRliErKdupLqL0ThjnX/wRFfEXbrBQwm5kWAUUDr97D1Uz+2A
8LC5I8SWKXmyf0jUtsnEQbDZb33oVL7yXJk/A0SF0jihpPheMA+YRazalT9xj9KH
PE7nHCJMbb2ptrHUyvBrKSYrSeEqOpQU2+otnFyV3rS9aelgVjuaWyaWOc3lZ1Oi
CC2tJvY3NnM56j5iesxUCeY/SZ2/ECXN7RRBViLHmA3gFKmWf3xeNiKkxmJCxOaa
UWPC1x2V66I8DG9uUzlWyd79O2dy52aAphAHC6hqlzb6v+gw1Tld7UxaqVd8CD5W
ATjNs+ifkJS1h5ERxHjgcurZXOpR+NWpwF+UDzbMXxx+KAAXCI6ltCd8Pb3wOUC3
PKvwEXaIcCcxGx71eRLpWPZFyEoi4N2NGE9OXRjz0K/KERZgNhsIW3bQMjcw3aX6
OXskEuKgsayctnWyxVqNnqvpuz06kqyubh4+ZgGKZ5LNEXYmGNz3oED1rUN636Tw
SjGAPHgeROzyTFDixCei6aROlGdP/Hwvb0/+uThIe89g8WZ0djTKFUM8uBO3f+II
/cbuyBO1+JrDMq8NkAjxKlJlp1c3WbfCue/qcwtcfUBYZ4i53a56UNF5Ef0rpy/8
B/+07Me/p2y9Luqa
-----END CERTIFICATE----ENDOFBUF

ステップ 21

証明書署名要求を表示します。
show certreq
例：
Firepower-chassis# /security/keyring # show certreq
Certificate request subject name: SSP
Certificate request ip address: 192.168.0.111
Certificate request FI A ip address: 0.0.0.0
Certificate request FI B ip address: 0.0.0.0
Certificate request e-mail name:
Certificate request ipv6 address: ::
Certificate request FI A ipv6 address: ::
Certificate request FI B ipv6 address: ::
Certificate request country name: US
State, province or county (full name): CA
Locality name (eg, city): SJC
Organisation name (eg, company): Cisco
Organisational Unit Name (eg, section): Sec
DNS name (subject alternative name):
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIICwTCCAakCAQAwVTELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAkNBMQwwCgYDVQQH
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DANTSkMxDjAMBgNVBAoMBUNpc2NvMQ0wCwYDVQQLDARTVEJVMQwwCgYDVQQDDANT
U1AwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDq292Rq3t0laoxPbfE
p/lTKr6rxFhPqSSbtm6sXer//VZFiDTWODockDItuf4Kja215mIS0RyvEYVeRgAs
wbN459wm0BASd8xCjIhsuHDV7yHu539BnvRW6Q2o+gHeSRwckqjClK/tsIxsPkV0
6OduZYXk2bnsLWs6tNk3uzOIT2Q0FcZ1ET66C8fyyKWTrmvcZjDjkMm2nDFsPlX9
39TYPItDkJE3PocqyaCqmT4uobOuvQeLJh/efkBvwhb4BF8vwzRpHWTdjjU5YnR1
qiR4q7j1RmzVFxCDY3IVP/KDBoa5NyCLEUZECP5QCQFDzIRETZwVOKtxUVG0Nljd
K5TxAgMBAAGgJzAlBgkqhkiG9w0BCQ4xGDAWMBQGA1UdEQQNMAuCA1NTUIcEwKgA
rjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEARtRBoInxXkBYNlVeEoFCqKttu3+Hc7UdyoRM
2L2pjx5OHbQICC+8NRVRMYujTnp67BWuUZZl03dGP4/lbN6bC9P3CvkZdKUsJkN0
m1Ye9dgz7MO/KEcosarmoMl9WB8LlweVdt6ycSdJzs9shOxwT6TAZPwL7gq/1ShF
RJh6sq5W9p6E0SjYefK62E7MatRjDjS8DXoxj6gfn9DqK15iVpkK2QqT5rneSGj+
R+20TcUnT0h/S5K/bySEM/3U1gFxQCOzbzPuHkj28kXAVczmTxXEkJBFLVduWNo6
DT3u0xImiPR1sqW1jpMwbhC+ZGDtvgKjKHToagup9+8R9IMcBQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

ステップ 22

IPSec モードに入ります。
scope ipsec

ステップ 23

ログ冗長レベルを設定します。
set log-level log_level

ステップ 24

IPSec 接続を作成し、入力します。
enter connection connection_name

ステップ 25

IPSec モードをトンネリングまたは伝送のために設定します。
set mode tunnel_or_transport

ステップ 26

ローカル IP アドレスを設定します。
set local-addr ip_address

ステップ 27

リモート IP アドレスを設定します。
set remote-addr ip_address

ステップ 28

トンネル モードを使用している場合、リモート サブネットを設定します。
set remote-subnet ip/mask

ステップ 29

（任意）リモート ID を設定します。
set remote-ike-ident remote_identity_name

ステップ 30

キーリング名を設定します。
set keyring-name name

ステップ 31

（任意）キーリング パスワードを設定します。
set keyring-passwd passphrase

ステップ 32

（任意）IKE-SA の有効期間を分単位で設定します。
set ike-rekey-time minutes
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minutes 値には、60 ～ 1440 の範囲内の任意の整数を設定できます。
ステップ 33

（任意）子の SA の有効期間を分単位（30 ～ 480 分）で設定します。
set esp-rekey-time minutes
minutes 値には、30 ～ 480 の範囲内の任意の整数を設定できます。

ステップ 34

（任意）初期接続中に実行する再送信シーケンスの番号を設定します。
set keyringtries retry_number
retry_number 値には、1 ～ 5 の範囲の任意の整数を指定できます。

ステップ 35

（任意）証明書失効リスト検査を、有効または無効にします。
set revoke-policy { relaxed | strict }

ステップ 36

接続を有効にします。
set admin-state enable

ステップ 37

すべての接続をリロードします。
reload-conns

ステップ 38

（任意）既存のトラストポイント名を IPsec に追加します。
create authority trustpoint_name

ステップ 39

IKE 接続と SA 接続との間の、対応する暗号キー強度の適用を設定します。
set sa-strength-enforcement yes_or_no

トラストポイントのスタティック CRL の設定
失効した証明書は、証明書失効リスト（CRL）で保持されます。クライアント アプリケーショ
ンは、CRL を使用してサーバの認証を確認します。サーバ アプリケーションは CRL を使用し
て、信頼されなくなったクライアント アプリケーションからのアクセス要求を許可または拒否
します。
証明書失効リスト（CRL）情報を使用して、Firepower 4100/9300 シャーシがピア証明書を検証
するように設定できます。このオプションは、システムのコモン クライテリア認定への準拠を
取得するために提示される数の 1 つです。詳細については、セキュリティ認定準拠 （69 ペー
ジ）を参照してください。
CRL 情報を使用してピア証明書を検証するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
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scope security
ステップ 2 トラストポイント モードに入ります。
scope trustpoint trustname
ステップ 3 取り消しモードに入ります。
scope revoke
ステップ 4 CRL ファイルをダウンロードします。
import crl protocol://user_id@CA_or_CRL_issuer_IP/tmp/DoDCA1CRL1.crl
ステップ 5 （任意）CRL 情報のインポート プロセスのステータスを表示します。
show import-task detail
ステップ 6 CRL 専用の、証明書取り消し方法を設定します。
set certrevokemethod {crl}

証明書失効リストのチェックについて
証明書失効リスト（CRL）チェック モードを、IPSec、HTTPS およびセキュアな LDAP 接続で
厳格または緩和に設定できます。
ダイナミック（非スタティック）CRL 情報は、X.509 証明書の CDP 情報から収集され、動的
な CRL 情報を示します。スタティック CRL 情報は、システム管理によって手動でダウンロー
ドされ、FXOS システムのローカルな CRL 情報を示します。ダイナミック CRL 情報は、証明
書チェーンの現在処理中の証明書に対してのみ処理されます。スタティック CRL は、ピアの
証明書チェーン全体に適用されます。
セキュアな IPSec、LDAP および HTTPS 接続の証明書失効のチェックを有効または無効にする
ステップについては、IPSec セキュア チャネルの設定 （71 ページ）、LDAP プロバイダーの
作成 （141 ページ）およびHTTPS の設定 （134 ページ）を参照してください。
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（注）

• 証明書失効のチェック モードが厳格に設定されている場合、スタティック CRL はピア証
明書チェーンのレベルが1以上のときにのみ適用されます。（たとえば、ピア証明書チェー
ンにルート CA 証明書およびルート CA によって署名されたピア証明書のみが含まれてい
るとき）。
• IPSec に対してスタティック CRL を設定している場合、[Authority Key Identifier (authkey)]
フィールドはインポートされた CRL ファイルに存在している必要があります。そうしな
いと、IPSec はそれを無効と見なします。
• スタティック CRL は、同じ発行元からのダイナミック CRL より優先されます。ピア証明
書を検証するときに、同じ発行者の有効な（決定済みの）スタティック CRL があれば、
ピア証明書の CDP は無視されます。
• 次のシナリオでは、デフォルトで厳格な CRL チェックが有効になっています。
• 新しく作成したセキュアな LDAP プロバイダー接続、IPSec 接続、またはクライアン
ト証明書エントリ
• 新しく展開した FXOS シャーシ マネージャ（FXOS 2.3.1.x 以降の初期開始バージョン
で展開）

次の表は、証明書失効リストのチェックの設定と証明書の検証に応じた接続の結果を示してい
ます。
表 4 : 厳格（ローカル スタティック CRL なし）に設定した証明書失効のチェック モード

ローカルスタティック LDAP 接続
CRL なし

IPSec 接続

クライアント証明書認
証

ピア証明書チェーンの 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン
チェック
が必要です
が必要です
が必要です
ピア証明書チェーンの 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン
CDP のチェック
が必要です
が必要です
が必要です
ピア証明書チェーンの Yes
ルート CA 証明書の
CDP チェック

N/A

Yes

ピア証明書チェーンの 接続に失敗（syslog
証明書検証のいずれか メッセージあり）
の失敗

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

ピア証明書チェーンの 接続に失敗（syslog
いずれかの失効した証 メッセージあり）
明書

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

接続に失敗（syslog
メッセージあり）
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ローカルスタティック LDAP 接続
CRL なし

IPSec 接続

クライアント証明書認
証

1 つの CDP でピア証明 接続に失敗（syslog
書チェーンが欠落して メッセージあり）
います

ピア証明書：接続に失 接続に失敗（syslog
敗（syslog メッセージ メッセージあり）
あり）
中間 CA：接続に失敗

有効な署名付きピア証 接続に成功
明書チェーンの 1 つの
CDP CRL が空です

接続に成功

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

ピア証明書チェーンの 接続に失敗（syslog
CDP がダウンロードで メッセージあり）
きません

ピア証明書：接続に失 接続に失敗（syslog
敗（syslog メッセージ メッセージあり）
あり）
中間 CA：接続に失敗

証明書に CDP はあり 接続に失敗（syslog
ますが、CDP サーバが メッセージあり）
ダウンしています

ピア証明書：接続に失 接続に失敗（syslog
敗（syslog メッセージ メッセージあり）
あり）
中間 CA：接続に失敗

証明書に CDP があ
接続に失敗（syslog
り、サーバはアップし メッセージあり）
ており、CRL は CDP
にありますが、CRLに
無効な署名があります

ピア証明書：接続に失 接続に失敗（syslog
敗（syslog メッセージ メッセージあり）
あり）
中間 CA：接続に失敗

表 5 : 厳格（ローカル スタティック CRL あり）に設定した証明書失効のチェック モード

ローカル スタティック CRL あ LDAP 接続
り

IPSec 接続

ピア証明書チェーンのチェッ 完全な証明書チェーンが必要 完全な証明書チェーンが必要
ク
です
です
ピア証明書チェーンの CDP の 完全な証明書チェーンが必要 完全な証明書チェーンが必要
チェック
です
です
ピア証明書チェーンのルート Yes
CA 証明書の CDP チェック

N/A

ピア証明書チェーンの証明書 接続に失敗（syslog メッセー
検証のいずれかの失敗
ジあり）

接続に失敗（syslog メッセージ
あり）

ピア証明書チェーンのいずれ 接続に失敗（syslog メッセー
かの失効した証明書
ジあり）

接続に失敗（syslog メッセージ
あり）
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ローカル スタティック CRL あ LDAP 接続
り

IPSec 接続

1 つの CDP でピア証明書
接続に成功
チェーンが欠落しています
（証明書チェーンのレベルは
1）

接続に成功

ピア証明書チェーンの 1 つの 接続に成功
CDP CRL が空です（証明書
チェーンのレベルは 1）

接続に成功

ピア証明書チェーンの CDP が 接続に成功
ダウンロードできません（証
明書チェーンのレベルは 1）

接続に成功

証明書に CDP はありますが、 接続に成功
CDP サーバがダウンしていま
す（証明書チェーンのレベル
は 1）

接続に成功

証明書に CDP があり、サーバ 接続に成功
はアップしており、CRL は
CDP にありますが、CRL に無
効な署名があります（証明書
チェーンのレベルは 1）

接続に成功

ピア証明書チェーンのレベル 接続に失敗（syslog メッセー
が 1 より高くなっています
ジあり）

CDP と組み合わせて使用する
と、接続に成功します
CDP がなければ、接続に失敗
し、syslog メッセージが表示さ
れます

表 6 : 緩和（ローカル スタティック CRL なし）に設定した証明書失効のチェック モード

ローカルスタティック LDAP 接続
CRL なし

IPSec 接続

クライアント証明書認
証

ピア証明書チェーンの 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン
チェック
ピア証明書チェーンの 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン 完全な証明書チェーン
CDP のチェック
ピア証明書チェーンの Yes
ルート CA 証明書の
CDP チェック

N/A
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ローカルスタティック LDAP 接続
CRL なし

IPSec 接続

クライアント証明書認
証

ピア証明書チェーンの 接続に失敗（syslog
証明書検証のいずれか メッセージあり）
の失敗

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

ピア証明書チェーンの 接続に失敗（syslog
いずれかの失効した証 メッセージあり）
明書

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

1 つの CDP でピア証明 接続に成功
書チェーンが欠落して
います

接続に成功

接続に失敗（syslog
メッセージあり）

有効な署名付きピア証 接続に成功
明書チェーンの 1 つの
CDP CRL が空です

接続に成功

接続に成功

ピア証明書チェーンの 接続に成功
CDP がダウンロードで
きません

接続に成功

接続に成功

証明書に CDP はあり 接続に成功
ますが、CDP サーバが
ダウンしています

接続に成功

接続に成功

証明書に CDP があ
接続に成功
り、サーバはアップし
ており、CRL は CDP
にありますが、CRLに
無効な署名があります

接続に成功

接続に成功

表 7 : 緩和（ローカル スタティック CRL あり）に設定した証明書失効のチェック モード

ローカル スタティック CRL あ LDAP 接続
り

IPSec 接続

ピア証明書チェーンのチェッ 完全な証明書チェーン
ク

完全な証明書チェーン

ピア証明書チェーンの CDP の 完全な証明書チェーン
チェック

完全な証明書チェーン

ピア証明書チェーンのルート Yes
CA 証明書の CDP チェック

N/A
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ローカル スタティック CRL あ LDAP 接続
り

IPSec 接続

ピア証明書チェーンの証明書 接続に失敗（syslog メッセー
検証のいずれかの失敗
ジあり）

接続に失敗（syslog メッセージ
あり）

ピア証明書チェーンのいずれ 接続に失敗（syslog メッセー
かの失効した証明書
ジあり）

接続に失敗（syslog メッセージ
あり）

1 つの CDP でピア証明書
接続に成功
チェーンが欠落しています
（証明書チェーンのレベルは
1）

接続に成功

ピア証明書チェーンの 1 つの 接続に成功
CDP CRL が空です（証明書
チェーンのレベルは 1）

接続に成功

ピア証明書チェーンの CDP が 接続に成功
ダウンロードできません（証
明書チェーンのレベルは 1）

接続に成功

証明書に CDP はありますが、 接続に成功
CDP サーバがダウンしていま
す（証明書チェーンのレベル
は 1）

接続に成功

証明書に CDP があり、サーバ 接続に成功
はアップしており、CRL は
CDP にありますが、CRL に無
効な署名があります（証明書
チェーンのレベルは 1）

接続に成功

ピア証明書チェーンのレベル 接続に失敗（syslog メッセー
が 1 より高くなっています
ジあり）

CDP と組み合わせて使用する
と、接続に成功します
CDP がなければ、接続に失敗
し、syslog メッセージが表示さ
れます

CRL 定期ダウンロードの設定
システムを、CRL を定期的にダウンロードして、証明書の検証に新しい CRL を 1 ～ 24 時間ご
とに使用するように設定できます。
この機能とともに、次のプロトコルとインターフェイスを使用できます。
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• FTP
• SCP
• SFTP
• TFTP
• USB

（注）

• SCEP および OCSP はサポートされません。
• CRL ごとに設定できるのは 1 つの定期ダウンロードのみです。
• トラストポイントごとにサポートされるのは 1 つの CRL です。

（注）

期間は 1 時間間隔でのみ設定できます。
CRL 定期ダウンロードを設定するには、次の手順を実行します。
始める前に
Firepower 4100/9300 シャーシが、ピア証明書を（CRL）情報を使用して検証するように設定さ
れていることを確認します。詳細については、トラストポイントのスタティック CRL の設定
（76 ページ）を参照してください。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
scope security
ステップ 2 トラストポイント モードに入ります。
scope trustpoint
ステップ 3 取り消しモードに入ります。
scope revoke
ステップ 4 取り消し設定を編集します。
sh config
ステップ 5 優先設定を設定します。
例：
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set certrevokemethod crl
set crl-poll-filename rootCA.crl
set crl-poll-path /users/myname
set crl-poll-period 1
set crl-poll-port 0
set crl-poll-protocol scp
! set crl-poll-pwd
set crl-poll-server 182.23.33.113
set crl-poll-user myname

ステップ 6 設定ファイルを終了します。
exit
ステップ 7 （任意）新しい CRL をダウンロードして、新しい設定をテストします。
例：
Firepower-chassis /security/trustpoint/revoke # sh import-task
Import task:
File Name Protocol Server
Userid
--------- -------- --------------- ---------- -------------- ----rootCA.crl Scp 182.23.33.113 0
MyName

Downloading

LDAP キー リング証明書の設定
Firepower 4100/9300 シャーシ上で TLS 接続をサポートする、セキュアな LDAP クライアント
キー リング証明書を設定できます。このオプションは、システムのコモン クライテリア認定
への準拠を取得するために提示される数の 1 つです。詳細については、セキュリティ認定準拠
（69 ページ）を参照してください。

（注）

コモン クライテリア モードを有効にする場合は、SSL が有効になっている必要があります。
さらにキー リング証明書を作成するために、サーバ DNS 情報を使用する必要があります。
SSL を LDAP サーバ エントリに対して有効にすると、接続の形成時にキー リング情報が参照
され、確認されます。
LDAP サーバ情報は、セキュア LDAP 接続（SSL 使用可能）用の、CC モードの DNS 情報であ
る必要があります。
セキュア LDAP クライアントのキー リング証明書を設定するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードに入ります。
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scope security
ステップ 2 LDAP モードに入ります。
scope ldap
ステップ 3 LDAP サーバ モードに入ります。
enter server {server_ip|server_dns}
ステップ 4 LDAP キー リングを設定します。
set keyring keyring_name
ステップ 5 設定をコミットします。
commit-buffer

クライアント証明書認証の有効化
HTTPS アクセスのユーザを認証するために、システムにクライアント証明書を LDAP と一緒
に使用させることができます。Firepower 4100/9300 シャーシ上でのデフォルトの認証設定は、
認証ベースです。

（注）

証明書認証が有効である場合、これは HTTPS に許可されている唯一の認証形式です。
証明書失効検査は、FXOS 2.1.1 リリースのクライアント証明書認証機能ではサポートされてい
ません。
この機能を使用するには、クライアント証明書が次の要件を満たしている必要があります。
• ユーザ名が X509 属性 [Subject Alternative Name - Email] に含まれている必要があります。
• クライアント証明書は、その証明書をスーパバイザ上のトラストポイントにインポートし
ているルート CA により署名されている必要があります。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、サービス モードに入ります。
scope system
scope services
ステップ 2 （任意）HTTPS 認証のオプションを表示します。
set https auth-type
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例：
Firepower-chassis /system/services # set https auth-type
cert-auth Client certificate based authentication
cred-auth Credential based authentication

ステップ 3 HTTPS 認証をクライアントベースに設定します。
set https auth-type cert-auth
ステップ 4 設定をコミットします。
commit-buffer
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システム管理
• 管理 IP アドレスの変更 （87 ページ）
• アプリケーション管理 IP の変更 （89 ページ）
• Firepower 4100/9300 シャーシ名の変更 （92 ページ）
• ログイン前バナー （93 ページ）
• Firepower 4100/9300 シャーシ の再起動 （96 ページ）
• Firepower 4100/9300 シャーシの電源オフ （96 ページ）
• 工場出荷時のデフォルト設定の復元 （97 ページ）
• トラスト ID 証明書のインストール （98 ページ）

管理 IP アドレスの変更
始める前に
FXOS CLI から Firepower 4100/9300 シャーシの管理 IP アドレスを変更できます。

（注）

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。
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 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。
Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a

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
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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 # set out-of-band ip ip_address netmask network_mask gw
gateway_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# scope fabric-interconnect a

b) 管理 IPv6 設定のスコープを設定します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect # scope ipv6-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 # set out-of-band ipv6 ipv6_address ipv6-prefix
prefix_length ipv6-gw gateway_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

例
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
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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
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 #

アプリケーション管理 IP の変更
FXOS CLI から Firepower 4100/9300 シャーシに接続されたアプリケーションの管理 IP アドレス
は変更できます。そのためには、まず FXOS プラットフォーム レベルで IP 情報を変更し、次
にアプリケーション レベルで IP 情報を変更する必要があります。

（注）

Firepower Chassis Manager を使用してこれらの変更を行おうとすると、サービスが中断される
可能性があります。サービスが中断する可能性を避けるために、これらの変更は、FXOS CLI
を使用して実行する必要があります。

手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します。（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ） を参照）。
ステップ 2 範囲を論理デバイスにします。
scope ssa
scope logical-device logical_device_name
ステップ 3 範囲を管理ブートストラップにし、新しい管理ブートストラップ パラメータを設定します。導
入間で違いがあることに注意してください。
ASA 論理デバイスのスタンドアロンの設定の場合。
a)

論理デバイスのブートストラップを入力します。
scope mgmt-bootstrap asa

b) スロットを IP モードにします。
scope ipv4_or_6 slot_number default
c)

（IPv4 のみ）新しい IP アドレスを設定します。
set ip ipv4_address mask network_mask

d) （IPv6 のみ）新しい IP アドレスを設定します。
set ip ipv6_address prefix-length prefix_length_number
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e)

ゲートウェイ アドレスを設定します。
set gateway gateway_ip_address

f)

設定をコミットします。
commit-buffer

ASA 論理デバイスのクラスタ設定の場合。
a)

クラスタ管理ブートストラップを入力します。
scope cluster-bootstrap asa

b) （IPv4 のみ）新しい仮想 IP を設定します。
set virtual ipv4 ip_address mask network_mask
c)

（IPv6 のみ）新しい仮想 IP を設定します。
set virtual ipv6 ipv6_address prefix-length prefix_length_number

d) 新しい IP プールを設定します。
set ip pool start_ip end_ip
e)

ゲートウェイ アドレスを設定します。
set gateway gateway_ip_address

f)

設定をコミットします。
commit-buffer

Firepower Threat Defense のスタンドアロン設定およびクラスタ設定の場合。
a)

論理デバイスのブートストラップを入力します。
scope mgmt-bootstrap ftd

b) スロットを IP モードにします。
scope ipv4_or_6 slot_number firepower
c)

（IPv4 のみ）新しい IP アドレスを設定します。
set ip ipv4_address mask network_mask

d) （IPv6 のみ）新しい IP アドレスを設定します。
set ip ipv6_address prefix-length prefix_length_number
e)

ゲートウェイ アドレスを設定します。
set gateway gateway_ip_address

f)

設定をコミットします。
commit-buffer
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（注）

クラスタ設定の場合、Firepower 4100/9300 シャーシに接続されているアプリケーショ
ンごとに新しい IP アドレスを設定する必要があります。シャーシ間クラスタまたは
HA 設定の場合、両方のシャーシでアプリケーションごとにこれらのステップを繰り
返す必要があります。

ステップ 4 アプリケーションごとに管理ブートストラップ情報をクリアします。
a)

範囲を ssa モードにします。
scope ssa

b) 範囲をスロットにします。
scope slot slot_number
c)

範囲をアプリケーション インスタンスにします。
scope app-instance asa_or_ftd

d) 管理ブートストラップ情報をクリアします。
clear mgmt-bootstrap
e)

設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 5 アプリケーションを無効にします。
disable
commit-buffer
（注）

クラスタ設定の場合、Firepower 4100/9300 シャーシに接続されているアプリケーショ
ンごとに管理ブートストラップ情報をクリアし、無効にする必要があります。シャー
シ間クラスタまたは HA 設定の場合、両方のシャーシでアプリケーションごとにこれ
らのステップを繰り返す必要があります。

ステップ 6 アプリケーションがオフラインで、スロットが再度オンラインになったときに、アプリケー
ションを再度有効にします。
a)

範囲を ssa モードに戻します。
scope ssa

b) 範囲をスロットにします。
scope slot slot_number
c)

範囲をアプリケーション インスタンスにします。
scope app-instance asa_or_ftd

d) アプリケーションを有効にします。
enable
e)

設定をコミットします。
commit-buffer
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（注）

クラスタ設定の場合、これらのステップを繰り返して、Firepower 4100/9300 シャーシ
に接続されている各アプリケーションを再度有効にします。シャーシ間クラスタまた
は HA 設定の場合、両方のシャーシでアプリケーションごとにこれらのステップを繰
り返す必要があります。

Firepower 4100/9300 シャーシ名の変更
始める前に
Firepower 4100/9300 シャーシに使用する名前を FXOS CLI から変更することができます。
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）を参照）。
ステップ 2 システム モードに入ります。
Firepower-chassis-A# scope system
ステップ 3 現在の名前を表示するには：
Firepower-chassis-A /system # show
ステップ 4 新しい名前を構成するには：
Firepower-chassis-A /system # set name device_name
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-A /fabric-interconnect* # commit-buffer

例
次の例では、デバイス名を変更します。
Firepower-chassis-A# scope system
Firepower-chassis-A /system # set name New-name
Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively
Firepower-chassis-A /system* # commit-buffer
Firepower-chassis-A /system # show
Systems:
Name
Mode
System IP Address System IPv6 Address
---------- ----------- ----------------- ------------------New-name
Stand Alone 192.168.100.10
::
New-name-A /system #
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ログイン前バナー
ログイン前バナーでは、ユーザが Firepower Chassis Manager にログインするとシステムにバナー
テキストが表示されます。ユーザ名とパスワードのシステム プロンプトの前に、メッセージの
画面で [OK] をクリックする必要があります。ログイン前バナーを設定しないと、システムは
ユーザ名とパスワードのプロンプトにすぐに進みます。
ユーザが FXOS CLI にログインすると、設定されている場合はシステムがパスワードのプロン
プトの前にログイン バナー テキストを表示します。

ログイン前バナーの作成
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）を参照）。
ステップ 2 セキュリティ モードを開始します。
Firepower-chassis# scope security
ステップ 3 バナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope banner
ステップ 4 次のコマンドを入力して、ログイン前バナーを作成します。
Firepower-chassis /security/banner # create pre-login-banner
ステップ 5 Firepower Chassis Manager または FXOS CLI へのログイン前のユーザに FXOS が表示するメッ
セージを指定します。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # set message
ログイン前バナー メッセージのテキストを入力するためのダイアログを開始します。
ステップ 6 プロンプトで、ログイン前バナー メッセージを入力します。このフィールドには、標準の
ASCII 文字を入力できます。複数行のテキストを入力できますが、各行の最大文字数は 192 文
字です。行の区切りで Enter キーを押します。
入力内容の次の行に ENDOFBUF と入力し、Enter キーを押して終了します。
[set message] ダイアログをキャンセルするには、Ctrl+C キーを押します。
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。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
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例
次の例は、ログイン前バナーを作成します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # create pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
>Welcome to the Firepower Security Appliance
>**Unauthorized use is prohibited**
>ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner #

ログイン前バナーの変更
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）を参照）。
ステップ 2 セキュリティ モードを開始します。
Firepower-chassis# scope security
ステップ 3 バナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope banner
ステップ 4 ログイン前バナーのバナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security/banner # scope pre-login-banner
ステップ 5 Firepower Chassis Manager または FXOS CLI へのログイン前のユーザに FXOS が表示するメッ
セージを指定します。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner # set message
ログイン前バナー メッセージのテキストを入力するためのダイアログを開始します。
ステップ 6 プロンプトで、ログイン前バナー メッセージを入力します。このフィールドには、標準の
ASCII 文字を入力できます。複数行のテキストを入力できますが、各行の最大文字数は 192 文
字です。行の区切りで Enter キーを押します。
入力内容の次の行に ENDOFBUF と入力し、Enter キーを押して終了します。
[set message] ダイアログをキャンセルするには、Ctrl+C キーを押します。
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。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
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例
次に、ログイン前バナーを変更する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # scope pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
>Welcome to the Firepower Security Appliance
>**Unauthorized use is prohibited**
>ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner #

ログイン前バナーの削除
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）を参照）。
ステップ 2 セキュリティ モードを開始します。
Firepower-chassis# scope security
ステップ 3 バナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope banner
ステップ 4 システムからログイン前バナーを削除します。
Firepower-chassis /security/banner # delete pre-login-banner
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/banner* # commit-buffer

例
次に、ログイン前バナーを削除する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # delete pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner #
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Firepower 4100/9300 シャーシ の再起動
手順

ステップ 1 シャーシ モードに入ります。
scope chassis 1
ステップ 2 次のコマンドを入力して、シャーシをリブートします。
reboot [reason] [no-prompt]
（注）

[no-prompt] キーワードを使用した場合、コマンドを入力するとシャーシはすぐにリ
ブートします。[no-prompt] キーワードを使用しない場合、システムはユーザが
commit-buffer コマンドを入力するまでリブートしません。

システムはそのシステム上で構成されているすべての論理デバイスをグレースフルにシャット
ダウンし、最終的に Firepower 4100/9300 シャーシの電源をオフにして再始動する前に、セキュ
リティ モジュール/エンジンの電源を個別にオフにします。このプロセスには約 15 ～ 20 分か
かります。
ステップ 3 リブート プロセスをモニタするには、次の手順を実行します。
scope chassis 1
show fsm status

Firepower 4100/9300 シャーシの電源オフ
手順

ステップ 1 シャーシ モードに入ります。
scope chassis 1
ステップ 2 次のコマンドを入力して、シャーシを電源オフにします。
shutdown [reason] [no-prompt]
（注）

[no-prompt] キーワードを使用した場合、コマンドを入力するとシャーシはすぐに
シャットダウンします。[no-prompt] キーワードを使用しない場合、システムはユー
ザが commit-buffer コマンドを入力するまでシャットダウンしません。
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システムはそのシステム上で構成されているすべての論理デバイスをグレースフルにシャット
ダウンし、最終的に Firepower 4100/9300 シャーシの電源をオフにする前に、セキュリティ モ
ジュール/エンジンの電源を個別にオフにします。このプロセスには約 15 ～ 20 分かかります。
シャーシが正常にシャットダウンすれば、シャーシの電源コードを物理的に抜くことができま
す。
ステップ 3 シャットダウン プロセスをモニタするには、次の手順を実行します。
scope chassis 1
show fsm status

工場出荷時のデフォルト設定の復元
FXOS CLI を使用して Firepower 4100/9300 シャーシを工場出荷時のデフォルト設定に戻すこと
ができます。

（注）

このプロセスによって、論理デバイス設定を含むすべてのユーザ設定がシャーシから消去され
ます。この手順が完了したら、Firepower 4100/9300 シャーシのコンソール ポートに接続し、
セットアップ ウィザードを使用してシステムを再設定する必要があります（初期設定 （12
ページ）を参照してください）。

手順

ステップ 1 （任意） erase configuration コマンドはシャーシからスマート ライセンス設定を削除しませ
ん。スマート ライセンス設定も削除する場合は、次の手順を実行します。
scope license
deregister
Firepower 4100/9300 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ます。
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。
ステップ 2 ローカル管理に接続します。
connect local-mgmt
ステップ 3 Firepower 4100/9300 シャーシからすべてのユーザ設定を消去し、最初の工場出荷時のデフォル
ト設定にシャーシを復元するには、次のコマンドを入力します。
erase configuration
すべてのユーザ設定を消去するかどうかを確認するように求められます。
ステップ 4 設定の消去を確認するには、コマンド プロンプトに yes と入力します。
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すべてのユーザ設定が Firepower 4100/9300 シャーシから消去された後、システムがリブートし
ます。

トラスト ID 証明書のインストール
初期設定後に、自己署名 SSL 証明書が Firepower 4100/9300 シャーシ Web アプリケーションで
使用するために生成されます。その証明書は自己署名であるため、クライアント ブラウザが自
動的に信頼することはありません。新しいクライアント ブラウザで Firepower 4100/9300 シャー
シ Web インターフェイスに初めてアクセスするときに、ブラウザは SSL 警告をスローして、
ユーザが Firepower 4100/9300 シャーシ にアクセスする前に証明書を受け入れることを要求し
ます。FXOS CLI を使用して証明書署名要求（CSR）を生成し、Firepower 4100/9300 シャーシ
で使用する結果の ID 証明書をインストールするには、以下の手順を使用できます。この ID 証
明書により、クライアント ブラウザは接続を信頼し、警告なしで Web インターフェイスを起
動できるようになります。
手順

ステップ 1

FXOS CLI に接続します。（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ） を参照）。

ステップ 2

セキュリティ モジュールを入力します。
scope security

ステップ 3

キーリングを作成します。
create keyring keyring_name

ステップ 4

秘密キーのモジュラス サイズを設定します。
set modulus size

ステップ 5

設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 6

CSR フィールドを設定します。証明書は、基本オプション（subject-name など）を指定して生
成できます。さらに任意で、ロケールや組織などの情報を証明書に組み込むことができる詳細
オプションを指定できます。CSR フィールドを設定する場合、システムにより証明書パスワー
ドの入力が求められることに注意してください。
create certreq certreq subject_name
password
set country country
set state state
set locality locality
set org-name organization_name
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set org-unit-name organization_unit_name
set subject-name subject_name
ステップ 7

設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 8

認証局に提供する CSR をエクスポートします。認証局は CSR を使用して ID 証明書を作成し
ます。
a)

完全な CSR を表示します。
show certreq

b) 「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」から「-----END CERTIFICATE REQUEST-----」
までの出力をコピーします。
例：
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIC6zCCAdMCAQAwdzELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNhbGlmb3JuaWEx
ETAPBgNVBAcMCFNhbiBKb3NlMRYwFAYDVQQKDA1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMQwwCgYD
VQQLDANUQUMxGjAYBgNVBAMMEWZwNDEyMC50ZXN0LmxvY2FsMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAs0ON5gagkfZ2fi4JVEANG+7YGgcHbnUt7LpV
yMChnKOPJjBwkUMNQA1mQsRQDcbJ232/sK0fMSnyqOL8JzC7itxeVEZRyz7/ax7W
GNveg/XP+zd03nt4GXM63FsrPcPmA7EwgqDSLoShtBEV10hhf4+Nw4pKCZ+eSSkS
JkTB1ZHaKV9bttYg3kf/UEUUgk/EyrVq3B+u2DsooPVq76mTm8BwYMqHbJEv4Pmu
RjWE88yEvVwH7JTEij9OvxbatjDjVSJHZBURtCanvyBvGuLP/Q/Nmv3Lo3G9ITbL
L5gIYZVatTxp6HTUezH2MIIzOavU6d1tB9rnyxgGth5dPV0dhQIDAQABoC8wLQYJ
KoZIhvcNAQkOMSAwHjAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAZUfCbwx9vt5aVDcL+tATu5xFE3LA310ck6GjlNv6W/6r
jBNLxusYi1rZZcW+CgnvNs4ArqYGyNVBySOavJO/VvQ1KfyxxJ1OIkyx3RzEjgK0
zzyoyrG+EZXC5ShiraS8HuWvE2wFM2wwWNtHWtvcQy55+/hDPD2Bv8pQOC2Zng3I
kLfG1dxWf1xAxLzf5J+AuIQ0CM5HzM9Zm8zREoWT+xHtLSqAqg/aCuomN9/vEwyU
OYfoJMvAqC6AZyUnMfUfCoyuLpLwgkxB0gyaRdnea5RhiGjYQ2lDXYDjEXp7rCx9
+6bvDl1n70JCegHdCWtP75SaNyaBEPkO0365rTckbw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

ステップ 9

certreq モードを終了します。
exit

ステップ 10

キーリング モードを終了します。
exit

ステップ 11

認証局の登録プロセスに従って認証局に CSR の出力を提供します。要求が成功すると、認証
局はこの CA の秘密キーを使用してデジタル署名された ID 証明書が返されます。

ステップ 12

（注）

FXOS にインポートするすべての ID 証明書は、Base64 形式でなければなりません。
認証局から受信した ID 証明書チェーンの形式が多様である場合は、まずそれを
OpenSSL などの SSL ツールを使用して変換する必要があります。

ID 証明書チェーンを保持する新規トラストポイントを作成します。
create trustpoint trustpoint_name
ステップ 13

画面の指示に従って、手順 11 で認証局から受信した ID 証明書チェーンを入力します。
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（注）

中間証明書を使用する認証局の場合は、ルートと中間証明書とを結合させる必要があ
ります。テキスト ファイルで、ルート証明書を一番上にペーストし、それに続いて
チェーン内の各中間証明書をペーストします。この場合、すべての BEGIN
CERTIFICATE フラグと END CERTIFICATE フラグを含めます。この全体のテキスト
ブロックを、トラストポイントにコピー アンド ペーストします。

set certchain
例：
firepower /security/trustpoint* # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
>-----BEGIN CERTIFICATE---->MIICDTCCAbOgAwIBAgIQYIutxPDPw6BOp3uKNgJHZDAKBggqhkjOPQQDAjBTMRUw
>EwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEg
>MB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTc1NjU2
>WhcNMjAwNzI4MTgwNjU2WjBTMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJ
>kiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4t
>UEMtQ0EwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAASvEA27V1Enq1gMtLkvJ6rx
>GXRpXWIEyuiBM4eQRoqZKnkeJUkm1xmqlubaDHPJ5TMGfJQYszLBRJPq+mdrKcDl
>o2kwZzATBgkrBgEEAYI3FAIEBh4EAEMAQTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0T
>AQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUyInbDHPrFwEEBcbxGSgQW7pOVIkwEAYJKwYB
>BAGCNxUBBAMCAQAwCgYIKoZIzj0EAwIDSAAwRQIhAP++QJTUmniB/AxPDDN63Lqy
>18odMDoFTkG4p3Tb/2yMAiAtMYhlsv1gCxsQVOw0xZVRugSdoOak6n7wCjTFX9jr
>RA==
>-----END CERTIFICATE---->ENDOFBUF

ステップ 14

設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 15

トラストポイント モードを終了します。
exit

ステップ 16

キーリング モードに入ります。
scope keyring keyring_name

ステップ 17

ステップ 13 で作成されたトラストポイントを、CSR に作成されたキーリングに関連付けます。
set trustpoint trustpoint_name

ステップ 18

サーバの署名付き ID 証明書をインポートします。
set cert

ステップ 19

認証局により提供された ID 証明書の内容をペーストします。
例：
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
>-----BEGIN CERTIFICATE---->MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT
>MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp
>bjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw
>OTU0WhcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs
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>aWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl
>bXMxDDAKBgNVBAsTA1RBQzEaMBgGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi
>MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga
>BwdudS3sulXIwKGco48mMHCRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U
>RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXXSGF/j43D
>ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg
>yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a
>/cujcb0hNssvmAhhlVq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGAa2Hl09XR2FAgMB
>AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E
>FgQU/1WpstiEYExs8DlZWcuHZwPtu5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPrFwEEBcbx
>GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh
>dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1
>YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp
>b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlz
>dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEF
>BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B
>QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxD
>Tj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs
>P2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0
>aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwDgYDVR0P
>AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC
>IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm
>sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw=
>-----END CERTIFICATE---->ENDOFBUF

ステップ 20

キーリング モードを終了します。
exit

ステップ 21

セキュリティ モードを終了します。
exit

ステップ 22

システム モードに入ります。
scope system

ステップ 23

サービス モードに入ります。
scope services

ステップ 24

新しい証明書を使用するように FXOS Web サービスを設定します。
set https keyring keyring_name

ステップ 25

設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 26

HTTPS サーバに関連付けられているキーリングを表示します。これにはこの手順の手順 3 で
作成したキーリングの名前が反映されることになります。画面出力にデフォルトのキーリング
名が表示される場合には、HTTPS サーバはまだ、新しい証明書を使用するように更新されて
いません。
show https
例：
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fp4120 /system/services # show https
Name: https
Admin State: Enabled
Port: 443
Operational port: 443
Key Ring: firepower_cert
Cipher suite mode: Medium Strength
Cipher suite:
ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL

ステップ 27

インポートされた証明書の内容を表示し、Certificate Status値がValidと表示されることを確認
します。
scope security
show keyring keyring_name detail
例：
fp4120 /security # scope security
fp4120 /security # show keyring firepower_cert detail
Keyring firepower_cert:
RSA key modulus: Mod2048
Trustpoint CA: firepower_chain
Certificate status: Valid
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA
Validity
Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT
Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT
Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC,
CN=fp4120.test.local
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40:
0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0:
a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4:
50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2:
fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e:
d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73:
3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84:
a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f:
9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6:
20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f:
ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca:
87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c:
07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22:
47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f:
cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95:
5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab:
d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d:
1d:85
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:fp4120.test.local
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X509v3 Subject Key Identifier:
FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89
X509v3 CRL Distribution Points:
Full Name:
URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=naaustin-pc,CN=CDP,
CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,

DC=local?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint
Authority Information Access:
CA Issuers - URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=AIA,
CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,
DC=local?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority
1.3.6.1.4.1.311.20.2:
...W.e.b.S.e.r.v.e.r
X509v3 Key Usage: critical
Digital Signature, Key Encipherment
X509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Server Authentication
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
30:45:02:20:57:b0:ec:d7:09:8a:b1:2d:15:1b:f2:c6:39:10:
e3:f7:55:a3:6a:08:e8:24:41:df:4f:16:41:b6:07:35:4b:bf:
02:21:00:ed:47:4e:6e:24:89:04:6f:cf:05:98:e6:b2:0a:08:
2b:ad:1a:91:b8:e8:b4:e4:ef:51:d5:1d:f5:be:8a:d5:4c
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT
MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp
bjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw
OTU0WhcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs
aWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl
bXMxDDAKBgNVBAsTA1RBQzEaMBgGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga
BwdudS3sulXIwKGco48mMHCRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U
RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXXSGF/j43D
ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg
yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a
/cujcb0hNssvmAhhlVq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGAa2Hl09XR2FAgMB
AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E
FgQU/1WpstiEYExs8DlZWcuHZwPtu5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPrFwEEBcbx
GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh
dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1
YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp
b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlz
dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEF
BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B
QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxD
Tj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs
P2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0
aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC
IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm
sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw=
-----END CERTIFICATE----Zeroized: No
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次のタスク
新しい信頼できる証明書が存在していることを確認するには、Web ブラウザのアドレス バー
に https://<FQDN_or_IP>/ と入力して、Firepower Chassis Manager に移動します。

（注）

ブラウザはさらに、アドレス バーの入力内容に照らして証明書のサブジェクト名を確認しま
す。証明書が完全修飾ドメイン名に対して発行されている場合、ブラウザでもそのようにアク
セスする必要があります。IP アドレスを使用してアクセスすると、信頼できる証明書が使用さ
れているとしても、別の SSL エラー（共通名が無効）がスローされます。
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Platform Settings
• NTP サーバ認証の有効化 （105 ページ）
• 日時の設定 （106 ページ）
• SSH の設定 （112 ページ）
• TLS の設定 （113 ページ）
• Telnet の設定 （115 ページ）
• SNMP の設定 （116 ページ）
• HTTPS の設定 （125 ページ）
• AAA の設定 （138 ページ）
• Syslog の設定 （150 ページ）
• DNS サーバの設定 （152 ページ）
• FIPS モードの有効化 （154 ページ）
• コモン クライテリア モードの有効化 （155 ページ）
• IP アクセス リストの設定 （155 ページ）
• MAC プール プレフィックスの追加とコンテナ インスタンス インターフェイスの MAC ア
ドレスの表示 （157 ページ）
• コンテナ インスタンスのリソース プロファイルの追加 （159 ページ）

NTP サーバ認証の有効化
NTP サーバ認証を有効にするには、Firepower 4100/9300 シャーシで次の手順を実行します。

（注）

• 有効にすると、NTP 認証機能は設定済みのすべてのサーバでグローバルに機能します。
• NTP サーバ認証では SHA1 のみがサポートされます。
• サーバを認証するには、キー ID とキー値が必要です。キー ID は、メッセージ ダイジェ
ストのコンピューティング時に、使用するキー値をクライアントとサーバの両方に指示す
るために使用されます。キー値は、ntp-keygen を使用して導出される固定値です。
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手順

ステップ 1 ntp 4.2.8p8 をダウンロードします。
ステップ 2 NTP サーバを、ntpd openssl を有効にしてインストールします。
ステップ 3 NTP キー ID とキー値を生成します。
ntp-keygen -M
これらの生成されたキーは、次の手順に使用します。
ステップ 4 FXOS CLI から、NTP サーバを作成します。
create ntp-server server_id
ステップ 5 NTP サーバを入力します。
scope ntp-server server_id
ステップ 6 SHA1 キー ID を設定します。
set ntp-sha1-key-id key_id
ステップ 7 SHA1 キー文字列を設定します。
set ntp-sha1-key-string key_string
ステップ 8 NTP 認証を有効にします。
enable ntp-authentication

日時の設定
日付と時刻を手動で設定したり、現在のシステム時刻を表示するには、下記で説明する の CLI
コマンドを使用してシステムのネットワーク タイム プロトコル（NTP）を設定します。
NTP の設定は、Firepower 4100/9300 シャーシとシャーシにインストールされている論理デバイ
ス間で自動的に同期されます。

（注）

Firepower 4100/9300 シャーシに Firepower Threat Defense を導入すると、スマート ライセンスが
正しく機能し、デバイス登録に適切なタイムスタンプを確保するように Firepower 4100/9300
シャーシに NTP を設定する必要があります。Firepower 4100/9300 シャーシと Firepower
Management Center に同じ NTP サーバを使用する必要があります。
NTP を使用すると、[Current Time] タブの全体的な同期ステータスを表示できます。または、
[Time Synchronization] タブの [NTP Server] テーブルの [Server Status] フィールドを見ると、設定
済みの各 NTP サーバの同期ステータスを表示できます。システムが特定の NTP サーバと同期
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できない場合、[Server Status] の横にある情報アイコンにカーソルを合わせると詳細を確認でき
ます。

設定された日付と時刻の表示
手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します（FXOS CLIへのアクセス （15 ページ）を参照）。
ステップ 2 設定されたタイム ゾーンを表示する場合：
Firepower-chassis# show timezone
ステップ 3 設定された日付と時刻を表示するには、次のコマンドを使用します。
Firepower-chassis# show clock

例
次の例では、設定されたタイム ゾーンと現在のシステム日時を表示する方法を示して
います。
Firepower-chassis# show timezone
Timezone: America/Chicago
Firepower-chassis# show clock
Thu Jun 2 12:40:42 CDT 2016
Firepower-chassis#

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# 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 タイム ゾーンを設定します。
Firepower-chassis /system/services # set timezone
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。
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ロケーション情報の指定を完了すると、プロンプトが表示され、正しいタイム ゾーン情報が設
定されているか確認するよう求められます。確認する場合は 1（yes）を入力し、操作をキャン
セルする場合は 2（no）を入力します。
ステップ 4 設定されたタイム ゾーンを表示するには：
Firepower-chassis /system/services # top
Firepower-chassis# show timezone

例
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.
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
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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.
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 を使用した日付と時刻の設定
NTP を利用して階層的なサーバ システムを実現し、ネットワーク システム間の時刻を正確に
同期します。このような精度は、CRL の検証など正確なタイム スタンプを含む場合など、時
刻が重要な操作で必要になります。 最大 4 台の NTP サーバを設定できます。

（注）

FXOS 2.2(2) 以降では NTP バージョン 3 を使用します。
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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 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 # create ntp-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
ステップ 5 すべての設定済み NTP サーバの同期ステータスを表示するには、次のようにします。
Firepower-chassis /system/services # show ntp-server
ステップ 6 特定の NTP サーバの同期ステータスを表示するには、次のようにします。
Firepower-chassis /system/services # scope ntp-server {hostname | ip-addr | ip6-addr}
Firepower-chassis /system/services/ntp-server # show detail

例
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# 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 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 # delete ntp-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

例
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。
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（注）

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。

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 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。

例
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 アクセスを有効または無効にする方法、および
FXOS シャーシを SSH クライアントとして有効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
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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

例
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 #

TLS の設定
Transport Layer Security（TLS）プロトコルは、互いに通信する 2 つのアプリケーションの間で
プライバシーとデータの整合性を確保します。FXOS シャーシと外部デバイスとの通信で許容
する最小 TLS バージョンは、FXOS CLI を使用して設定できます。新しいバージョンの TLS で
は通信のセキュリティを強化できる一方、古いバージョンの TLS では古いアプリケーション
との後方互換性を維持できます。
たとえば、FXOS シャーシで設定されている最小 TLS バージョンが v1.1 の場合、クライアン
ト ブラウザが v1.0 だけを実行するように設定されていると、クライアントは HTTPS を使用し
て FXOS Chassis Manager との接続を開くことができません。したがって、ピア アプリケーショ
ンと LDAP サーバを適切に設定する必要があります。
次の手順で、FXOS シャーシと外部デバイス間の通信で許容する最小 TSL バージョンを設定、
表示する方法を説明します。

（注）

• FXOS 2.3(1) リリースの時点では、FXOS シャーシのデフォルト最小 TLS バージョンは v1.1
です。
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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 システムで使用できる TLS バージョンのオプションを表示します。
Firepower-chassis /system # set services tls-ver
例：
Firepower-chassis /system #
Firepower-chassis /system # set services tls-ver
v1_0 v1.0
v1_1 v1.1
v1_2 v1.2

ステップ 3 最小 TLS バージョンを設定します。
Firepower-chassis /system # set services tls-ver version
例：
Firepower-chassis /system #
Firepower-chassis /system # set services tls-ver v1_2

ステップ 4 設定をコミットします。
Firepower-chassis /system # commit-buffer
ステップ 5 システムで設定されている最小 TLS バージョンを表示します。
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # show
例：
Firepower-chassis /system/services # show
Name: ssh
Admin State: Enabled
Port: 22
Kex Algo: Diffie Hellman Group1 Sha1,Diffie Hellman Group14 Sha1
Mac Algo: Hmac Sha1,Hmac Sha1 96,Hmac Sha2 512,Hmac Sha2 256
Encrypt Algo: 3des Cbc,Aes256 Cbc,Aes128 Cbc,Aes192 Cbc,Aes256 Ctr,Aes128 Ctr,Ae
s192 Ctr
Auth Algo: Rsa
Host Key Size: 2048
Volume: None Time: None
Name: telnet
Admin State: Disabled
Port: 23
Name: https
Admin State: Enabled
Port: 443
Operational port: 443
Key Ring: default
Cipher suite mode: Medium Strength
Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIU
M:+EXP:+eNULL
Https authentication type: Cert Auth
Crl mode: Relaxed
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TLS:
TLS version: v1.2

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。

（注）

現在は、CLI を使用した Telnet 設定のみ可能です。
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 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

例
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
このセクションでは、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
する方法を説明します。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
ントを有効にし、マネージャとエージェント間のリレーションシップを作成するには、
Firepower Chassis Manager または FXOS CLI で SNMP を有効にし、設定します。
• 管理情報ベース（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 モデルは選択されたセキュリティ レベルと組み合わされ、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、開示されないようメッセージを保護する必要がある
か、またはメッセージを認証する必要があるかどうかを決定します。サポートされるセキュリ
ティ レベルは、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 8 : SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデ
ル

レベル

認証

暗号
化

結果

v1

noAuthNoPriv コミュニティストリ 未対
ング
応

コミュニティ ストリングの照合を使用して
認証します。

v2c

noAuthNoPriv コミュニティストリ 未対
ング
応

コミュニティ ストリングの照合を使用して
認証します。

v3

noAuthNoPriv ユーザ名

未対
応

ユーザ名の照合を使用して認証します。

v3

authNoPriv

HMAC-SHA

なし

HMAC Secure Hash Algorithm（SHA）に基
づいて認証します。

v3

authPriv

HMAC-SHA

DES

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

SNMPv3 セキュリティ機能
SNMPv3 は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバ
イスへのセキュア アクセスを実現します。SNMPv3 は、設定済みユーザによる管理動作のみを
許可し、SNMPメッセージを暗号化します。SNMPv3ユーザベースセキュリティモデル（USM）
は SNMP メッセージレベル セキュリティを参照し、次のサービスを提供します。
• 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。
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利用可能な特定の MIB の詳細とその入手場所については、『Cisco FXOS MIB Reference Guide』
を参照してください。
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
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 syscontact system-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 syslocation system-location-name
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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

例
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 #

次のタスク
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

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 port port-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}
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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。
（注）

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。

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

例
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。
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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
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

例
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
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ステップ 3 指定した SNMPv3 ユーザを作成します。
Firepower-chassis /monitoring # create snmp-user user-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。
Firepower eXtensible Operating System では、次の要件を満たさないパスワードは拒否されます。
• 8 ～ 80 文字を含む。
• 含められるのは、文字、数字、および次の文字のみです。
~`!@#%^&*()_-+{}[]|\:;"'<,>./
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、? （疑問符）、「=」（等号）は除きます。
• 5 つ以上の異なる文字を含める必要があります。
• 連続するインクリメントまたはデクリメントの数字または文字をたくさん含めないでくだ
さい。たとえば、「12345」 は 4 つ、「ZYXW」は 3 つ文字列が続いています。このよう
な文字の合計数が特定の制限を超えると（通常は約 4 ～ 6 回発生）、簡素化チェックに失
敗します。
（注）

連続するインクリメントまたはデクリメント文字列の間に連続しないインクリメ
ントまたはデクリメント文字列が含まれても、文字数はリセットされません。た
とえば、abcd&!21 はパスワード チェックに失敗しますが、abcd&!25, は失敗しま
せん。

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。
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。
Firepower eXtensible Operating System では、次の要件を満たさないパスワードは拒否されます。
• 8 ～ 80 文字を含む。
• 含められるのは、文字、数字、および次の文字のみです。
~`!@#%^&*()_-+{}[]|\:;"'<,>./
• 次の記号を含まない。$（ドル記号）、? （疑問符）、「=」（等号）は除きます。
• 5 つ以上の異なる文字を含める必要があります。
• 連続するインクリメントまたはデクリメントの数字または文字をたくさん含めないでくだ
さい。たとえば、「12345」 は 4 つ、「ZYXW」は 3 つ文字列が続いています。このよう
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な文字の合計数が特定の制限を超えると（通常は約 4 ～ 6 回発生）、簡素化チェックに失
敗します。
（注）

連続するインクリメントまたはデクリメント文字列の間に連続しないインクリメ
ントまたはデクリメント文字列が含まれても、文字数はリセットされません。た
とえば、abcd&!21 はパスワード チェックに失敗しますが、abcd&!25, は失敗しま
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 /monitoring/snmp-user # commit-buffer

例
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-user user-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
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例
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 の設定
ここでは、Firepower 4100/9300 シャーシ で HTTPS を設定する方法を説明します。

（注）

Firepower Chassis Manager または FXOS CLI を使用して HTTPS ポートを変更できます。他の
HTTPS の設定はすべて、FXOS CLI を使用してのみ設定できます。

証明書、キー リング、トラスト ポイント
HTTPS は、公開キー インフラストラクチャ（PKI）を使用してクライアントのブラウザと
Firepower 4100/9300 シャーシなどの 2 つのデバイス間でセキュアな通信を確立します。
暗号キーとキー リング
各 PKI デバイスは、内部キー リングに非対称の Rivest-Shamir-Adleman（RSA）暗号キーのペ
ア（1 つはプライベート、もう 1 つはパブリック）を保持します。いずれかのキーで暗号化さ
れたメッセージは、もう一方のキーで復号化できます。暗号化されたメッセージを送信する場
合、送信者は受信者の公開キーで暗号化し、受信者は独自の秘密キーを使用してメッセージを
復号化します。送信者は、独自の秘密キーで既知のメッセージを暗号化（「署名」とも呼ばれ
ます）して公開キーの所有者を証明することもできます。受信者が該当する公開キーを使用し
てメッセージを正常に復号化できる場合は、送信者が対応する秘密キーを所有していることが
証明されます。暗号キーの長さはさまざまであり、通常の長さは 512 ビット ～ 2048 ビットで
す。通常、長いキーは短いキーよりもより安全です。FXOS では最初に 2048 ビットのキー ペ
アを含むデフォルトのキー リングが提供されます。そして、追加のキー リングを作成できま
す。
クラスタ名が変更されたり、証明書が期限切れになったりした場合は、デフォルトのキー リン
グ証明書を手動で再生成する必要があります。
証明書
セキュアな通信を準備するには、まず 2 つのデバイスがそれぞれのデジタル証明書を交換しま
す。証明書は、デバイスの ID に関する署名済み情報とともにデバイスの公開キーを含むファ
イルです。暗号化された通信をサポートするために、デバイスは独自のキー ペアと独自の自己
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署名証明書を生成できます。リモート ユーザが自己署名証明書を提示するデバイスに接続する
場合、ユーザはデバイスの ID を簡単に検証することができず、ユーザのブラウザは最初に認
証に関する警告を表示します。デフォルトでは、FXOS にはデフォルトのキー リングからの公
開キーを含む組み込みの自己署名証明書が含まれます。
トラスト ポイント
FXOS に強力な認証を提供するために、デバイスの ID を証明する信頼できるソース（つまり、
トラスト ポイント）からサードパーティ証明書を取得し、インストールできます。サードパー
ティ証明書は、発行元トラスト ポイント（ルート認証局（CA）、中間 CA、またはルート CA
につながるトラスト チェーンの一部となるトラスト アンカーのいずれか）によって署名され
ます。新しい証明書を取得するには、FXOS で証明書要求を生成し、トラスト ポイントに要求
を送信する必要があります。

重要

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ります。

キー リングの作成
FXOS は、デフォルト キー リングを含め、最大 8 個のキー リングをサポートします。
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 キー リングを作成し、名前を付けます。
Firepower-chassis # create keyring keyring-name
ステップ 3 SSL キーのビット長を設定します。
Firepower-chassis # set modulus {mod1024 | mod1536 | mod2048 | mod512}
ステップ 4 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis # commit-buffer

例
次の例は、1024 ビットのキー サイズのキー リングを作成します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring* # set modulus mod1024
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Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring #

次のタスク
このキー リングの証明書要求を作成します。

デフォルト キー リングの再生成
クラスタ名が変更されたり、証明書が期限切れになったりした場合は、デフォルトのキー リン
グ証明書を手動で再生成する必要があります。
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 デフォルト キー リングでキー リング セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope keyring default
ステップ 3 デフォルト キー リングを再生成します。
Firepower-chassis /security/keyring # set regenerate yes
ステップ 4 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis # commit-buffer

例
次に、デフォルト キー リングを再生成する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring default
Firepower-chassis /security/keyring* # set regenerate yes
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring #
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キー リングの証明書要求の作成
基本オプション付きのキー リングの証明書要求の作成
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 キー リングのコンフィギュレーション モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope keyring keyring-name
ステップ 3 指定された IPv4 または IPv6 アドレス、またはファブリック インターコネクトの名前を使用し
て証明書要求を作成します。証明書要求のパスワードを入力するように求められます。
Firepower-chassis /security/keyring # create certreq {ip [ipv4-addr | ipv6-v6] | subject-name name}
ステップ 4 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq # commit-buffer
ステップ 5 コピーしてトラスト アンカーまたは認証局に送信可能な証明書要求を表示します。
Firepower-chassis /security/keyring # show certreq

例
次の例では、基本オプション付きのキー リングについて IPv4 アドレスで証明書要求を
作成して表示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name
sjc04
Certificate request password:
Confirm certificate request password:
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name:
Certificate request country name:
State, province or county (full name):
Locality (eg, city):
Organization name (eg, company):
Organization Unit name (eg, section):
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4
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0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST----Firepower-chassis /security/keyring #

次のタスク
• 証明書要求のテキストを BEGIN および END 行を含めてコピーし、ファイルに保存しま
す。キー リングの証明書を取得するため、証明書要求を含むファイルをトラスト アンカー
または認証局に送信します。
• トラスト ポイントを作成し、トラスト アンカーから受け取ったトラストの証明書の証明
書チェーンを設定します。

詳細オプション付きのキー リングの証明書要求の作成
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

キー リングのコンフィギュレーション モードに入ります。
Firepower-chassis /security # scope keyring keyring-name

ステップ 3

証明書要求を作成します。
Firepower-chassis /security/keyring # create certreq

ステップ 4

会社が存在している国の国コードを指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country country name

ステップ 5

要求に関連付けられたドメイン ネーム サーバ（DNS）アドレスを指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns DNS Name

ステップ 6

証明書要求に関連付けられた電子メール アドレスを指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set e-mail E-mail name

ステップ 7

Firepower 4100/9300 シャーシの IP アドレスを指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set ip {certificate request ip-address|certificate request
ip6-address }

ステップ 8

証明書を要求している会社の本社が存在する市または町を指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality locality name (eg, city)
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ステップ 9

証明書を要求している組織を指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name organization name

ステップ 10

組織ユニットを指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name organizational unit name

ステップ 11

証明書要求に関するオプションのパスワードを指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set password certificate request password

ステップ 12

証明書を要求している会社の本社が存在する州または行政区分を指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state state, province or county

ステップ 13

Firepower 4100/9300 シャーシ の完全修飾ドメイン名を指定します。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set subject-name certificate request name

ステップ 14

トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis /security/keyring/certreq # commit-buffer

ステップ 15

コピーしてトラスト アンカーまたは認証局に送信可能な証明書要求を表示します。
Firepower-chassis /security/keyring # show certreq

例
次の例では、詳細オプション付きのキー リングについて IPv4 アドレスで証明書要求を
作成して表示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring # create certreq
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set ip 192.168.200.123
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set subject-name sjc04
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country US
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns bg1-samc-15A
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set email test@cisco.com
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality new york city
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name Testing
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state new york
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring/certreq # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name: test@cisco.com
Certificate request country name: US
State, province or county (full name): New York
Locality name (eg, city): new york city
Organization name (eg, company): Cisco
Organization Unit name (eg, section): Testing
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
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gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST----Firepower-chassis /security/keyring/certreq #

次のタスク
• 証明書要求のテキストを BEGIN および END 行を含めてコピーし、ファイルに保存しま
す。キー リングの証明書を取得するため、証明書要求を含むファイルをトラスト アンカー
または認証局に送信します。
• トラスト ポイントを作成し、トラスト アンカーから受け取ったトラストの証明書の証明
書チェーンを設定します。

トラスト ポイントの作成
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 トラストポイントを作成します。
Firepower-chassis /security # create trustpoint name
ステップ 3 このトラスト ポイントの証明書情報を指定します。
Firepower-chassis /security/trustpoint # set certchain [certchain]
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。
重要

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ります。

ステップ 4 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis /security/trustpoint # commit-buffer
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例
次の例は、トラスト ポイントを作成し、トラスト ポイントに証明書を提供します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10
Firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
> -----BEGIN CERTIFICATE----> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42
> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT
> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV
> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB
> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc
> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4
> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt
> 4YL5Jg==
> -----END CERTIFICATE----> ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/trustpoint #

次のタスク
トラスト アンカーまたは認証局からキー リング証明書を取得し、キー リングにインポートし
ます。

キー リングへの証明書のインポート
始める前に
• キー リング証明書の証明書チェーンを含むトラスト ポイントを設定します。
• トラスト アンカーまたは認証局からキー リング証明書を取得します。
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 証明書を受け取るキー リングでコンフィギュレーション モードに入ります。
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Firepower-chassis /security # scope keyring keyring-name
ステップ 3 キー リング証明書の取得元のトラスト アンカーまたは認証局に対しトラスト ポイントを指定
します。
Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint name
ステップ 4 キー リング証明書を入力してアップロードするためのダイアログを起動します。
Firepower-chassis /security/keyring # set cert
プロンプトで、トラスト アンカーまたは認証局から受け取った証明書のテキストを貼り付けま
す。証明書の次の行に ENDOFBUF と入力して、証明書の入力を完了します。
重要

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ります。

ステップ 5 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis /security/keyring # commit-buffer

例
次に、トラストポイントを指定し、証明書をキー リングにインポートする例を示しま
す。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint tPoint10
Firepower-chassis /security/keyring* # set cert
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
> -----BEGIN CERTIFICATE----> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
> -----END CERTIFICATE----> ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring #

次のタスク
キー リングを使用して HTTPS サービスを設定します。
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HTTPS の設定
注意

HTTPS で使用するポートとキー リングの変更を含め、HTTPS の設定を完了した後、トランザ
クションを保存またはコミットするとすぐに、現在のすべての HTTP および HTTPS セッショ
ンは警告なく閉じられます。

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 HTTPS サービスを有効にします。
Firepower-chassis /system/services # enable https
ステップ 4 （任意） HTTPS 接続で使用されるポートを指定します。
Firepower-chassis /system/services # set https port port-num
ステップ 5 （任意） HTTPS に対して作成したキー リングの名前を指定します。
Firepower-chassis /system/services # set https keyring keyring-name
ステップ 6 （任意） ドメインで使用される暗号スイート セキュリティのレベルを指定します。
Firepower-chassis /system/services # set https cipher-suite-mode cipher-suite-mode
cipher-suite-mode には、以下のいずれかのキーワードを指定できます。
• high-strength
• medium-strength
• low-strength
• custom：ユーザ定義の暗号スイート仕様の文字列を指定できます。
ステップ 7 （任意） cipher-suite-mode が custom に設定されている場合は、ドメインに対してカスタム レ
ベルの暗号スイート セキュリティを指定します。
Firepower-chassis /system/services # set https cipher-suite cipher-suite-spec-string
cipher-suite-spec-string は最大 256 文字で構成できます。これは OpenSSL 暗号スイート仕様に準
拠する必要があります。次を除き、スペースや特殊文字は使用できません。!（感嘆符）、+
（プラス記号）、-（ハイフン）、および :（コロン）。詳細については、
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_ssl.html#sslciphersuite を参照してください。
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たとえば、FXOS がデフォルトとして使用する中強度仕様の文字列は次のようになります。
ALL:!ADH:!EXPORT56:!LOW:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL
（注）

cipher-suite-mode は custom 以外に設定されている場合、このオプションは無視され
ます。

ステップ 8 （任意） 証明書失効リスト検査を、有効または無効にします。
set revoke-policy { relaxed | strict }
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 /system/services # commit-buffer

例
次の例では、HTTPS をイネーブルにし、ポート番号を 443 に設定し、キー リング名を
kring7984 に設定し、暗号スイートのセキュリティ レベルを [high] 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 # enable https
Firepower-chassis /system/services* # set https port 443
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
Firepower-chassis /system/services* # set https keyring kring7984
Firepower-chassis /system/services* # set https cipher-suite-mode high
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

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。
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 # set https port port-number
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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 Firepower Chassis Manager 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。

例
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 #

キーリングの削除
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 名前付きのキー リングを削除します。
Firepower-chassis /security # delete keyring name
ステップ 3 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis /security # commit-buffer

例
次の例では、キー リングを削除します。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
136

Platform Settings
トラスト ポイントの削除

Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # delete keyring key10
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #

トラスト ポイントの削除
始める前に
トラスト ポイントがキー リングによって使用されていないことを確認してください。
手順

ステップ 1 セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis# scope security
ステップ 2 指定したトラスト ポイントを削除します。
Firepower-chassis /security # delete trustpoint name
ステップ 3 トランザクションをコミットします。
Firepower-chassis /security # commit-buffer

例
次に、トラスト ポイントを削除する例を示します。
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # delete trustpoint tPoint10
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #

HTTPS の無効化
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 サービスを無効にします。
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Firepower-chassis /system/services # disable https
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

例
次に、HTTPS をディセーブルにし、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 /system/services # disable https
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を制御し、ポリシーを使用し、使用率を評価す
ることでサービス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は、認
証は失敗し、ネットワーク アクセスは拒否されます。
シャーシへの管理接続を認証するように Firepower 4100/9300 シャーシ を設定できます。これ
には、次のセッションが含まれます。
• HTTPS
• SSH
• シリアル コンソール
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認可
許可はポリシーを適用するプロセスです。どのようなアクティビティ、リソース、サービスに
対するアクセス許可をユーザが持っているのかを判断します。ユーザが認証されると、その
ユーザはさまざまなタイプのアクセスやアクティビティを認可される可能性があります。
Accounting
アカウンティングは、アクセス時にユーザが消費したリソースを測定します。これには、シス
テム時間またはセッション中にユーザが送受信したデータ量などが含まれます。アカウンティ
ングは、許可制御、課金、トレンド分析、リソース使用率、キャパシティ プランニングのアク
ティビティに使用されるセッションの統計情報と使用状況情報のログを通じて行われます。
認証、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 Servers
AAA サーバは、アクセス制御に使用されるネットワーク サーバです。認証は、ユーザを識別
します。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。

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、Firepower
eXtensible Operating System でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
Active Directory を LDAP サーバとして使用している場合は、Active Directory サーバで Firepower
eXtensible Operating System にバインドするユーザ アカウントを作成します。このアカウントに
は、期限切れにならないパスワードを設定します。
手順

ステップ 1 セキュリティ モードを開始します。
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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。
attribute

Firepower-chassis /security/ldap # set 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。
distinguished-name

Firepower-chassis /security/ldap # set basedn

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

例
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 #

（注）

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

次のタスク
LDAP プロバイダーを作成します。
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LDAP プロバイダーの作成
Firepower eXtensible Operating System では、最大 16 の LDAP プロバイダーをサポートします。
始める前に
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 server server-name
SSL がイネーブルの場合、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 Common Name（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る場合を除き、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 attribute attr-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 プロバイダー用に設定されていない場合は、この値が必要です。

ステップ 5

（任意） リモート ユーザがログインし、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 basedn basedn-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 プロバイダー用に設定されていない場合は、この値が必要で
す。

ステップ 6

（任意） ベース DN 下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 binddn binddn-name
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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 filter filter-value
デフォルトのフィルタが LDAP プロバイダー用に設定されていない場合は、この値が必要で
す。

ステップ 8

バインド DN で指定した 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、 set password コマンドを入力してから Enter 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 order order-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 port port-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 timeout timeout-num
1 ～ 60 秒の整数を入力するか、0（ゼロ）を入力して LDAP プロバイダーで指定したグローバ
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 プロバイダーや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

（任意）証明書失効リスト検査を有効にします。
Firepower-chassis /security/ldap/server # set revoke-policy {strict | relaxed}
（注）

ステップ 15

この設定は、SSL 接続が使用可能である場合にのみ有効です。

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

例
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 #
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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。
Firepower-chassis /security/ldap # commit-buffer

例
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、Firepower
eXtensible Operating System でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
手順

ステップ 1 セキュリティ モードを開始します。
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
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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

例
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 #

次のタスク
RADIUS プロバイダーを作成します。

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

ステップ 1 セキュリティ モードを開始します。
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 server server-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。
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Firepower-chassis /security/radius/server # set authport authport-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 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
ヒント

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。

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

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

例
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、Firepower
eXtensible Operating System でその設定が使用され、デフォルト設定は無視されます。
手順

ステップ 1 セキュリティ モードを開始します。
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
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ステップ 3 （任意） システムがサーバをダウン状態として通知する前に、TACACS+ サーバからの応答を
待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

例
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 #

次のタスク
TACACS+ プロバイダーを作成します。

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

ステップ 1 セキュリティ モードを開始します。
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 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。
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Firepower-chassis /security/tacacs/server # set order order-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 timeout seconds
ヒント

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

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 port port-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

例
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
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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

例
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 #

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 が使用可能である場合、シス
テムはそのレベル以上のメッセージをコンソールに表示します。レベル オプションは緊急性の
降順で一覧表示されます。デフォルトのレベルは Critical です。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog console level {emergencies | alerts | critical}

ステップ 4

オペレーティング システムによる syslog 情報のモニタリングを有効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。モニタの状態が有効の場合、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。
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Firepower-chassis /monitoring # set syslog monitor level {emergencies | alerts | critical | errors |
warnings | notifications | information | debugging}
（注）

ステップ 6

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

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 name filename

ステップ 8

（任意） ファイルに保存するメッセージの最低レベルを選択します。ファイルの状態が有効の
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。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog file size filesize

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。リモート宛先が有効
になっている場合、システムはそのレベル以上のメッセージを外部サーバに送信します。
レベル オプションは緊急性の降順で一覧表示されます。デフォルトのレベルは Critical で
す。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3}
level{emergencies | alerts | critical | errors | warnings | notifications | information | debugging}
c)

指定したリモート syslog サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。ホスト名は
256 文字まで入力できます。
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3}
hostname hostname

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}
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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イネーブル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イネーブル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

例
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 #

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。
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（注）

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

手順

ステップ 1 システム モードに入ります。
Firepower-chassis # scope system
ステップ 2 システム サービス モードを開始します。
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 # create dns {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 # delete dns {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

例
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
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
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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 #

FIPS モードの有効化
Firepower 4100/9300 シャーシで FIPS モードを有効にするには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードを開始します。
scope system
scope security
ステップ 2 FIPS モードを有効にします。
enable fips-mode
ステップ 3 設定をコミットします。
commit-buffer
ステップ 4 システムを再起動します。
connect local-mgmt
reboot

次のタスク
FXOS リリース 2.0.1 より以前は、デバイスの最初の設定時に作成した SSH ホスト キーが 1024
ビットにハード コードされていました。FIPS およびコモン クライテリア認定要件に準拠する
には、この古いホスト キーを破棄し、SSH ホスト キーの生成 （70 ページ） で詳細を説明す
る手順を使用して新しいホスト キーを生成する必要があります。これらの追加手順を実行しな
いと、FIPS モードを有効にしてデバイスをリブートした後に、SSH を使用してスーパバイザ
に接続できなくなります。FXOS 2.0.1 以降を使用して初期設定を行った場合は、新しいホスト
キーを生成する必要はありません。
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コモン クライテリア モードの有効化
Firepower 4100/9300 シャーシ上でコモン クライテリア モードを有効にするには、次の手順を
実行します。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、セキュリティ モードを開始します。
scope system
scope security
ステップ 2 コモン クライテリア モードを有効化します。
enable cc-mode
ステップ 3 設定をコミットします。
commit-buffer
ステップ 4 システムを再起動します。
connect local-mgmt
reboot

次のタスク
FXOS リリース 2.0.1 より以前は、デバイスの最初の設定時に作成した SSH ホスト キーが 1024
ビットにハード コードされていました。FIPS およびコモン クライテリア認定要件に準拠する
には、この古いホスト キーを破棄し、SSH ホスト キーの生成 （70 ページ） で詳細を説明す
る手順を使用して新しいホスト キーを生成する必要があります。これらの追加手順を実行しな
いと、コモン クライテリア モードを有効にしてデバイスをリブートした後に、SSH を使用し
てスーパバイザに接続できなくなります。FXOS 2.0.1 以降を使用して初期設定を行った場合
は、新しいホスト キーを生成する必要はありません。

IP アクセス リストの設定
デフォルトでは、Firepower 4100/9300 シャーシはローカル Web サーバへのすべてのアクセス
を拒否します。IP アクセス リストを、各 IP ブロックの許可されるサービスのリストを使用し
て設定する必要があります。
IP アクセス リストは、次のプロトコルをサポートします。
• HTTPS
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• SNMP
• SSH
IP アドレス（v4 または v6）の各ブロックで、最大 25 個の異なるサブネットを各サービスに対
して設定できます。サブネットを 0、プレフィックスを 0 と指定すると、サービスに無制限に
アクセスできるようになります。
手順

ステップ 1 FXOS CLI から、サービス モードを開始します。
scope system
scope services
ステップ 2 アクセスできるようにするサービスの IP ブロックを作成します。
IPv4 の場合
create ip-block ip prefix [0-32] [http | snmp | ssh]
IPv6 の場合
create ipv6-block ip prefix [0-28] [http | snmp | ssh]

例
IPv4：
Firepower-chassis # scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create ip-block 10.1.1.1 24 https
Firepower-chassis /system/services/ip-block* # com
Firepower-chassis /system/services/ip-block # up
Firepower-chassis /system/services # create ip-block 11.1.1.1 24 ssh
Firepower-chassis /system/services/ip-block* # com
Firepower-chassis /system/services/ip-block # up
Firepower-chassis /system/services # create ip-block 12.1.1.1 24 snmp
Firepower-chassis /system/services/ip-block* # com
Firepower-chassis /system/services/ip-block # up
Firepower-chassis /system/services # sh ip-block
Permitted IP Block:
IP Address
Prefix Length Protocol
--------------- ------------- -------10.1.1.1
24
Https
11.1.1.1
24
Ssh
12.1.1.1
24
Snmp

IPv6：
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis
Firepower-chassis

/system/services # create ipv6-block 2014::10:76:78:107 64 ssh
/system/services/ipv6-block* # com
/system/services/ipv6-block # up
/system/services # create ipv6-block 2014::10:76:78:107 64 snmp
/system/services/ipv6-block* # com
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Firepower-chassis /system/services/ipv6-block # up
Firepower-chassis /system/services # create ipv6-block 2014::10:76:78:107 64 https
Firepower-chassis /system/services/ipv6-block* # com
Firepower-chassis /system/services/ipv6-block # up
Firepower-chassis /system/services # sh ipv6-block
Permitted IPv6 Block:
IPv6 Address Prefix Length Protocol
------------ ------------- -------2014::10:76:78:107
64
Https
2014::10:76:78:107
64
Snmp
2014::10:76:78:107
64
Ssh

MAC プール プレフィックスの追加とコンテナ インスタ
ンス インターフェイスの MAC アドレスの表示
FXOS シャーシは、各インスタンスの共有インターフェイスが一意の MAC アドレスを使用す
るように、コンテナ インスタンス インターフェイスの MAC アドレスを自動的に生成します。
FXOS シャーシは、次の形式を使用して MAC アドレスを生成します。
A2xx.yyzz.zzzz
xx.yy はユーザ定義のプレフィックスまたはシステム定義のプレフィックスであり、zz.zzzz は
シャーシが生成した内部カウンタです。システム定義のプレフィックスは、IDPROM にプログ
ラムされている Burned-In MAC アドレス プール内の最初の MAC アドレスの下部 2 バイトと一
致します。connect fxos を使用し、次に show module を使用して、MAC アドレス プールを表
示します。たとえば、モジュール 1 について示されている MAC アドレスの範囲が b0aa.772f.f0b0
～ b0aa.772f.f0bf の場合、システム プレフィックスは f0b0 になります。
詳細については、コンテナ インスタンス インターフェイスの自動 MAC アドレス （203 ペー
ジ）を参照してください。
この手順では、MAC アドレスの表示方法と生成で使用されるプレフィックスのオプションの
定義方法について説明します。

（注）

論理デバイスの展開後に MAC アドレスのプレフィックスを変更すると、トラフィックが中断
される可能性があります。

手順

ステップ 1 セキュリティ サービス モードを開始してから、自動 MAC プール モードを開始します。
scope ssa
scope auto-macpool
例：
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Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # scope auto-macpool
Firepower /ssa/auto-macpool #

ステップ 2 MAC アドレスの生成時に使用される MAC アドレスのプレフィックスを設定します。
set prefix prefix
• prefix：1 ～ 65535 の 10 進数を入力します。このプレフィックスは 4 桁の 16 進数値に変換
され、MAC アドレスの一部として使用されます。
プレフィックスの使用方法を示す例の場合、プレフィックス 77 を設定すると、シャーシは 77
を 16 進数値 004D（yyxx）に変換します。MAC アドレスで使用すると、プレフィックスは
シャーシ ネイティブ形式に一致するように逆にされます（xxyy）。
A24D.00zz.zzzz
プレフィックス 1009（03F1）の場合、MAC アドレスは次のようになります。
A2F1.03zz.zzzz
例：
Firepower /ssa/auto-macpool # set prefix 65
Firepower /ssa/auto-macpool* #

ステップ 3 設定を保存します。
commit-buffer
例：
Firepower /ssa/auto-macpool* # commit-buffer
Firepower /ssa/auto-macpool #

ステップ 4 MAC アドレスの割り当てを表示します。
show mac-address
例：
Firepower /ssa/auto-macpool # show mac-address
Mac Address Item:
Mac Address
Owner Profile
-------------------- -----------------------A2:46:C4:00:00:1E
ftd13
A2:46:C4:00:00:20
ftd14
A2:46:C4:00:01:7B
ftd1
A2:46:C4:00:01:7C
ftd12
A2:46:C4:00:01:7D
ftd13
A2:46:C4:00:01:7E
ftd14
A2:46:C4:00:01:7F
ftd1
A2:46:C4:00:01:80
ftd12
A2:46:C4:00:01:81
ftd13
A2:46:C4:00:01:82
ftd14
A2:46:C4:00:01:83
ftd2
A2:46:C4:00:01:84
ftd2
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Owner Name
---------Port-channel14
Port-channel15
Ethernet1/3
Port-channel11
Port-channel14
Port-channel15
Ethernet1/2
Ethernet1/2
Ethernet1/2
Ethernet1/2
Ethernet3/1/4
Ethernet3/1/1
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A2:46:C4:00:01:85
A2:46:C4:00:01:86
A2:46:C4:00:01:87
A2:46:C4:00:01:88
A2:46:C4:00:01:89

ftd2
ftd2
ftd2
ftd1
ftd1

Ethernet3/1/3
Ethernet3/1/2
Ethernet1/2
Port-channel21
Ethernet1/8

例
次の例では、MAC プレフィックスを 33 に設定しています。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # scope auto-macpool
Firepower /ssa/auto-macpool # set prefix 33
Firepower /ssa/auto-macpool* # commit-buffer
Firepower /ssa/auto-macpool #

コンテナ インスタンスのリソース プロファイルの追加
コンテナ インスタンスごとにリソースの使用率を指定するには、1 つまたは複数のリソース プ
ロファイルを作成します。論理デバイス/アプリケーション インスタンスを展開する場合は、
使用するリソースのプロファイルを指定します。リソース プロファイルは CPU コアの数を設
定します。RAM およびディスク容量はコアの数に従って動的に割り当てられます。
• コアの最小数は 6 です。
• 内部アーキテクチャにより 8 コアを指定することはできません。
• コアを偶数（6、10、12、14 など）で最大値まで割り当てることができます。
• 利用可能な最大コア数は、セキュリティ モジュール / シャーシ モデルによって異なりま
す。コンテナ インスタンスの要件と前提条件 （207 ページ）を参照してください。
シャーシには、「Default-Small」と呼ばれるデフォルト リソース プロファイルが含まれていま
す。このコア数は最小です。このプロファイルの定義を変更したり、使用されていない場合に
は削除することもできます。シャーシをリロードし、システムに他のプロファイルが存在しな
い場合は、このプロファイルが作成されます。
リソース プロファイルの設定を変更すると、このリソース プロファイルを使用するすべての
インスタンスがリロードされます。これには約 5 分かかります。
FTD インスタンスを FMC に追加した後にリソース プロファイル設定を変更する場合は、
[Devices] > [Device Management] > [Device] > [System] > [Inventory] ダイアログボックスで各ユ
ニットのインベントリを更新します。
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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。
scope ssa
例：
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa #

ステップ 2 リソース プロファイルを作成します。
enter resource-profile name
• name：プロファイルの名前を 1 ～ 64 文字で設定します。追加後にこのプロファイルの名
前を変更することはできません。
例：
Firepower /ssa # enter resource-profile gold
Firepower /ssa/resource-profile* #

ステップ 3 説明を入力します。
set description description
• description：プロファイルの説明を最大 510 文字で設定します。フレーズを引用符（"）で
囲み、スペースを追加します。
例：
Firepower /ssa/resource-profile* # set description "highest level"

ステップ 4 CPU コアの数を設定します。
set cpu-core-count コア
• cores：シャーシに応じて、プロファイルのコア数を 6 ～ 最大数（偶数）で設定します。8
コアを指定することはできません。
例：
Firepower /ssa/resource-profile* # set cpu-core-count 14

ステップ 5 設定を保存します。
commit-buffer
例：
Firepower /ssa/resource-profile* # commit-buffer
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Firepower /ssa/resource-profile #

ステップ 6 セキュリティ サービス モードからリソース プロファイルの割り当てを表示します。
show resource-profile user-defined
例：
Firepower /ssa # show resource-profile user-defined
Profile Name
Is In Use CPU Logical Core Count
------------------ ---------- ---------------------bronze
No
6
gold
No
14
silver
No
10

Description
----------low end device
highest
mid-level

ステップ 7 セキュリティ モジュール / エンジン スロットのリソース使用率を表示します。
show monitor detail
例：
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # show monitor detail
Monitor:
OS Version:
CPU Total Load 1 min Avg: 18.959999
CPU Total Load 5 min Avg: 19.080000
CPU Total Load 15 min Avg: 19.059999
Memory Total (MB): 252835
Memory Free (MB): 200098
Memory Used (MB): 52738
CPU Cores Total: 72
CPU Cores Available: 30
Memory App Total (MB): 226897
Memory App Available (MB): 97245
Data Disk Total (MB): 1587858
Data Disk Available (MB): 1391250
Secondary Disk Total (MB): 0
Secondary Disk Available (MB): 0
Disk File System Count: 7
Blade Uptime:
Last Updated Timestamp: 2018-05-23T14:26:06.132

ステップ 8 アプリケーション インスタンスのリソース割り当てを表示します。
show resource detail
例：
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # enter app-instance ftd ftd1
Firepower /ssa/slot/app-instance # show resource detail
Resource:
Allocated Core NR: 10
Allocated RAM (MB): 32413
Allocated Data Disk (MB): 49152
Allocated Binary Disk (MB): 3907
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Allocated Secondary Disk (MB): 0

例
次の例では、3 つのリソース プロファイルを追加します。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # enter resource-profile basic
Firepower /ssa/resource-profile* # set description "lowest level"
Firepower /ssa/resource-profile* # set cpu-core-count 6
Firepower /ssa/resource-profile* # exit
Firepower /ssa # enter resource-profile standard
Firepower /ssa/resource-profile* # set description "middle level"
Firepower /ssa/resource-profile* # set cpu-core-count 10
Firepower /ssa/resource-profile* # exit
Firepower /ssa # enter resource-profile advanced
Firepower /ssa/resource-profile* # set description "highest level"
Firepower /ssa/resource-profile* # set cpu-core-count 12
Firepower /ssa/resource-profile* # commit-buffer
Firepower /ssa/resource-profile #
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インターフェイス管理
• Firepower インターフェイスについて （163 ページ）
• Firepower インターフェイスに関する注意事項と制約事項 （176 ページ）
• インターフェイスの設定 （178 ページ）
• モニタリング インターフェイス （190 ページ）
• インターフェイスの履歴 （192 ページ）

Firepower インターフェイスについて
Firepower 4100/9300 シャーシは、物理インターフェイス、コンテナ インスタンス用の VLAN
サブインターフェイス、および EtherChannel（ポートチャネル）インターフェイスをサポート
します。EtherChannel のインターフェイスには、同じタイプのメンバ インターフェイスを最大
で 16 個含めることができます。

シャーシ管理インターフェイス
シャーシ管理インターフェイスは、SSH または Firepower Chassis Manager で FXOS シャーシの
管理に使用されます。このインターフェイスは、アプリケーション管理の論理デバイスに割り
当てる管理タイプのインターフェイスから分離されています。
このインターフェイスのパラメータを設定するには、CLI から設定する必要があります。管理
IP アドレスの変更 （87 ページ）も参照してください。このインターフェイスについての情報
を FXOS CLI で表示するには、ローカル管理に接続し、管理ポートを表示します。
Firepower # connect local-mgmt
Firepower(local-mgmt) # show mgmt-port
物理ケーブルまたは SFP モジュールが取り外されている場合や mgmt-port shut コマンドが実
行されている場合でも、シャーシ管理インターフェイスは稼働状態のままである点に注意して
ください。
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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。
• Data-sharing：コンテナ インスタンスでのみサポートされ、これらのデータ インターフェ
イスは 1 つまたは複数の論理デバイス/コンテナ インスタンス（FTDのみ）で共有できま
す。各コンテナ インスタンスは、このインターフェイスを共有する他のすべてのインスタ
ンスと、バックプレーン経由で通信できます。共有インターフェイスは、展開可能なコン
テナ インスタンスの数に影響することがあります。共有インターフェイスの拡張性 （166
ページ）を参照してください。共有インターフェイスは、ブリッジ グループ メンバ イン
ターフェイス（トランスペアレント モードまたはルーテッド モード）、インライン セッ
ト、パッシブ インターフェイス、またはフェールオーバー リンクではサポートされませ
ん。
• Mgmt：管理インターフェイスを使用してアプリケーション インスタンスを管理します。
外部ホストにアクセスするために 1 つまたは複数の論理デバイスで共有できます。論理デ
バイスはこのインターフェイスを介して、インターフェイスを共有する他の論理デバイス
と通信することはできません。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。個別のシャーシ管理インターフェイスについては、シャーシ管
理インターフェイス （163 ページ）を参照してください。
FTD 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。これは、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。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。Firepower Management Center 構成ガイド
のシステム設定の章にある「管理インターフェイス」のセクションを参照してください。
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、FMC 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 イベント：このインターフェイスは FTD 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、FTD 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 構成ガイドのシステム設定の章に
ある「管理インターフェイス」のセクションを参照してください。Firepower イベント イ
ンターフェイスは、外部ホストにアクセスするために 1 つまたは複数の論理デバイスで共
有できます。論理デバイスはこのインターフェイスを介してインターフェイスを共有する
他の倫理デバイスと通信することはできません。
• 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。
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ハードウェア バイパス ペア
FTD の場合、Firepower 9300 および 4100 シリーズの特定のインターフェイス モジュールを使
用して、ハードウェア バイパス 機能を有効にします。ハードウェア バイパスにより、停電中
のインライン インターフェイス ペア間でトラフィックが流れ続けます。この機能は、ソフト
ウェアまたはハードウェア障害の発生時にネットワーク接続を維持するために使用できます。
ハードウェア バイパス 機能は、FTD アプリケーション内で設定されます。これらのインター
フェイスを ハードウェア バイパス ペアとして使用する必要はありません。これらは、ASA と
FTD アプリケーションの両方について通常のインターフェイスとして使用できます。ハード
ウェア バイパス 対応のインターフェイスをブレークアウト ポート用に設定することはできな
いため注意してください。ハードウェア バイパス 機能を使用するには、ポートを EtherChannel
として設定しないでください。そうでない場合は、これらのインターフェイスを通常のイン
ターフェイス モードの EtherChannel メンバとして含めることができます。
FTD は、以下のモデルの特定のネットワーク モジュールのインターフェイス ペアで ハード
ウェア バイパス をサポートします。
• Firepower 9300
• Firepower 4100 シリーズ
これらのモデルでサポートされている ハードウェア バイパス ネットワーク モジュールは以下
のとおりです。
• FirePOWER 6 ポート 1G SX FTW ネットワーク モジュール シングルワイド
（FPR-NM-6X1SX-F）
• FirePOWER 6 ポート 10G SR FTW ネットワーク モジュール シングルワイド
（FPR-NM-6X10SR-F）
• FirePOWER 6 ポート 10G LR FTW ネットワーク モジュール シングルワイド
（FPR-NM-6X10LR-F）
• FirePOWER 2 ポート 40G SR FTW ネットワーク モジュール シングルワイド
（FPR-NM-2X40G-F）
• Firepower 8 ポート 1G Copper FTW ネットワーク モジュール シングルワイド
（FPR-NM-8X1G-F）
ハードウェア バイパス では以下のポート ペアのみ使用できます。
•1と2
•3と4
•5と6
• 7 および 8
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ジャンボ フレーム サポート
Firepower 4100/9300 シャーシは、デフォルトで有効になっているジャンボ フレームをサポート
します。Firepower 4100/9300 シャーシにインストールされた特定の論理デバイスのジャンボ フ
レーム サポートを有効にするには、論理デバイスのインターフェイスに適切な MTU の設定を
構成する必要があります。
Firepower 4100/9300 シャーシのアプリケーションでサポートされている最大 MTU は、9184 で
す。

共有インターフェイスの拡張性
コンテナ インスタンスはデータ共有タイプ インターフェイスを共有できます。この機能を使
用すると、柔軟なネットワーキング展開をサポートするだけでなく、物理インターフェイスの
使用率を一定に維持することができます。インターフェイスを共有する場合、シャーシは一意
の MAC アドレスを使用して適切なインスタンスにトラフィックを転送します。ただし、共有
インターフェイスではシャーシ内のフル メッシュ トポロジのニーズによって転送テーブルが
大きくなることがあります（すべてのインスタンスが同じインターフェイスを共有しているそ
の他すべてのインスタンスと通信できる必要があります）。そのため、共有できるインター
フェイスの数には制限があります。
転送テーブルに加えて、シャーシは VLAN サブインターフェイスの転送用に VLAN グループ
テーブルも保持します。親インターフェイスの数とその他の導入決定に応じて、最大 500 個の
VLAN サブインターフェイスを作成できます。
共有インターフェイスの割り当てについては、次の制限事項を参照してください。
• 共有インターフェイスごとの最大インスタンス数：14。たとえば、Instance14 を介して
Instance1 に Ethernet1/1 を割り当てることができます。
• インスタンスごとの最大共有インターフェイス：10。たとえば、Ethernet1/1.10 を介して
Instance1 に Ethernet1/1.1 を割り当てることができます。

共有インターフェイスのベスト プラクティス
転送テーブルに最適な拡張性を実現するには、できるだけ少ないインターフェイスを共有しま
す。代わりに、1 つまたは複数の物理インターフェイスで最大 500 の VLAN サブインターフェ
イスを作成し、コンテナ インスタンス間で VLAN を分割できます。
インターフェイスを共有する場合は、拡張性の高いものから低いものの順に次の手順を実行し
ます。
1.

単一の親でサブインターフェイスを共有します。たとえば、同じ種類のインターフェイス
をすべてバンドルするための大規模な EtherChannel を作成し、Port-Channel1、Port-Channel2、
Port-Channel3 の代わりに、その EtherChannel のサブインターフェイス（Port-Channel1.100、
200、300）を共有します。単一の親のサブインターフェイスを共有する場合、物
理/EtherChannel インターフェイスを共有するときの VLAN グループ テーブルの拡張性は
転送テーブルよりも優れています。
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2.

親の間でサブインターフェイスを共有します。たとえば、Port-Channel1、Port-Channel2、
Port-Channel3 の代わりに Port-Channel1.100、Port-Channel2.200、Port-Channel3.300 を共有し
ます。

3.

個々の親インターフェイス（物理または EtherChannel）の共有を制限します。

共有インターフェイスの使用例
インターフェイス共有および拡張性の例については、次の表を参照してください。以下のシナ
リオでは、すべてのインスタンス全体で共有する管理用に 1 つの物理/EtherChannel インター
フェイスを使用し、ハイ アベイラビリティで使用するために専用サブインターフェイスを含む
別の物理または EtherChannel インターフェイスを使用します。
• 表 9 : 3 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 の物理/EtherChannel インターフェイスとイン
スタンス （167 ページ）
• 表 10 : 3 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 上の 1 つの親のサブインターフェイスとイン
スタンス （170 ページ）
• 表 11 : 1 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 の物理/EtherChannel インターフェイスとイン
スタンス （172 ページ）
• 表 12 : 1 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 上の 1 つの親のサブインターフェイスとイン
スタンス （174 ページ）
3 つの SM-44 と Firepower 9300
次の表は、物理インターフェイスまたは Etherchannel のみを使用している 9300 の 3 つの SM-44
セキュリティ モジュールに適用されます。サブインターフェイスがなければ、インターフェイ
スの最大数が制限されます。さらに、複数の物理インターフェイスを共有するには、複数のサ
ブインターフェイスを共有するよりも多くの転送テーブル リソースを使用します。
各 SM-44 モジュールは、最大 14 のインスタンスをサポートできます。インスタンスは、制限
内に収める必要に応じてモジュール間で分割されます。
表 9 : 3 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 の物理/EtherChannel インターフェイスとインスタンス

専用インターフェ 共有インターフェイ
イス
ス
32：

0

Number of Instances

転送テーブルの使用率
（%）

4：

16 %

•8

• インスタンス 1

•8

• インスタンス 2

•8

• インスタンス 3

•8

• インスタンス 4
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専用インターフェ 共有インターフェイ
イス
ス
30：

0

Number of Instances

転送テーブルの使用率
（%）

2:

14%

• 15

• インスタンス 1

• 15

• インスタンス 2

14：

1

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 14（1 ea.）

33：

46 %

3：

• 11（1 ea.）

•1

• 11（1 ea.）

•1

• 11（1 ea.）

•1

33：

98%

• インスタンス 1 - インス
タンス 11
• インスタンス 12 - イン
スタンス 22
• インスタンス 23 - イン
スタンス 33

33：

3：

• 11（1 ea.）

•1

• 11（1 ea.）

•1

• 12（1 ea.）

•1

34：

102 %

• インスタンス 1 - インス 許可しない
タンス 11
• インスタンス 12 - イン
スタンス 22
• インスタンス 23 - イン
スタンス 34

30：

1

6：
• インスタンス 1 - インス
タンス 6

• 30（1 ea.）

30：

3：

• 10（5 ea.）

•1

• 10（5 ea.）

•1

• 10（5 ea.）

•1

6：
• インスタンス 1 - インス
タンス 2
• インスタンス 2 - インス
タンス 4
• インスタンス 5 - インス
タンス 6
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専用インターフェ 共有インターフェイ
イス
ス
30：

2

転送テーブルの使用率
（%）

5：

28%

• インスタンス 1 - インス
タンス 5

• 30（6 ea.）

30：

Number of Instances

4：

• 12（6 ea.）

•2

• 18（6 ea.）

•2

5：

26 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 2
• インスタンス 2 - インス
タンス 5

24：

7

4：

•6

• インスタンス 1

•6

• インスタンス 2

•6

• インスタンス 3

•6

• インスタンス 4

24：

14：

• 12（6 ea.）

•7

• 12（6 ea.）

•7

4：

44 %

41%

• インスタンス 1 - インス
タンス 2
• インスタンス 2 - インス
タンス 4

次の表は、単一の親物理インターフェイス上でサブインターフェイスを使用している 9300 上
の 3 つの SM-44 セキュリティ モジュールに適用されます。たとえば、同じ種類のインターフェ
イスをすべてバンドルするための大規模な EtherChannel を作成し、EtherChannel のサブインター
フェイスを共有します。複数の物理インターフェイスを共有するには、複数のサブインター
フェイスを共有するよりも多くの転送テーブル リソースを使用します。
各 SM-44 モジュールは、最大 14 のインスタンスをサポートできます。インスタンスは、制限
内に収める必要に応じてモジュール間で分割されます。
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表 10 : 3 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 上の 1 つの親のサブインターフェイスとインスタンス

専用サブインター 共有サブインター
フェイス
フェイス
168：

0

0

33%

27 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 14
1

14：

46 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 14（1 ea.）

33：

42：

14：

• 224（16 ea.）

14：

転送テーブルの使用率
（%）

• インスタンス 1 - インス
タンス 42

• 168（4 ea.）

224：

Number of Instances

3：

• 11（1 ea.）

•1

• 11（1 ea.）

•1

• 11（1 ea.）

•1

33：

98%

• インスタンス 1 - インス
タンス 11
• インスタンス 12 - イン
スタンス 22
• インスタンス 23 - イン
スタンス 33

70：

1

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 70（5 ea.）

165：

3：

• 55（5 ea.）

•1

• 55（5 ea.）

•1

• 55（5 ea.）

•1

33：
• インスタンス 1 - インス
タンス 11
• インスタンス 12 - イン
スタンス 22
• インスタンス 23 - イン
スタンス 33
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専用サブインター 共有サブインター
フェイス
フェイス
70：

2

転送テーブルの使用率
（%）

14：

46 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 70（5 ea.）

165：

Number of Instances

6：

• 55（5 ea.）

•2

• 55（5 ea.）

•2

• 55（5 ea.）

•2

33：

98%

• インスタンス 1 - インス
タンス 11
• インスタンス 12 - イン
スタンス 22
• インスタンス 23 - イン
スタンス 33

70：

10

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 70（5 ea.）

165：

46 %

30：

• 55（5 ea.）

• 10

• 55（5 ea.）

• 10

• 55（5 ea.）

• 10

33：

102 %

• インスタンス 1 - インス 許可しない
タンス 11
• インスタンス 12 - イン
スタンス 22
• インスタンス 23 - イン
スタンス 33

1 つの SM-44 を備えた Firepower 9300
次の表は、物理インターフェイスまたは Etherchannel のみを使用している 1 つの SM-44 を備え
た Firepower 9300 に適用されます。サブインターフェイスがなければ、インターフェイスの最
大数が制限されます。さらに、複数の物理インターフェイスを共有するには、複数のサブイン
ターフェイスを共有するよりも多くの転送テーブル リソースを使用します。
1 つの SM-44 を備えた Firepower Firepower 9300 は、最大 14 のインスタンスをサポートできま
す。
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表 11 : 1 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 の物理/EtherChannel インターフェイスとインスタンス

専用インターフェ 共有インターフェイ
イス
ス
32：

0

Number of Instances

転送テーブルの使用率
（%）

4：

16 %

•8

• インスタンス 1

•8

• インスタンス 2

•8

• インスタンス 3

•8

• インスタンス 4

30：

0

14%

2:

• 15

• インスタンス 1

• 15

• インスタンス 2

14：

1

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 14（1 ea.）

14：

46 %

2:

14：

• 7（1 ea.）

•1

• 7（1 ea.）

•1

37 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 7
• インスタンス 8 - インス
タンス 14

32：

1

4：

•8

• インスタンス 1

•8

• インスタンス 2

•8

• インスタンス 3

•8

• インスタンス 4

32：
• 16（8 ea.）
• 16（8 ea.）

2

4：
• インスタンス 1 - インス
タンス 2
• インスタンス 3 - インス
タンス 4
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専用インターフェ 共有インターフェイ
イス
ス
32：

2

Number of Instances

転送テーブルの使用率
（%）

4：

25 %

•8

• インスタンス 1

•8

• インスタンス 2

•8

• インスタンス 3

•8

• インスタンス 4

32：

4：

• 16（8 ea.）

•2

• 16（8 ea.）

•2

4：

24 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 2
• インスタンス 3 - インス
タンス 4

24：

8

3：

•8

• インスタンス 1

•8

• インスタンス 2

•8

• インスタンス 3

10：

15

5：

99%

• インスタンス 1 - インス
タンス 5

• 10（2 ea.）

10：

37 %

30：

• 6（2 ea.）

• 15

• 4（2 ea.）

• 15

5：

85 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 3
• インスタンス 4 - インス
タンス 5

12：
• 12（2 ea.）

15

6：

127 %

• インスタンス 1 - インス 許可しない
タンス 6

次の表は、単一の親物理インターフェイス上でサブインターフェイスを使用している 1 つの
SM-44 を備えた Firepower 9300 に適用されます。たとえば、同じ種類のインターフェイスをす
べてバンドルするための大規模な EtherChannel を作成し、EtherChannel のサブインターフェイ
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スを共有します。複数の物理インターフェイスを共有するには、複数のサブインターフェイス
を共有するよりも多くの転送テーブル リソースを使用します。
1 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 は、最大 14 のインスタンスをサポートできます。
表 12 : 1 つの SM-44 を備えた Firepower 9300 上の 1 つの親のサブインターフェイスとインスタンス

専用サブインター 共有サブインター
フェイス
フェイス
112：

0

0

17%

17%

• インスタンス 1 - インス
タンス 14
1

14：

46 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 14（1 ea.）

14：

14：

14：

• 224（16 ea.）

14：

転送テーブルの使用率
（%）

• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 112（8 ea.）

224：

Number of Instances

2:

14：
•1

• 7（1 ea.）

•1

• 7（1 ea.）

37 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 7
• インスタンス 8 - インス
タンス 14

112：

1

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 112（8 ea.）

112：

46 %

2:

14：
•1

• 56（8 ea.）

•1

• 56（8 ea.）

37 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 7
• インスタンス 8 - インス
タンス 14

112：
• 112（8 ea.）

2

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14
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専用サブインター 共有サブインター
フェイス
フェイス

Number of Instances

転送テーブルの使用率
（%）

112：

14：

37 %

4：

• 56（8 ea.）

•2

• 56（8 ea.）

•2

• インスタンス 1 - インス
タンス 7
• インスタンス 8 - インス
タンス 14

140：

10

14：
• インスタンス 1 - インス
タンス 14

• 140（10 ea.）

140：

46 %

20：

• 70（10 ea.）

• 10

• 70（10 ea.）

• 10

14：

37 %

• インスタンス 1 - インス
タンス 7
• インスタンス 8 - インス
タンス 14

共有インターフェイス リソースの表示
転送テーブルおよび VLAN グループの使用状況を表示するには、scope fabric-interconnect で
show detail コマンドを入力します。次に例を示します。
Firepower# scope fabric-interconnect
DFirepower /fabric-interconnect # show detail
Fabric Interconnect:
ID: A
Product Name: Cisco FPR9K-SUP
PID: FPR9K-SUP
VID: V02
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Serial (SN): JAD104807YN
HW Revision: 0
Total Memory (MB): 16185
OOB IP Addr: 10.10.5.14
OOB Gateway: 10.10.5.1
OOB Netmask: 255.255.255.0
OOB IPv6 Address: ::
OOB IPv6 Gateway: ::
Prefix: 64
Operability: Operable
Thermal Status: Ok
Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max): 0/500
Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max): 16/1021
Current Task 1:
Current Task 2:
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Current Task 3:

Firepower Threat Defense のインライン セット リンク ステートの伝達
インライン セットはワイヤ上のバンプのように動作し、2 つのインターフェイスを一緒にバイ
ンドし、既存のネットワークに組み込みます。この機能によって、隣接するネットワーク デバ
イスの設定がなくても、任意のネットワーク環境にシステムをインストールすることができま
す。インライン インターフェイスはすべてのトラフィックを無条件に受信しますが、これらの
インターフェイスで受信されたすべてのトラフィックは、明示的にドロップされない限り、イ
ンライン セットの外部に再送信されます。
FTD アプリケーションでインライン セットを設定し、リンク ステート伝達を有効にすると、
FTD はインライン セット メンバーシップを FXOS シャーシに送信します。リンク ステート伝
達により、インライン セットのインターフェイスの 1 つが停止した場合、シャーシは、インラ
イン インターフェイス ペアの 2 番目のインターフェイスも自動的に停止します。停止したイ
ンターフェイスが再び起動すると、2番目のインターフェイスも自動的に起動します。つまり、
1 つのインターフェイスのリンク ステートが変化すると、シャーシはその変化を検知し、その
変化に合わせて他のインターフェイスのリンク ステートを更新します。ただし、シャーシから
リンク ステートの変更が伝達されるまで最大 4 秒かかります。障害状態のネットワーク デバ
イスを避けてトラフィックを自動的に再ルーティングするようルータが設定された復元力の高
いネットワーク環境では、リンク ステート伝播が特に有効です。

Firepowerインターフェイスに関する注意事項と制約事項
VLAN サブインターフェイス
• ネットワーク導入に応じて、最大 500 の VLAN ID を使用してシャーシあたり 250 ～ 500
のサブインターフェイスを作成できます。
• FTD インライン セットに、またはパッシブ インターフェイスとしてサブインターフェイ
スを使用することはできません。
• サブインターフェイスは、データまたはデータ共有タイプのインターフェイスでのみサ
ポートされます。
• サブインターフェイス（および親インターフェイス）は、コンテナ インスタンスにのみ割
り当てることができます。

（注）

コンテナ インスタンスに親インターフェイスを割り当てる場合、
タグなし（非 VLAN）トラフィックを渡すだけです。タグなしト
ラフィックを渡す意向がない限り、親インターフェイスを割り当
てないでください。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
176

インターフェイス管理
Firepower インターフェイスに関する注意事項と制約事項

• フェールオーバー リンクに対してサブインターフェイスを使用する場合、その親にあるす
べてのサブインターフェイスと親自体のフェールオーバー リンクとしての使用が制限され
ます。一部のサブインターフェイスをフェールオーバー リンクとして使用し、一部を通常
のデータ インターフェイスとして使用することはできません。
データ共有インターフェイス
• 共有インターフェイスごとの最大インスタンス数：14。たとえば、Instance14 を介して
Instance1 に Ethernet1/1 を割り当てることができます。
• インスタンスごとの最大共有インターフェイス：10。たとえば、Ethernet1/1.10 を介して
Instance1 に Ethernet1/1.1 を割り当てることができます。
• ネイティブ インスタンスでデータ共有インターフェイスを使用することはできません。
• トランスペアレント ファイアウォール モード FTD でデータ共有インターフェイスを使用
することはできません。
• FTD インライン セットまたはパッシブ インターフェイスでデータ共有インターフェイス
を使用することはできません。
• フェールオーバー リンクに対してデータ共有インターフェイスを使用することはできませ
ん。
次のインライン セット FTD
• 物理インターフェイス（通常かつブレークアウト ポート）と Etherchannel のサポート。 サ
ブインターフェイスはサポートされません。
• リンク ステートの伝達はサポートされます。
ハードウェア バイパス
• FTD をサポート。ASA の通常のインターフェイスとして使用できます。
• FTD はインライン セットを含むハードウェア バイパスのみをサポートします。
• ハードウェア バイパス 対応のインターフェイスをブレークアウト ポート用に設定するこ
とはできません。
• ハードウェア バイパス インターフェイスを EtherChannel に含めたり、ハードウェア バイ
パスに使用することはできません。EtherChannel で通常のインターフェイスとして使用で
きます。
デフォルトの MAC アドレス
ネイティブ インスタンス向け：
デフォルトの MAC アドレスの割り当ては、インターフェイスのタイプによって異なります。
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• 物理インターフェイス：物理インターフェイスは、Burned-in MAC Address を使用します。
• EtherChannel：EtherChannel の場合は、そのチャネル グループに含まれるすべてのインター
フェイスが同じ MAC アドレスを共有します。この機能によって、EtherChannel はネット
ワーク アプリケーションとユーザに対してトランスペアレントになります。ネットワーク
アプリケーションやユーザから見えるのは 1 つの論理接続のみであり、個々のリンクのこ
とは認識しないからです。ポート チャネル インターフェイスは、プールからの一意の
MAC アドレスを使用します。インターフェイスのメンバーシップは、MAC アドレスには
影響しません。
コンテナ インスタンス向け：
• すべてのインターフェイスの MAC アドレスは、MAC アドレス プールから取得されます。
コンテナ インスタンス インターフェイスの自動 MAC アドレス （203 ページ）を参照して
ください。

インターフェイスの設定
デフォルトでは、物理インターフェイスは無効になっています。インターフェイスを有効に
し、EtherChannels を追加して、VLAN サブインターフェイスを追加し、、インターフェイス
プロパティを編集して、ブレークアウト ポートを設定できます。

物理インターフェイスの設定
インターフェイスを物理的に有効および無効にすること、およびインターフェイスの速度と
デュプレックスを設定することができます。インターフェイスを使用するには、インターフェ
イスを FXOS で物理的に有効にし、アプリケーションで論理的に有効にする必要があります。
始める前に
• すでに EtherChannel 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。
EtherChannel に追加する前に、設定を行ってください。
手順

ステップ 1 インターフェイス モードに入ります。
scope eth-uplink
scope fabric a
ステップ 2 インターフェイスを有効にします。
enter interface interface_id
enable
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例：
Firepower /eth-uplink/fabric # enter interface Ethernet1/8
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enable

（注）

すでにポートチャネルのメンバ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 チャネルのメンバであるインターフェイスで enter interface コマンドまたは
scope interface 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
を受け取ります。ポートチャネルに追加する前に、enter interface 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。

ステップ 3 （任意）インターフェイス タイプを設定します。
set port-type {data | data-sharing | mgmt | firepower-eventing | cluster}
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。data-sharing タイプは、コンテナ インスタンスで
のみサポートされます。cluster キーワードは選択しないでください。デフォルトでは、Cluster
Control Link はポートチャネル 48 に自動的に作成されます。
ステップ 4 インターフェイスでサポートされている場合、自動ネゴシエーションを有効化または無効化し
ます。
set auto-negotiation {on | off}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set auto-negotiation off

ステップ 5 インターフェイスの速度を設定します。
set admin-speed {10mbps |100mbps |1gbps |10gbps |40gbps |100gbps}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set admin-speed 1gbps

ステップ 6 インターフェイスのデュプレックス モードを設定します。
set admin-duplex {fullduplex | halfduplex}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set admin-duplex halfduplex

ステップ 7 デフォルトのフロー制御ポリシーを編集した場合は、インターフェイスにすでに適用されてい
ます。新しいポリシーを作成した場合は、そのポリシーをインターフェイスに適用します。 フ
ロー制御ポリシーの設定 （188 ページ）を参照してください。
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set flow-control-policy name
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set flow-control-policy flow1

ステップ 8 設定を保存します。
commit-buffer
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
Firepower /eth-uplink/fabric/interface #

EtherChannel（ポート チャネル）の追加
EtherChannel（別名ポート チャネル）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。リンク集約制御プロトコル（LACP）では、2 つのネットワーク デ
バイス間でリンク集約制御プロトコル データ ユニット（LACPDU）を交換することによって、
インターフェイスが集約されます。
EtherChannel 内の各物理データまたはデータ共有インターフェイスを次のように設定できます。
• アクティブ：LACP アップデートを送信および受信します。アクティブ EtherChannel は、
アクティブまたはパッシブ EtherChannel と接続を確立できます。LACP トラフィックを最
小にする必要がある場合以外は、アクティブ モードを使用する必要があります。
• オン：EtherChannel は常にオンであり、LACP は使用されません。「オン」の EtherChannel
は、別の「オン」の EtherChannel のみと接続を確立できます。
非データ インターフェイスはアクティブ モードのみをサポートします。
LACP では、ユーザが介入しなくても、EtherChannel へのリンクの自動追加および削除が調整
されます。また、コンフィギュレーションの誤りが処理され、メンバ インターフェイスの両端
が正しいチャネル グループに接続されていることがチェックされます。 「オン」モードでは
インターフェイスがダウンしたときにチャネル グループ内のスタンバイ インターフェイスを
使用できず、接続とコンフィギュレーションはチェックされません。
Firepower 4100/9300 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インターフェイスとして
追加された
• EtherChannel がクラスタの一部である論理デバイスの管理インターフェイスまたは Cluster
Control Link として追加された
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• EtherChannel がクラスタの一部である論理デバイスのデータ インターフェイスとして追加
され、少なくとも 1 つのユニット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。
手順

ステップ 1

インターフェイス モードを開始します。
scope eth-uplink
scope fabric a

ステップ 2

ポートチャネルを作成します。
create port-channel id
enable

ステップ 3

メンバ インターフェイスを割り当てます。
create member-port interface_id
例：
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

ステップ 4

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

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

（任意） インターフェイス タイプを設定します。
set port-type {data | data-sharing | mgmt | firepower-eventing | cluster}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel # set port-type data

data キーワードがデフォルトのタイプです。data-sharing タイプは、コンテナ インスタンスで
のみサポートされます。このポートチャネルをデフォルトではなくクラスタ制御リンクとして
使用する場合以外は、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。
set speed {10mbps | 100mbps | 1gbps | 10gbps | 40gbps | 100gbps}
例：
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Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # set speed 1gbps

ステップ 6

（任意） ポートチャネルのすべてのメンバのデュプレックスを設定します。
set duplex {fullduplex | halfduplex}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # set duplex fullduplex

ステップ 7

インターフェイスでサポートされている場合、自動ネゴシエーションを有効化または無効化し
ます。
set auto-negotiation {on | off}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set auto-negotiation off

ステップ 8

データとデータ共有インターフェイスの LACP ポートチャネル モードを設定します。
非データまたは非データ共有インターフェイスの場合、モードは常にアクティブです。
set port-channel-mode {active | on}
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # set port-channel-mode on

ステップ 9

デフォルトのフロー制御ポリシーを編集した場合は、インターフェイスにすでに適用されてい
ます。新しいポリシーを作成した場合は、そのポリシーをインターフェイスに適用します。 フ
ロー制御ポリシーの設定 （188 ページ）を参照してください。
set flow-control-policy name
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set flow-control-policy flow1

ステップ 10

設定をコミットします。
commit-buffer

コンテナ インスタンスの VLAN サブインターフェイスの追加
ネットワーク配置に応じて、250 ～ 500 の VLAN サブインターフェイスをシャーシに追加でき
ます。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
182

インターフェイス管理
コンテナ インスタンスの VLAN サブインターフェイスの追加

インターフェイスごとの VLAN ID は一意である必要があります。コンテナ インスタンス内で
は、VLAN ID は割り当てられたすべてのインターフェイス全体で一意である必要があります。
異なるコンテナ インスタンスに割り当てられている限り、VLAN ID を別のインターフェイス
上で再利用できます。ただし、同じ ID を使用していても、各サブインターフェイスは依然と
して制限のカウント対象になります。
ネイティブ インスタンスの場合、アプリケーション内でのみ VLAN サブインターフェイスを
作成できます。コンテナ インスタンスの場合、FXOS VLAN サブインターフェイスが定義され
ていないインターフェイスのアプリケーション内でも VLAN サブインターフェイスを作成で
きます。これらのサブインターフェイスには FXOS 制限が適用されません。サブインターフェ
イスを作成するオペレーティング システムの選択は、ネットワーク導入および個人設定によっ
て異なります。たとえば、サブインターフェイスを共有するには、FXOS でサブインターフェ
イスを作成する必要があります。FXOS サブインターフェイスを優先するもう 1 つのシナリオ
では、1 つのインターフェイス上の別のサブインターフェイス グループを複数のインスタンス
に割り当てます。たとえば、インスタンス A で VLAN 2-11 を、インスタンス B で VLAN 12-21
を、インスタンス C で VLAN 22-31 を使用して Port-Channel1 を使うとします。アプリケーショ
ン内でこれらのサブインターフェイスを作成する場合、FXOS 内で親インターフェイスを共有
しますが、これはお勧めしません。このシナリオを実現する 3 つの方法については、次の図を
参照してください。
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手順

ステップ 1 ファブリック モードを開始します。
scope eth-uplink
scope fabric a
例：
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Firepower# scope eth-uplink
Firepower /eth-uplink # scope fabric a
Firepower /eth-uplink/fabric #

ステップ 2 サブインターフェイスを追加するインターフェイスを入力します。
enter {interface | port-channel} interface_id
現在論理デバイスに割り当てられている物理インターフェイスにサブインターフェイスを追加
することはできません。親の他のサブインターフェイスが割り当てられている場合は、親イン
ターフェイス自体が割り当てられていない限り、新しいサブインターフェイスを追加できま
す。
サブインターフェイスは、データまたはデータ共有タイプのインターフェイスでのみサポート
されます。
例：
Firepower /eth-uplink/fabric # enter interface Ethernet1/8
Firepower /eth-uplink/fabric/interface #

ステップ 3 サブインターフェイスを作成します。
enter subinterface id
• [id]：ID（1 ～ 4294967295）を設定します。この ID は interface_id.subinterface_id として親
インターフェイスの ID に付加されます。たとえば、サブインターフェイスを ID 100 で
Ethernet1/1 に追加する場合、そのサブインターフェイス ID は Ethernet1/1.100 になります。
この ID は、利便性を考慮して一致するように設定することができますが、VLAN ID と同
じではありません。
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enter subinterface 100
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* #

ステップ 4 [VLAN] を設定します。
set vlan id
• [id]：VLAN ID（1 ～ 4095）を設定します。
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set vlan 100

ステップ 5 インターフェイス タイプを設定します。
set port-type {data | data-sharing}
例：
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Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set port-type data

タイプは親インターフェイスのタイプに依存しません。たとえば、データ共有タイプの親イン
ターフェイスとデータ タイプのサブインターフェイスを持つことができます。デフォルトのタ
イプはデータです。
ステップ 6 設定を保存します。
commit-buffer
例：
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # commit-buffer
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface #

例
次に、イーサネット 1/1 上の 3 つのサブインターフェイスを作成し、データ共有イン
ターフェイスに設定する例を示します。
Firepower# scope eth-uplink
Firepower /eth-uplink # scope fabric a
Firepower /eth-uplink/fabric # enter interface Ethernet1/1
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enter subinterface 10
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set vlan 10
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set port-type data-sharing
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enter subinterface 11
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set vlan 11
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set port-type data-sharing
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enter subinterface 12
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set vlan 12
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # set port-type data-sharing
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface* # commit-buffer
Firepower /eth-uplink/fabric/interface/subinterface #

ブレークアウト ケーブルの設定
Firepower 4100/9300 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 ケーブルを使用すると、1 つの 40 Gbps ポートの代わりに 4 つの 10
Gbps ポートを実装できます。
始める前に
ハードウェア バイパス 対応のインターフェイスをブレークアウト ポート用に設定することは
できません。
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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。
scope cabling
scope fabric a

b) ブレークアウトを作成します。
create breakout network_module_slot port
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。
scope eth-uplink
scope fabric a
scope aggr-interface network_module_slot port
（注）

すでにポートチャネルのメンバ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 チャネルのメンバであるインターフェイスで enter interface コマンド
または scope interface 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
示すエラーを受け取ります。ポートチャネルに追加する前に、enter interface 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。

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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フロー制御ポリシーの設定
フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、イーサネット ポー
トが IEEE 802.3x ポーズ フレームを送受信するかどうかを決定します。これらのポーズ フレー
ムは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送信側ポートからのデータの送信を停止す
るように要求します。フロー制御をデバイス間で稼働状態にするには、対応する送受信フロー
制御パラメータを両方のデバイスで有効にする必要があります。
デフォルト ポリシーは、送受信の制御を無効にし、自動ネゴシエーションに優先順位を設定し
ます。
手順

ステップ 1 イーサネット アップリンクを入力してから、フロー制御モードを入力します。
scope eth-uplink
scope flow-control
例：
firepower-4110# scope eth-uplink
firepower-4110 /eth-uplink # scope flow-control
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control #

ステップ 2 フロー制御ポリシーを編集または作成します。
enter policy name
デフォルト ポリシーを編集する場合、名前に default と入力します。
例：
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control # enter policy default
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* #

ステップ 3 優先順位を設定します。
set prio {auto | on}
優先順位は、ネゴシエートするかどうか、またはこのリンクの PPP を有効にするかどうかを設
定します。
例：
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # set prio on

ステップ 4 フロー制御受信ポーズを有効または無効にします。
set receive {on | off}
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• on：ポーズ要求に従い、そのアップリンク ポート上のすべてのトラフィックは、ネット
ワークでポーズ要求が取り消されるまで停止されます。
• off：ネットワークからのポーズ要求は無視され、トラフィック フローは通常どおり継続
します。
例：
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # set receive on

ステップ 5 フロー制御送信ポーズを有効または無効にします。
set send {on | off}
• on：着信パケット レートが高くなり過ぎると、Firepower 4100/9300 からポーズ要求がネッ
トワークに送信されます。ポーズは数ミリ秒有効になった後、通常のレベルにリセットさ
れます。
• off：パケット負荷に関係なくポート上のトラフィックが通常どおり流れます。
例：
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # set send on

ステップ 6 設定を保存します。
commit-buffer
例：
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy #

例
次の例では、フロー制御ポリシーを設定します。
firepower-4110# scope eth-uplink
firepower-4110 /eth-uplink # scope flow-control
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control # enter policy FlowControlPolicy23
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # set prio auto
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # set receive on
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # set send on
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
firepower-4110 /eth-uplink/flow-control/policy #
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モニタリング インターフェイス
• show interface
インターフェイス ステータスを表示します。

（注）

ポート チャネルのポートとして機能するインターフェイスは、こ
のリストに表示されません。

Firepower# scope eth-uplink
Firepower /eth-uplink # scope fabric a
Firepower /eth-uplink/fabric # show interface
Interface:
Port Name
--------------Ethernet1/1
Ethernet1/2
not-connected
Ethernet1/3
Ethernet1/4
Ethernet1/6
Ethernet1/7
Ethernet1/8
Ethernet2/1
Ethernet2/2
Ethernet2/4
Ethernet2/5
Ethernet2/6
Ethernet3/2
Ethernet3/4

Port Type
-----------------Mgmt
Data

Admin State
----------Enabled
Enabled

Oper State
State Reason
---------------- -----------Up
Link Down
Link failure or

Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data

Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Disabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled

Up
Sfp
Sfp
Sfp
Sfp
Up
Up
Up
Up
Up
Up
Up

Not
Not
Not
Not

Present
Present
Present
Present

Unknown
Unknown
Unknown
Unknown

• show detail
共有インターフェイスの転送テーブルおよび VLAN グループの使用状況を表示します。
Firepower# scope fabric-interconnect
DFirepower /fabric-interconnect # show detail
Fabric Interconnect:
ID: A
Product Name: Cisco FPR9K-SUP
PID: FPR9K-SUP
VID: V02
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Serial (SN): JAD104807YN
HW Revision: 0
Total Memory (MB): 16185
OOB IP Addr: 10.10.5.14
OOB Gateway: 10.10.5.1
OOB Netmask: 255.255.255.0
OOB IPv6 Address: ::
OOB IPv6 Gateway: ::
Prefix: 64
Operability: Operable
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Thermal Status: Ok
Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max): 0/500
Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max): 16/1021
Current Task 1:
Current Task 2:
Current Task 3:

• show subinterface
特定のインターフェイスのサブインターフェイスを表示します。
Firepower# scope eth-uplink
Firepower /eth-uplink # scope fabric a
Firepower /eth-uplink/fabric # enter interface ethernet1/8
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # show subinterface
Sub Interface:
Sub-If Id Sub-Interface Name VLAN
Port Type
---------- ------------------ ----------- --------10 Ethernet1/8.10
11
Data
11 Ethernet1/8.11
12
Data

• show mac-address
コンテナ インスタンス インターフェイスの MAC アドレスの割り当てを表示します。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # scope auto-macpool
Firepower /ssa/auto-macpool # show mac-address
Mac Address Item:
Mac Address
Owner Profile
-------------------- -----------------------A2:46:C4:00:00:1E
ftd13
A2:46:C4:00:00:20
ftd14
A2:46:C4:00:01:7B
ftd1
A2:46:C4:00:01:7C
ftd12
A2:46:C4:00:01:7D
ftd13
A2:46:C4:00:01:7E
ftd14
A2:46:C4:00:01:7F
ftd1
A2:46:C4:00:01:80
ftd12
A2:46:C4:00:01:81
ftd13
A2:46:C4:00:01:82
ftd14
A2:46:C4:00:01:83
ftd2
A2:46:C4:00:01:84
ftd2
A2:46:C4:00:01:85
ftd2
A2:46:C4:00:01:86
ftd2
A2:46:C4:00:01:87
ftd2
A2:46:C4:00:01:88
ftd1
A2:46:C4:00:01:89
ftd1

Owner Name
---------Port-channel14
Port-channel15
Ethernet1/3
Port-channel11
Port-channel14
Port-channel15
Ethernet1/2
Ethernet1/2
Ethernet1/2
Ethernet1/2
Ethernet3/1/4
Ethernet3/1/1
Ethernet3/1/3
Ethernet3/1/2
Ethernet1/2
Port-channel21
Ethernet1/8
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インターフェイスの履歴
機能名

プラットフォーム リリース

機能情報

コンテナ インスタンスで使用される
VLAN サブインターフェイス

2.4.1

柔軟な物理インターフェイスの使用を
可能にするため、FXOS で VLAN サブ
インターフェイスを作成し、複数のイ
ンスタンス間でインターフェイスを共
有することができます。
（注）

FTD バージョン 6.3 以降が必
要です。

新規/変更されたコマンド：create
subinterface、set vlan、show interface、
show subinterface
新規/変更された Firepower Management
Center 画面：
[Devices] > [Device Management] >
[Edit] アイコン > [Interfaces] タブ
コンテナ インスタンスのデータ共有イ 2.4.1
ンターフェイス

柔軟な物理インターフェイスの使用を
可能にするため、複数のインスタンス
間でインターフェイスを共有すること
ができます。
（注）

FTD バージョン 6.3 以降が必
要です。

新規/変更されたコマンド：set port-type
data-sharing、show interface
オン モードでのデータ EtherChannel の 2.4.1
サポート

データおよびデータ共有 EtherChannel
をアクティブ LACP モードまたはオン
モードに設定できるようになりまし
た。Etherchannel の他のタイプはアク
ティブ モードのみをサポートします。
新規/変更されたコマンド：set
port-channel-mode

FTD インライン セットでの
EtherChannel のサポート

2.1(1)
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機能名

プラットフォーム リリース

機能情報

FTD のインライン セット リンク ス
テート伝達サポート

2.0(1)

FTD アプリケーションでインライン
セットを設定し、リンク ステート伝達
を有効にすると、FTD はインライン
セット メンバーシップを FXOS シャー
シに送信します。リンク ステート伝達
により、インライン セットのインター
フェイスの 1 つが停止した場合、
シャーシは、インライン インターフェ
イス ペアの 2 番目のインターフェイス
も自動的に停止します。
新規/変更されたコマンド：show fault
|grep link-down、show interface detail

ハードウェア バイパス ネットワーク
モジュールのサポート FTD

2.0(1)

ハードウェア バイパスは、停電時にト
ラフィックがインライン インターフェ
イス ペア間で流れ続けることを確認し
ます。この機能は、ソフトウェアまた
はハードウェア障害の発生時にネット
ワーク接続を維持するために使用でき
ます。
新規/変更された Firepower Management
Center 画面：
[Devices] > [Device Management] >
[Interfaces] > [Edit Physical Interface]

FTD の Firepower イベント タイプ イン 1.1.4
ターフェイス

FTD で使用するために、Firepower イ
ベントとしてインターフェイスを指定
できます。このインターフェイスは、
FTD 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、FTD 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 構成ガイドのシステ
ム設定の章にある「管理インターフェ
イス」のセクションを参照してくださ
い。
新規/変更された FXOS コマンド：set
port-type firepower-eventing、show
interface
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論理デバイス
• 論理デバイスについて （195 ページ）
• 論理デバイスの要件と前提条件 （205 ページ）
• 論理デバイスに関する注意事項と制約事項 （207 ページ）
• スタンドアロン論理デバイスの追加 （214 ページ）
• ハイ アベイラビリティ ペアの追加 （230 ページ）
• クラスタの追加 （231 ページ）
• Radware DefensePro の設定 （256 ページ）
• 論理デバイスの管理 （267 ページ）
• 論理デバイスのモニタリング （273 ページ）
• サイト間クラスタリングの例 （275 ページ）
• 論理デバイスの履歴 （278 ページ）

論理デバイスについて
論理デバイスでは、1 つのアプリケーション インスタンス（ASA または Firepower Threat Defense
のいずれか）および 1 つのオプション デコレータ アプリケーション（Radware DefensePro）を
実行し、サービス チェーンを形成できます。
論理デバイスを追加する場合は、アプリケーション インスタンス タイプとバージョンを定義
し、インターフェイスを割り当て、アプリケーション設定に送信されるブートストラップ設定
を構成することもできます。

（注）

Firepower 9300 の場合、シャーシ内のすべてのモジュールに同じアプリケーション インスタン
ス タイプ（ASA または Firepower Threat Defense）をインストールする必要があります。現時点
では、他のタイプはサポートされていません。モジュールでは、異なるバージョンのアプリ
ケーション インスタンス タイプを実行できます。
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スタンドアロン論理デバイスとクラスタ化論理デバイス
次の論理デバイス タイプを追加することができます。
• スタンドアロン：スタンドアロン論理デバイスはスタンドアロン ユニットまたはハイ ア
ベイラビリティ ペアのユニットとして動作します。
• クラスタ：クラスタ化論理デバイスを使用すると複数のユニットをグループ化すること
で、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）を提供し、同時に複
数デバイスによるスループットの向上と冗長性を実現できます。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 9300
のすべての 3 つのモジュール アプリケーション インスタンスは、1 つの論理デバイスに属
しています。

（注）

Firepower 9300 の場合、すべてのモジュールがクラスタに属して
いる必要があります。1 つのセキュリティ モジュールにスタンド
アロン論理デバイスを作成し、残り 2 つのセキュリティ モジュー
ルを使用してクラスタを作成することはできません。

コンテナ インスタンスとネイティブ インスタンス
アプリケーション インスタンスは次の展開タイプで実行します。
• ネイティブ インスタンス：ネイティブ インスタンスはセキュリティモジュール/エンジン
のすべてのリソース（CPU、RAM、およびディスク容量）を使用するため、ネイティブ
インスタンスを 1 つのみインストールできます。
• コンテナ インスタンス：コンテナ インスタンスでは、セキュリティモジュール/エンジン
のリソースのサブセットを使用するため、複数のコンテナ インスタンスをインストールで
きます。マルチインスタンス機能は、Firepower Threat Defense でのみサポートされていま
す。ASA ではサポートされていません。

（注）

マルチインスタンス機能は、実装は異なりますが、ASA マルチ
コンテキスト モードに似ています。マルチ コンテキスト モード
では、単一のアプリケーション インスタンスがパーティション化
されますが、マルチインスタンス機能では、独立したコンテナ イ
ンスタンスを使用できます。コンテナ インスタンスでは、ハード
リソースの分離、個別の構成管理、個別のリロード、個別のソフ
トウェア アップデート、および Firepower Threat Defense のフル機
能のサポートが可能です。マルチ コンテキスト モードでは、共
有リソースのおかげで、特定のプラットフォームでより多くのコ
ンテキストをサポートできます。マルチ コンテキスト モードは
Firepower Threat Defense では利用できません。
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Firepower 9300 の場合、一部のモジュールでネイティブ インスタンスを使用し、他のモジュー
ルではコンテナ インスタンスを使用することができます。

コンテナ インスタンス インターフェイス
コンテナ インスタンスに対して柔軟な物理インターフェイスの使用を可能にするため、FXOS
で VLAN サブインターフェイスを作成し、複数のインスタンス間でインターフェイス（VLAN
または物理）を共有することもできます。ネイティブ インスタンスは VLAN サブインターフェ
イスまたは共有インターフェイスを使用できません。共有インターフェイスの拡張性（166ペー
ジ）およびコンテナ インスタンスの VLAN サブインターフェイスの追加 （182 ページ）を参照
してください。

シャーシがパケットを分類する方法
シャーシに入ってくるパケットはいずれも分類する必要があります。その結果、シャーシは、
どのインスタンスにパケットを送信するかを決定できます。
• 一意のインターフェイス：入力インターフェイスと関連付けられているインスタンスが 1
つのみの場合、シャーシはパケットをそのインスタンスに分類します。ブリッジ グループ
メンバ インターフェイス（トランスペアレント モードまたはルーテッド モード）、イン
ライン セット、またはパッシブ インターフェイスの場合は、この方法を常にパケットの
分類に使用します。
• 一意の MAC アドレス：シャーシは、共有インターフェイスを含むすべてのインターフェ
イスに一意の MAC アドレスを自動的に生成します。複数のインスタンスが同じインター
フェイスを共有している場合、分類子には各インスタンスでそのインターフェイスに割り
当てられた一意の MAC アドレスが使用されます。一意の MAC アドレスがないと、アッ
プストリーム ルータはインスタンスに直接ルーティングできません。アプリケーション内
で各インターフェイスを設定するときに、手動で MAC アドレスを設定することもできま
す。ただし、MAC アドレスを手動で設定すると、サブインターフェイスを共有していな
い場合でも、分類が正しく行われるように、同じ親インターフェイス上のすべてのサブイ
ンターフェイスで一意の MAC アドレスを使用します。

（注）

宛先 MAC アドレスがマルチキャストまたはブロードキャスト MAC アドレスの場合、パケッ
トが複製されて各インスタンスに送信されます。

分類例
次の図に、外部インターフェイスを共有する複数のインスタンスを示します。インスタンスB
にはルータがパケットを送信する MAC アドレスが含まれているため、分類子はパケットをイ
ンスタンス B に割り当てます。
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図 1 : MAC アドレスを使用した共有インターフェイスのパケット分類

内部ネットワークからのものを含め、新たに着信するトラフィックすべてが分類される点に注
意してください。次の図に、インターネットにアクセスするネットワーク内のインスタンスC
のホストを示します。分類子は、パケットをインスタンス C に割り当てます。これは、入力イ
ンターフェイスがイーサネット 1/2.3 で、このイーサネットがインスタンス C に割り当てられ
ているためです。
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図 2 : 内部ネットワークからの着信トラフィック

トランスペアレント ファイアウォールでは、固有のインターフェイスを使用する必要がありま
す。次の図に、ネットワーク内のインスタンス C のホストに向けられたインターネットからの
パケットを示します。分類子は、パケットをインスタンス C に割り当てます。これは、入力イ
ンターフェイスがイーサネット 1/2.3 で、このイーサネットがインスタンス C に割り当てられ
ているためです。
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図 3 : トランスペアレント ファイアウォール インスタンス

インライン セットの場合、一意のインターフェイスを使用する必要があり、そのインターフェ
イスは物理インターフェイスまたは Etherchannel である必要があります。次の図に、ネット
ワーク内のインスタンス C のホストに向けられたインターネットからのパケットを示します。
分類子は、パケットをインスタンス C に割り当てます。これは、入力インターフェイスがイー
サネット 1/5 で、このイーサネットがインスタンス C に割り当てられているためです。
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図 4 : FTD のインライン セット

コンテナ インスタンスのカスケード
コンテナ インスタンスを別のインスタンスの前に直接配置することをカスケード コンテナ イ
ンスタンスと呼びます。あるインスタンスの外部インターフェイスは別のインスタンスの内部
インターフェイスと同じです。いくつかのインスタンスの設定を単純化する場合、最上位のイ
ンスタンスの共有パラメータを設定することで、インスタンスをカスケードできます。
次の図に、ゲートウェイの背後に 2 つのインスタンスがあるゲートウェイ インスタンスを示し
ます。
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図 5 : コンテナ インスタンスのカスケード

一般的な複数インスタンス展開
次の例には、ルーテッド ファイアウォール モードでの 3 つのコンテナ インスタンスが含まれ
ています。これには次のインターフェイスが含まれます。
• 管理：すべてのインスタンスがポートチャネル 1 インターフェイス（管理タイプ）を使用
します。この EtherChannel には 2 つの 10 ギガビット イーサネット インターフェイスが含
まれます。各アプリケーション内で、インターフェイスは同じ管理ネットワークで一意の
IP アドレスを使用します。
• 内部：各インスタンスがポートチャネル 2（データ タイプ）のサブインターフェイスを使
用します。この EtherChannel には 2 つの 10 ギガビット イーサネット インターフェイスが
含まれます。各サブインターフェイスは別々のネットワーク上に存在します。
• 外部：すべてのインスタンスがポートチャネル 3 インターフェイス（データ共有タイプ）
を使用します。この EtherChannel には 2 つの 10 ギガビット イーサネット インターフェイ
スが含まれます。各アプリケーション内で、インターフェイスは同じ管理ネットワークで
一意の IP アドレスを使用します。
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• フェールオーバー：各インスタンスがポートチャネル 4（データ タイプ）のサブインター
フェイスを使用します。この EtherChannel には 2 つの 10 ギガビット イーサネット イン
ターフェイスが含まれます。各サブインターフェイスは別々のネットワーク上に存在しま
す。

コンテナ インスタンス インターフェイスの自動 MAC アドレス
FXOS シャーシは、各インスタンスの共有インターフェイスが一意の MAC アドレスを使用す
るように、コンテナ インスタンス インターフェイスの MAC アドレスを自動的に生成します。
アプリケーション内の共有インターフェイスに MAC アドレスを手動で割り当てると、手動で
割り当てられた MAC アドレスが使用されます。後で手動 MAC アドレスを削除すると、自動
生成されたアドレスが使用されます。生成した MAC アドレスがネットワーク内の別のプライ
ベート MAC アドレスと競合することがまれにあります。この場合は、アプリケーション内の
インターフェイスの MAC アドレスを手動で設定してください。
自動生成されたアドレスは A2 で始まるため、アドレスが重複するリスクがあることから手動
MAC アドレスを A2 で始めることはできません。

（注）

MAC アドレスを手動で設定すると、サブインターフェイスを共有していない場合でも、分類
が正しく行われるように、同じ親インターフェイス上のすべてのサブインターフェイスで一意
の MAC アドレスを使用します。
FXOS シャーシは、次の形式を使用して MAC アドレスを生成します。
A2xx.yyzz.zzzz
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xx.yy はユーザ定義のプレフィックスまたはシステム定義のプレフィックスであり、zz.zzzz は
シャーシが生成した内部カウンタです。システム定義のプレフィックスは、IDPROM にプログ
ラムされている Burned-In MAC アドレス プール内の最初の MAC アドレスの下部 2 バイトと一
致します。connect fxos を使用し、次に show module を使用して、MAC アドレス プールを表
示します。たとえば、モジュール 1 について示されている MAC アドレスの範囲が b0aa.772f.f0b0
～ b0aa.772f.f0bf の場合、システム プレフィックスは f0b0 になります。
ユーザ定義のプレフィックスは、16 進数に変換される整数です。ユーザ定義のプレフィックス
の使用方法を示す例の場合、プレフィックス 77 を設定すると、シャーシは 77 を 16 進数値
004D（yyxx）に変換します。MAC アドレスで使用すると、プレフィックスはシャーシ ネイ
ティブ形式に一致するように逆にされます（xxyy）。
A24D.00zz.zzzz
プレフィックス 1009（03F1）の場合、MAC アドレスは次のようになります。
A2F1.03zz.zzzz

コンテナ インスタンスのリソース管理
コンテナ インスタンスごとのリソース使用率を指定するには、FXOS で 1 つまたは複数のリ
ソース プロファイルを作成します。論理デバイス/アプリケーション インスタンスを展開する
場合は、使用するリソースのプロファイルを指定します。リソース プロファイルは CPU コア
の数を設定します。RAM およびディスク容量はコアの数に従って動的に割り当てられます。
モデルごとの使用可能なリソースを表示するには、コンテナ インスタンスの要件と前提条件
（207 ページ）を参照してください。リソース プロファイルを追加するには、コンテナ インス
タンスのリソース プロファイルの追加 （159 ページ）を参照してください。

コンテナ インスタンスおよびハイ アベイラビリティ
2 つの個別のシャーシでコンテナ インスタンスを使用してハイ アベイラビリティを使用できま
す。たとえば、10 個のインスタンスを持つシャーシを 2 つ使用する場合は、10 個のハイ アベ
イラビリティ ペアを作成できます。FXOS では、ハイ アベイラビリティは設定されていない
ことに注意してください。アプリケーション マネージャで各ハイ アベイラビリティ ペアを設
定します。
各ユニットで同じリソース プロファイル属性を使用する必要があります。
各ハイ アベイラビリティ ペアには専用のフェールオーバー リンクが必要です。データ共有イ
ンターフェイスを使用することはできません。親インターフェイスでサブインターフェイスを
作成し、各インスタンスのサブインターフェイスを割り当てて、フェールオーバー リンクとし
て使用することをお勧めします。

（注）

クラスタリングはサポートされません。
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論理デバイスの要件と前提条件
要件と前提条件については、次のセクションを参照してください。

クラスタリングの要件と前提条件
クラスタ モデルのサポート
• Firepower 9300 の ASA：シャーシ内、シャーシ間、およびサイト間クラスタリングでサ
ポート。
• Firepower 4100 シリーズ の ASA：シャーシ間およびシャーシ内クラスタリングでサポー
ト。
• Firepower 9300 の FTD：シャーシ内およびシャーシ間クラスタリングでサポート。
• Firepower 4100 シリーズ の FTD：シャーシ間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。
• Radware DefensePro：FTD によるシャーシ内クラスタリングでサポート。
シャーシ間のクラスタリング ハードウェアおよびソフトウェアの要件
クラスタ内のすべてのシャーシ：
• Firepower4100シリーズ：すべてのシャーシが同一モデルである必要があります。Firepower
9300：すべてのセキュリティ モジュールは同じタイプである必要があります。各シャーシ
に異なる数のセキュリティ モジュールをインストールできますが、すべての空のスロット
を含め、シャーシのすべてのモジュールをクラスタに含める必要があります。
• イメージ アップグレード時を除き、同じ FXOS ソフトウェアを実行する必要があります。
• クラスタに割り当てるインターフェイスは、管理インターフェイス、EtherChannel、アク
ティブ インターフェイス、スピード、デュプレックスなど、同じインターフェイス構成を
含める必要があります。同じインターフェイス ID の容量が一致し、インターフェイスが
同じスパンド EtherChannel に内に問題なくバンドルできる限り、シャーシに異なるタイプ
のネットワーク モジュールを使用できます。シャーシ間クラスタリングでは、すべての
データ インターフェイスを EtherChannel とする必要があります。（インターフェイス モ
ジュールの追加または削除、あるいは EtherChannel の設定などにより）クラスタリングを
有効にした後に FXOS でインターフェイスを変更した場合は、各シャーシで同じ変更を行
います（スレーブ ユニットから始めて、マスターで終わります）。
• 同じ NTP サーバを使用する必要があります。 Firepower Threat Defense のため、Firepower
Management Center は同じ NTP サーバを使用する必要があります。手動で時間を設定しな
いでください。
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• ASA：各 FXOS シャーシは、License Authority またはサテライト サーバに登録されている
必要があります。スレーブ ユニットに追加費用はかかりません。 永続ライセンスを予約
するには、シャーシごとに個別のライセンスを購入する必要があります。Firepower Threat
Defense では、すべてのライセンスは Firepower Management Center で処理されます。
シャーシ間クラスタリングのスイッチ要件
• Firepower 4100/9300 シャーシのクラスタリングを設定する前に、スイッチの設定を完了
し、シャーシからスイッチまですべての EtherChannel を良好に接続してください。
• 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」を参照し
てください。
サイト間クラスタリング用の Data Center Interconnect のサイジング
次の計算と同等の帯域幅をクラスタ制御リンク トラフィック用に Data Center Interconnect（DCI）
に確保する必要があります。

メンバの数が各サイトで異なる場合、計算には大きい方の値を使用します。DCI の最小帯域幅
は、1 つのメンバに対するクラスタ制御リンクのサイズ未満にすることはできません。
次に例を示します。
• 4 サイトの 2 メンバの場合。
• 合計 4 クラスタ メンバ
• 各サイト 2 メンバ
• メンバあたり 5 Gbps クラスタ制御リンク
予約する DCI 帯域幅 = 5 Gbps（2/2 x 5 Gbps）。
• 3 サイトの 6 メンバの場合、サイズは増加します。
• 合計 6 クラスタ メンバ
• サイト 1 は 3 メンバ、サイト 2 は 2 メンバ、サイト 3 は 1 メンバ
• メンバあたり 10 Gbps クラスタ制御リンク
予約する DCI 帯域幅 = 15 Gbps（3/2 x 10 Gbps）。
• 2 サイトの 2 メンバの場合。
• 合計 2 クラスタ メンバ
• 各サイト 1 メンバ
• メンバあたり 10 Gbps クラスタ制御リンク
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予約する DCI 帯域幅 = 10 Gbps（1/2 x 10 Gbps = 5 Gbps、ただし最小帯域幅がクラスタ制御
リンク（10 Gbps）のサイズ未満になってはなりません）。

コンテナ インスタンスの要件と前提条件
サポートされるアプリケーション タイプ
• Firepower Threat Defense
モデルごとの最大コンテナ インスタンス数とリソース
各コンテナ インスタンスに対して、インスタンスに割り当てる CPU コアの数を指定できます。
RAM とディスク容量はコアに基づいて計算されます。
表 13 : モデルごとの最大コンテナ インスタンス数とリソース

モデル

最大コンテナ
インスタンス
数

使用可能な CPU コア数 使用可能な RAM

使用可能なディスク容
量

Firepower 4110

3

22

53 GB

125.6 GB

Firepower 4120

3

46

101 GB

125.6 GB

Firepower 4140

7

70

222 GB

311.8 GB

Firepower 4150

7

86

222 GB

311.8 GB

Firepower 9300 SM-24 セキュリ 7
ティ モジュール

46

226 GB

656.4 GB

Firepower 9300 SM-36 セキュリ 11
ティ モジュール

70

222 GB

640.4 GB

Firepower 9300 SM-44 セキュリ 14
ティ モジュール

86

218 GB

628.4 GB

論理デバイスに関する注意事項と制約事項
ガイドラインと制限事項については、以下のセクションを参照してください。
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一般的なガイドラインと制限事項
ファイアウォール モード
FTD および ASA のブートストラップ設定でファイアウォール モードをルーテッドまたはトラ
ンスペアレントに設定することができます。
ハイ アベイラビリティ
• アプリケーション設定内でハイ アベイラビリティを設定します。
• 任意のデータ インターフェイスをフェールオーバー リンクおよびステート リンクとして
使用できます。 データ共有インターフェイスはサポートされていません。
• 詳細については、ハイ アベイラビリティのためのアプリケーション設定ガイドの章を参照
してください。
マルチインスタンスとコンテキスト モード
• マルチ コンテキスト モードは ASA でのみサポートされています。
• 展開後に、ASA のマルチ コンテキスト モードを有効にします。
• コンテナ インスタンスでのマルチインスタンス機能は、FTD に対してのみ使用可能です。
• コンテナ インスタンスの場合、各共有インターフェイスを最大 14 のコンテナ インスタン
スに割り当てることができます。
• 特定のコンテナ インスタンスの場合、最大 10 個の共有インターフェイスを割り当てるこ
とができます。
• FTD コンテナ インスタンスの場合、1 つの Firepower Management Center で セキュリティ
モジュール/エンジン のすべてのインスタンスを管理する必要があります。
• FTD コンテナ インスタンスの場合、次の機能はサポートされていません。
• SSL ハードウェア アクセラレーション
• クラスタ
• Radware DefensePro リンク デコレータ
• FMC バックアップおよび復元
• FMC UCAPL/CC モード
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クラスタリング ガイドラインと制限事項
シャーシ間クラスタリングのスイッチ
• ASR 9006 では、非デフォルト MTU を設定する場合は、ASR インターフェイス MTU をク
ラスタ デバイス MTU より 14 バイト大きく設定します。そうしないと、mtu-ignore オプ
ションを使用しない限り、OSPF 隣接関係（アジャセンシー）ピアリングの試行が失敗す
る可能性があります。クラスタ デバイス MTU は、ASR IPv4 MTU と一致する必要があり
ます。
• 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。Nexus シリーズなど一
部のスイッチでは、インサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）を実行する際に
LACP 高速レートがサポートされないことに注意してください。そのため、クラスタリン
グで ISSU を使用することは推奨されません。
• 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。クラスタのデバイスにトラフィックを不均一
に配分する場合があるので、ロード バランス 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。
• 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
プロトコルが再始動します。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。
• クラスタ制御リンク パスのスイッチでは、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 2T EtherChannel 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、クラスタ デバイス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-channel id hash-distribution fixed
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。
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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、Firepower 4100/9300 シャーシではオン モードはサポートされません。
• FXOS EtherChannel にはデフォルトで [fast] に設定されている LACP レートがあります。
Nexus シリーズなど一部のスイッチでは、インサービス ソフトウェア アップグレード
（ISSU）を実行する際に LACP 高速レートがサポートされないため、クラスタリングで
ISSU を使用することは推奨されません。
• 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。
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• 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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サイト間クラスタリング
サイト間クラスタリングについては、次のガイドラインを参照してください。
• クラスタ制御リンクの遅延が、ラウンドトリップ時間（RTT）20 ms 未満である必要があ
ります。
• 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、専用リンクを使用する必要があります。
• 接続の再分散を設定しないでください。異なるサイトのクラスタ メンバには接続を再分散
できません。
• クラスタの実装では、着信接続用の複数のサイトでメンバが区別されません。したがっ
て、特定の接続に対する接続のロールが複数のサイトにまたがる場合があります。これは
想定されている動作です。ただし、ディレクタ ローカリゼーションを有効にすると、接続
オーナーと同じサイトからローカル ディレクタ権限が常に選択されます（サイト ID に応
じて）。また、元のオーナーに障害が発生するとローカル ディレクタは同じサイトの新し
いオーナーを選択します（注：サイト間でトラフィックが非対称で、元のオーナーに障害
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が発生した後もリモート サイトから継続的なトラフィックがある場合、リモート サイト
のユニットが re-hosting ウィンドウ内でデータ パケットを受信する場合はこのリモート サ
イトのユニットが新しいオーナーとなることがあります）。
• ディレクタ ローカリゼーションでは、次のトラフィック タイプのローカリゼーションを
サポートしていません。NAT または PAT のトラフィック、SCTP がインスペクションを
行うトラフィック、オーナーのフラグメンテーション クエリ。
• トランスペアレント モードの場合、内部ルータと外部ルータのペア間にクラスタを配置す
ると（AKA ノースサウス挿入）、両方の内部ルータが同じ MAC アドレスを共有し、両方
の外部ルータが同じ MAC アドレスを共有する必要があります。サイト 1 のクラスタ メン
バがサイト 2 のメンバに接続を転送するとき、宛先 MAC アドレスは維持されます。MAC
アドレスがサイト 1 のルータと同じである場合にのみ、パケットはサイト 2 のルータに到
達します。
• トランスペアレント モードの場合、内部ネットワーク間のファイル用に各サイトのデータ
ネットワークとゲートウェイ ルータ間にクラスタを配置すると（AKA イーストウェスト
挿入）、各ゲートウェイ ルータは、HSRP などの First Hop Redundancy Protocol（FHRP）
を使用して、各サイトで同じ仮想 IP および MAC アドレスの宛先を提供します。データ
VLAN は、オーバーレイ トランスポート仮想化（OTV）または同様のものを使用してサ
イト全体にわたって拡張されます。ローカル ゲートウェイ ルータ宛てのトラフィックが
DCI 経由で他のサイトに送信されないようにするには、フィルタを作成する必要がありま
す。ゲートウェイ ルータが 1 つのサイトで到達不能になった場合、トラフィックが正常に
他のサイトのゲートウェイに到達できるようにフィルタを削除する必要があります。
• スパンド EtherChannel を使用したルーテッド モードでは、サイト固有の MAC アドレスを
設定します。OTV または同様のものを使用してサイト全体にデータ VLAN を拡張します。
グローバル MAC アドレス宛てのトラフィックが DCI 経由で他のサイトに送信されないよ
うにするには、フィルタを作成する必要があります。クラスタが 1 つのサイトで到達不能
になった場合、トラフィックが正常に他のサイトのクラスタ ユニットに到達できるように
フィルタを削除する必要があります。ダイナミック ルーティングは、サイト間クラスタが
拡張セグメントのファースト ホップ ルータとして機能する場合はサポートされません。
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。
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。
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スタンドアロン論理デバイスの追加
スタンドアロン論理デバイスは単独またはハイ アベイラビリティ ユニットとして使用できま
す。ハイ アベイラビリティの使用率の詳細については、ハイ アベイラビリティ ペアの追加 （
230 ページ）を参照してください。

スタンドアロン ASA の追加
スタンドアロンの論理デバイスは、単独またはハイ アベイラビリティ ペアで動作します。
Firepower 9300 などの複数のモジュール デバイスでは、クラスタまたはスタンドアロン デバイ
スを導入できます。クラスタはすべてのモジュールを使用する必要があるため、たとえば、2
モジュール クラスタと単一のスタンドアロン デバイスをうまく組み合わせることはできませ
ん。
Firepower 4100/9300 シャーシからルーテッドまたはトランスペアレント ファイアウォール モー
ド ASA を展開できます。
マルチ コンテキスト モードの場合、最初に論理デバイスを展開してから、ASA アプリケーショ
ンでマルチ コンテキスト モードを有効にする必要があります。
始める前に
• 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 （56 ページ）を参照）、そのイメージを
Firepower 4100/9300 シャーシにダウンロードします（Firepower 4100/9300 シャーシ への論
理デバイスのソフトウェア イメージのダウンロード （60 ページ）を参照）。

（注）

シャーシ内のすべてのモジュールに同じアプリケーション インス
タンス タイプ（ASA または Firepower Threat Defense）をインス
トールする必要があります。現時点では、他のアプリケーション
タイプはサポートされていません。モジュールは特定のアプリ
ケーション 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アプリケーション インスタンスとし
て設定する必要があります。

• 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。管理インターフェイスが必
要です。この管理インターフェイスは、シャーシの管理のみに使用されるシャーシ管理イ
ンターフェイスと同じではありません（FXOS では、シャーシ管理インターフェイスは
MGMT、management0 のような名前で表示されます）。
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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。
scope ssa
例：
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa #

ステップ 2 アプリケーション インスタンスのイメージ バージョンを設定します。
a)

使用可能なイメージを表示します。使用するバージョン番号に注意してください。
show app
例：
Firepower /ssa
Name
Default App
----------------------asa
asa
ftd
ftd

# show app
Version

Author

Supported Deploy Types CSP Type

Is

--------------- ---------- ---------------------- ----------9.9.1
9.10.1
6.2.3
6.3.0

cisco
cisco
cisco
cisco

Native
Native
Native
Native,Container

Application
Application
Application
Application

No
Yes
Yes
Yes

b) セキュリティ モジュール / エンジン スロットに範囲を設定します。
scope slot slot_id
slot_id は、Firepower 4100 の場合は常に 1、Firepower 9300 の場合は 1、2、または 3 です。
例：
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot #

c)

アプリケーション インスタンスを作成します。
enter app-instance asa device_name
device_name は 1 ～ 64 文字の範囲で指定できます。このインスタンスの論理デバイスを作
成するときに、このデバイス名を使用します。
例：
Firepower /ssa/slot # enter app-instance asa ASA1
Firepower /ssa/slot/app-instance* #

d) ASA イメージ バージョンを設定します。
set startup-version version
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例：
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set startup-version 9.10.1

スロット モードを終了します。

e)

exit
例：
Firepower /ssa/slot/app-instance* # exit
Firepower /ssa/slot* #

ssa モードを終了します。

f)

exit
例：
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* #

例：
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

/ssa # scope slot 1
/ssa/slot # enter app-instance asa ASA1
/ssa/slot/app-instance* # set startup-version 9.10.1
/ssa/slot/app-instance* # exit
/ssa/slot* # exit
/ssa* #

ステップ 3 論理デバイスを作成します。
enter logical-device device_name asa slot_id standalone
以前に追加したアプリケーション インスタンスと同じ device_name を使用します。
例：
Firepower /ssa # enter logical-device ASA1 asa 1 standalone
Firepower /ssa/logical-device* #

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。各インターフェイスに対
して、手順を繰り返します。
create external-port-link name interface_id asa
set description description
exit
• name：name は Firepower 4100/9300 シャーシ スーパーバイザによって使用されます。これ
は、ASA の設定で使用するインターフェイス名ではありません。
• description：フレーズを引用符（"）で囲み、スペースを追加します。
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例：

Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

/ssa/logical-device* # create external-port-link inside Ethernet1/1 asa
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "inside link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create external-port-link management Ethernet1/7 asa
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "management link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create external-port-link outside Ethernet1/2 asa
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "external link"
/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。
create mgmt-bootstrap asa
例：
Firepower /ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap asa
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

b) ファイアウォール モード（ルーテッドまたはトランスペアレント）を指定します。
create bootstrap-key FIREWALL_MODE
set value {routed | transparent}
exit
例：
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

c)

/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREWALL_MODE
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value routed
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

管理者を指定し、パスワードを指定します。
create bootstrap-key-secret PASSWORD
set value
値の入力：password
値の確認：password
exit
例：
事前設定されている ASA 管理者ユーザおよびイネーブル パスワードはパスワードの回復
時に役立ちます。FXOS アクセスが可能な場合、管理者ユーザ パスワードを忘れたときに
リセットできます。
例：
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Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Enter a value: floppylampshade
Confirm the value: floppylampshade
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

d) IPv4 管理インターフェイス設定を設定します。
create ipv4 slot_id default
set ip ip_address mask network_mask
set gateway gateway_address
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 default
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.10.10.34 mask
255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.10.10.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

e)

IPv6 管理インターフェイス設定を設定します。
create ipv6 slot_id default
set ip ip_address prefix-length prefix
set gateway gateway_address
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv6 1 default
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set ip 2001:0DB8:BA98::3210
prefix-length 64
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set gateway 2001:0DB8:BA98::3211
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

f)

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

ステップ 6 設定を保存します。
commit-buffer
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例：
Firepower /ssa/logical-device* # commit-buffer
Firepower /ssa/logical-device #

ステップ 7 論理デバイスを導入後、デバイスの前に配置される DDoS 検出および緩和サービスとして、
サードパーティの Radware DefensePro 仮想プラットフォームをインストールできます。Radware
DefensePro について （256 ページ）を参照してください。

例
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # enter app-instance asa MyDevice1
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set startup-version 9.10.1
Firepower /ssa/slot/app-instance* # exit
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # create logical-device MyDevice1 asa 1 standalone
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* # enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value transparent
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Enter a value: secretglassine
Confirm the value: secretglassine
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 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/bootstrap-key* # commit-buffer
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key #

スタンドアロン Firepower Threat Defense の追加
スタンドアロンの論理デバイスは、単独またはハイ アベイラビリティ ペアで動作します。
Firepower 9300 などの複数のモジュール デバイスでは、クラスタまたはスタンドアロン デバイ
スを導入できます。クラスタはすべてのモジュールを使用する必要があるため、たとえば、2
モジュール クラスタと単一のスタンドアロン デバイスをうまく組み合わせることはできませ
ん。
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一部のモジュールでネイティブ インスタンスを使用し、その他のモジュールでコンテナ イン
スタンスを使用することができます。
始める前に
• 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 （56 ページ）を参照）、そのイメージを
Firepower 4100/9300 シャーシにダウンロードします（Firepower 4100/9300 シャーシ への論
理デバイスのソフトウェア イメージのダウンロード （60 ページ）を参照）。

（注）

シャーシ内のすべてのモジュールに同じアプリケーション インス
タンス タイプ（ASA または Firepower Threat Defense）をインス
トールする必要があります。現時点では、他のアプリケーション
タイプはサポートされていません。モジュールは特定のアプリ
ケーション 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アプリケーション インスタンスとし
て設定する必要があります。

• 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。管理インターフェイスが必
要です。この管理インターフェイスは、シャーシの管理のみに使用されるシャーシ管理イ
ンターフェイスと同じではありません（FXOS では、シャーシ管理インターフェイスは
MGMT、management0 のような名前で表示されます）。
• また、少なくとも 1 つのデータ型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。詳細については、インターフェイス タイプ （164 ペー
ジ）を参照してください。
• コンテナ インスタンスに対して、デフォルトのプロファイルを使用しない場合は、コンテ
ナ インスタンスのリソース プロファイルの追加 （159 ページ）に従ってリソース プロファ
イルを追加します。
• コンテナ インスタンスの場合、最初にコンテナ インスタンスをインストールする前に、
ディスクが正しいフォーマットになるように セキュリティ モジュール/エンジン を再度初
期化する必要があります。既存の論理デバイスは削除されて新しいデバイスとして再イン
ストールされるため、ローカルのアプリケーション設定はすべて失われます。ネイティブ
インスタンスとコンテナ インスタンスを交換する場合は、必ずネイティブ インスタンス
を削除する必要があります。ネイティブ インスタンスをコンテナ インスタンスに自動的
に移行することはできません。 詳細については、セキュリティ モジュール/エンジンの再
初期化 （288 ページ）を参照してください。
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。
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scope ssa
例：
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa #

ステップ 2 使用する Firepower Threat Defense 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。
このバージョンの EULA をまだ同意していない場合のみ、この手順を実行する必要がありま
す。
a)

使用可能なイメージを表示します。使用するバージョン番号に注意してください。
show app
例：
Firepower /ssa
Name
Default App
----------------------asa
asa
ftd
ftd

# show app
Version

Author

Supported Deploy Types CSP Type

Is

--------------- ---------- ---------------------- ----------9.9.1
9.10.1
6.2.3
6.3.0

cisco
cisco
cisco
cisco

Native
Native
Native
Native,Container

Application
Application
Application
Application

No
Yes
Yes
Yes

b) イメージ バージョンに範囲を設定します。
scope app ftd application_version
例：
Firepower /ssa # scope app ftd 6.2.3
Firepower /ssa/app #

c)

ライセンス契約書に同意します。
accept-license-agreement
例：
Firepower /ssa/app # accept-license-agreement
End User License Agreement: End User License Agreement
Effective: May 22, 2017
This is an agreement between You and Cisco Systems, Inc. or its affiliates
("Cisco") and governs your Use of Cisco Software. "You" and "Your" means the
individual or legal entity licensing the Software under this EULA. "Use" or
"Using" means to download, install, activate, access or otherwise use the
Software. "Software" means the Cisco computer programs and any Upgrades made
available to You by an Approved Source and licensed to You by Cisco.
"Documentation" is the Cisco user or technical manuals, training materials,
specifications or other documentation applicable to the Software and made
available to You by an Approved Source. "Approved Source" means (i) Cisco or
(ii) the Cisco authorized reseller, distributor or systems integrator from whom
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you acquired the Software. "Entitlement" means the license detail; including
license metric, duration, and quantity provided in a product ID (PID) published
on Cisco's price list, claim certificate or right to use notification.
"Upgrades" means all updates, upgrades, bug fixes, error corrections,
enhancements and other modifications to the Software and backup copies thereof.
[...]
Please "commit-buffer" if you accept the license agreement, otherwise "discard-buffer".
Firepower /ssa/app* #

d) 設定を保存します。
commit-buffer
例：
Firepower /ssa/app* # commit-buffer
Firepower /ssa/app #

e)

セキュリティ サービス モードを終了します。
exit
例：
Firepower /ssa/app # exit
Firepower /ssa #

ステップ 3 アプリケーション インスタンス パラメータ（イメージ バージョンを含む）を設定します。
a)

コンテナ インスタンスの場合は、使用可能なリソース プロファイルを表示します。プロ
ファイルを追加する場合は、コンテナ インスタンスのリソース プロファイルの追加 （159
ページ）を参照してください。
show resource-profile
使用するプロファイル名に注意してください。
例：
Firepower /ssa # show resource-profile
Profile Name
App Name
App Version Is In Use Security Model CPU Logical
Core Count RAM Size (MB) Default Profile Profile Type Description
------------------ ---------- ------------ ---------- ------------------------------------ -------------- --------------- ------------ ----------bronze
N/A
N/A
No
all
6
N/A No
Custom
low end device
silver 1
N/A
N/A
No
all
8
N/A No
Custom
mid-level

b) セキュリティ モジュール / エンジン スロットに範囲を設定します。
scope slot slot_id
slot_id は、Firepower 4100 の場合は常に 1、Firepower 9300 の場合は 1、2、または 3 です。
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例：
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot #

c)

アプリケーション インスタンスを作成します。
enter app-instance ftd device_name
device_name は 1 ～ 64 文字の範囲で指定できます。このインスタンスの論理デバイスを作
成するときに、このデバイス名を使用します。
例：
Firepower /ssa/slot # enter app-instance ftd FTD1
Firepower /ssa/slot/app-instance* #

d) コンテナ インスタンスの場合は、コンテナにアプリケーション インスタンス タイプを設
定します。
set deploy-type container
設定の保存後に、インスタンス タイプを変更することはできません。デフォルトのタイプ
は native です。
例：
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set deploy-type container

e)

コンテナ インスタンスの場合は、リソース プロファイルを設定します。
set resource-profile-name name
このプロファイル名はすでに存在している必要があります。
例：
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set resource-profile-name bronze

f)

Firepower Threat Defense イメージ バージョンを設定します。
set startup-version version
EULA に同意するときに上記の手順でメモしたバージョン番号を入力します。
例：
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set startup-version 6.3.0

g) スロット モードを終了します。
exit
例：
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Firepower /ssa/slot/app-instance* # exit
Firepower /ssa/slot* #

h) （任意） Firepower 4110 または 4120 の Radware DefensePro インスタンスを作成します。こ
のためには、論理デバイスの作成前にアプリケーション インスタンスを作成する必要があ
ります（Radware DefensePro はコンテナ インスタンスでサポートされていません）。
enter app-instance vdp device_name
exit
Firepower Threat Defense アプリケーション インスタンスに一致するように device_name を
設定します。論理デバイス設定を確定したら、続いて Firepower Threat Defense 論理デバイ
スを使用して、サービス チェーン内に Radware DefensePro デコレータを設定する必要があ
ります。スタンドアロンの論理デバイスでの Radware DefensePro の設定 （258 ページ）の
手順 4 を参照してください。
例：
Firepower /ssa/slot* # enter app-instance vdp FTD1
Firepower /ssa/slot/app-instance* # exit
Firepower /ssa/slot* #

i)

ssa モードを終了します。
exit
例：
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* #

例：
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

/ssa # scope slot 1
/ssa/slot # enter app-instance ftd MyDevice1
/ssa/slot/app-instance* # set deploy-type container
/ssa/slot/app-instance* # set resource-profile-name silver 1
/ssa/slot/app-instance* # set startup-version 6.3.0
/ssa/slot/app-instance* # exit
/ssa/slot* # exit
/ssa* #

ステップ 4 論理デバイスを作成します。
enter logical-device device_name ftd slot_id standalone
以前に追加したアプリケーション インスタンスと同じ device_name を使用します。
例：
Firepower /ssa # enter logical-device FTD1 ftd 1 standalone
Firepower /ssa/logical-device* #
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ステップ 5 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。各インターフェイスに対
して、手順を繰り返します。
create external-port-link name interface_id ftd
set description description
exit
• name：name は Firepower 4100/9300 シャーシ スーパーバイザによって使用されます。これ
は、Firepower Threat Defense の設定で使用するインターフェイス名ではありません。
• description：フレーズを引用符（"）で囲み、スペースを追加します。
コンテナ インスタンスごとに最大 10 のデータ共有インターフェイスを割り当てることができ
ます。また、各データ共有インターフェイスは、最大 14 個のコンテナ インスタンスに割り当
てることができます。
例：

Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

/ssa/logical-device* # create external-port-link inside Ethernet1/1 ftd
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "inside link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create external-port-link management Ethernet1/7 ftd
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "management link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit
/ssa/logical-device* # create external-port-link outside Ethernet1/2 ftd
/ssa/logical-device/external-port-link* # set description "external link"
/ssa/logical-device/external-port-link* # exit

ステップ 6 管理ブートストラップ パラメータを設定します。
これらの設定は、初期導入専用、またはディザスタ リカバリ用です。通常の運用では、アプリ
ケーション CLI の設定でほとんどの値を変更できます。
a)

ブートストラップ オブジェクトを作成します。
create mgmt-bootstrap ftd
例：
Firepower /ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap ftd
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

b)

Firepower Management Center を管理する IP アドレス、ホスト名 を指定します。
次の設定を行います。
• enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
set value IP_address
exit
• enter bootstrap-key FQDN
setvalue fmc_hostname
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exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key
FIREPOWER_MANAGER_IP
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 10.10.10.7
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

c)

ファイアウォール モード（ルーテッドまたはトランスペアレント）を指定します。
create bootstrap-key FIREWALL_MODE
set value {routed | transparent}
exit
例：
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

d)

/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREWALL_MODE
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value routed
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

デバイスと Firepower Management Center との間で共有するキーを指定します。
create bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
set value
値の入力：registration_key
値の確認：registration_key
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret
REGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Enter a value: gratuitousapples
Confirm the value: gratuitousapples
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

e)

管理者のパスワードを指定します。
create bootstrap-key-secret PASSWORD
set value
値の入力：password
値の確認：password
exit
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例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Enter a value: floppylampshade
Confirm the value: floppylampshade
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

f)

完全修飾ホスト名を指定します。
create bootstrap-key FQDN
set value fqdn
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FQDN
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value
ftd1.cisco.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

g)

DNS サーバのカンマ区切りリストを指定します。
create bootstrap-key DNS_SERVERS
set value dns_servers
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key DNS_SERVERS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value
10.9.8.7,10.9.6.5
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

h)

検索ドメインのカンマ区切りリストを指定します。
create bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
set value search_domains
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value
cisco.com,example.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #
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i)

（任意） FTD SSH セッションからエキスパート モードを許可します。エキスパート モー
ドでは、高度なトラブルシューティングに FTD シェルからアクセスできます。
create bootstrap-key PERMIT_EXPERT_MODE
set value {yes | no}
exit
• yes：SSH セッションからこのコンテナ インスタンスに直接アクセスするユーザが
エキスパート モードを開始できます。
• no：FXOS CLI からコンテナ インスタンスにアクセスするユーザだけがエキスパー
ト モードを開始できます。
デフォルトでは、コンテナ インスタンスの場合、エキスパート モードを使用できるのは
FXOS CLI から FTD CLI にアクセスするユーザだけです。この制限は、インスタンス間
の分離を増やす場合、コンテナ インスタンスのみに適用されます。マニュアルの手順で
求められた場合、または Cisco Technical Assistance Center から求められた場合のみ、エキ
スパート モードを使用します。このモードを開始するには、FTD CLI で expert コマンド
を使用します。
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key
PERMIT_EXPERT_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value yes
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

j)

IPv4 管理インターフェイス設定を設定します。
create ipv4 slot_id firepower
set ip ip_address mask network_mask
set gateway gateway_address
exit
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.10.10.34 mask
255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.10.10.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

k)

IPv6 管理インターフェイス設定を設定します。
create ipv6 slot_id firepower
set ip ip_address prefix-length prefix
set gateway gateway_address
exit
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例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv6 1 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set ip 2001:0DB8:BA98::3210
prefix-length 64
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set gateway 2001:0DB8:BA98::3211
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

l)

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

ステップ 7 設定を保存します。
commit-buffer
例：
Firepower /ssa/logical-device* # commit-buffer
Firepower /ssa/logical-device #

ステップ 8 論理デバイスを導入後、デバイスの前に配置される DDoS 検出および緩和サービスとして、
サードパーティの Radware DefensePro 仮想プラットフォームをインストールできます。Radware
DefensePro について （256 ページ）を参照してください。
コンテナ インスタンスでは、Radware DefensePro はサポートされていません。

例
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa* # scope app ftd 6.3.0
Firepower /ssa/app* # accept-license-agreement
Firepower /ssa/app* # commit-buffer
Firepower /ssa/app # exit
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # enter app-instance ftd MyDevice1
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set deploy-type container
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set resource-profile-name silver 1
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set startup-version 6.3.0
Firepower /ssa/slot/app-instance* # exit
Firepower /ssa/slot* # exit
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"
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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
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
Enter a value: juniorwindowpane
Confirm the value: juniorwindowpane
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
Enter a value: secretglassine
Confirm the value: secretglassine
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* # commit-buffer
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key #

ハイ アベイラビリティ ペアの追加
Firepower Threat Defense または ASA ハイ アベイラビリティ（フェールオーバーとも呼ばれる）
は、FXOS ではなく、アプリケーション内で設定します。ただし、ハイ アベイラビリティの
シャーシを準備するには、次の手順を参照してください。
始める前に
• ハイ アベイラビリティ システム要件については、ハイ アベイラビリティのアプリケーショ
ン設定ガイドの章を参照してください。
手順

ステップ 1 各論理デバイスは個別のシャーシ上にある必要があります。Firepower 9300 のシャーシ内のハ
イ アベイラビリティは推奨されず、サポートされない可能性があります。
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ステップ 2 各論理デバイスに同一のインターフェイスを割り当てます。
ステップ 3 フェールオーバー リンクとステート リンクに対して 1 つまたは 2 つのデータ インターフェイ
スを割り当てます。
これらのインターフェイスは、2 つのシャーシ間でハイ アベイラビリティ トラフィックを交換
します。統合されたフェールオーバー リンクとステート リンクには、10 GB のデータ インター
フェイスを使用することを推奨します。使用可能なインターフェイスがあれば、別のフェール
オーバーおよびステートのリンクを使用できます。ステート リンクには、ほとんどの帯域幅が
必要です。フェールオーバー リンクまたはステート リンクに管理タイプのインターフェイス
を使用することはできません。同じネットワーク セグメント上で他のデバイスをフェールオー
バー インターフェイスとして使用せずに、シャーシ間でスイッチを使用することをお勧めしま
す。
コンテナ インスタンスの場合、データ共有インターフェイスは、フェールオーバー リンクで
はサポートされていません。親インターフェイスまたは EtherChannel でサブインターフェイス
を作成し、各インスタンスのサブインターフェイスを割り当てて、フェールオーバー リンクと
して使用することをお勧めします。同じ親のすべてのサブインターフェイスをフェールオー
バー リンクとして使用する必要があることに注意してください。あるサブインターフェイスを
フェールオーバー リンクとして使用し、他のサブインターフェイス（または親インターフェイ
ス）を通常のデータ インターフェイスとして使用することはできません。
ステップ 4 論理デバイスでハイ アベイラビリティを有効にします。
ステップ 5 ハイ アベイラビリティを有効にした後にインターフェイスを変更する必要がある場合は、スタ
ンバイ ユニットを最初に変更し、次にアクティブ ユニットを変更します。
（注）

ASA の場合、FXOS でインターフェイスを削除すると（たとえば、ネットワーク モ
ジュールの削除、EtherChannel の削除、または EtherChannel へのインターフェイスの
再割り当てなど）、必要な調整を行うことができるように、ASA 設定では元のコマン
ドが保持されます。設定からインターフェイスを削除すると、幅広い影響が出る可能
性があります。ASA OS の古いインターフェイス設定は手動で削除できます。

クラスタの追加
クラスタリングを利用すると、複数のデバイスをグループ化して 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。複数の
モジュールを含む Firepower 9300 は、1 つのシャーシ内のすべてのモジュールをクラスタにグ
ループ化する、シャーシ内クラスタリングをサポートします。複数のシャーシをまとめてグ
ループ化する、シャーシ間クラスタリングも使用できます。シャーシ間クラスタリングは、
Firepower 4100 シリーズなどの単一モジュール デバイスの唯一のオプションです。
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Firepower 4100/9300 シャーシでのクラスタリングについて
クラスタは、単一の論理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。Firepower
4100/9300 シャーシにクラスタを展開すると、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（デフォルトのポート 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、シャー
シ間通信のために、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。
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構成が Firepower
4100/9300 シャーシ スーパーバイザからプッシュされます。 クラスタリング環境をカスタ
マイズする場合、ブートストラップ コンフィギュレーションの一部は、アプリケーション
内でユーザが設定できます。
• 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、シャーシ間クラスタリン
グのように 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。

（注）

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。

• 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。シャーシ間クラスタリングでは、このインターフェイスにメンバ インターフェイスはあり
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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。
2 メンバ シャーシ間クラスタの場合、シャーシと別のシャーシとの間をクラスタ制御リンクで
直接接続しないでください。インターフェイスを直接接続した場合、一方のユニットで障害が
発生すると、クラスタ制御リンクが機能せず、他の正常なユニットも動作しなくなります。ス
イッチを介してクラスタ制御リンクを接続した場合は、正常なユニットについてはクラスタ制
御リンクは動作を維持します。
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、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。
• 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。

（注）

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。

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 Firepower 4100/9300 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。
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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 20
ms 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。
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。
クラスタ制御リンク ネットワーク
Firepower 4100/9300 シャーシは、シャーシ ID およびスロット ID（127.2.chassis_id.slot_id）に
基づいて、各ユニットのクラスタ制御リンク インターフェイス IP アドレスを自動生成します。
クラスタを展開するときに、この IP アドレスをカスタマイズできます。クラスタ制御リンク
ネットワークには、ユニット間のルータを含めることはできません。レイヤ 2 スイッチングの
みが許可されます。 サイト間トラフィックには、オーバーレイ トランスポート仮想化（OTV）
を使用することをお勧めします。

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
管理タイプのインターフェイスをクラスタに割り当てる必要があります。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単位に直接接続できます。
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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する必要があります。このメイン クラスタ
IP アドレスによって、管理アクセスのアドレスが一本化されます。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 FMC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 アドレスはブリッジグループ メ
ンバーではなく BVI 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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サイト間クラスタリング
サイト間インストールの場合、次の推奨ガイドラインに従う限り、クラスタリングを利用でき
ます。
各クラスタ シャーシを個別のサイト ID に属するように設定できます。
サイト ID は、サイト固有の MAC アドレスおよび IP アドレスと連動します。クラスタから送
信されたパケットは、サイト固有の MAC アドレスおよび IP アドレスを使用するのに対し、ク
ラスタで受信したパケットは、グローバル MAC アドレスおよび IP アドレスを使用します。こ
の機能により、MAC フラッピングの原因となる 2 つの異なるポートで両方のサイトから同じ
グローバル MAC アドレスをスイッチが学習するのを防止します。代わりに、スイッチはサイ
トの MAC アドレスのみを学習します。サイト固有の MAC アドレスおよび IP アドレスは、ス
パンド EtherChannel のみを使用したルーテッド モードでサポートされます。
サイト ID は、LISP インスペクションを使用したフロー モビリティの有効化、データセンター
のサイト間クラスタリングのパフォーマンス向上とラウンドトリップ時間の遅延短縮のための
ディレクタ ローカリゼーションの有効化、およびトラフィック フローのバックアップ オーナー
が常にオーナーとは異なるサイトに存在する接続に対するサイト冗長性の有効化のためにも使
用されます。
サイト間クラスタリングの詳細については、以下の項を参照してください。
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• Data Center Interconnect のサイジング：クラスタリングの要件と前提条件 （205 ページ）
• サイト間のガイドライン：クラスタリング ガイドラインと制限事項 （209 ページ）
• サイト間での例：サイト間クラスタリングの例 （275 ページ）

ASA クラスタの追加
単独の Firepower 9300 シャーシをシャーシ内クラスタとして追加することも、複数のシャーシ
をシャーシ間クラスタリングに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、各
シャーシを別々に設定します。1 つのシャーシにクラスタを追加したら、次のシャーシにほぼ
同じ設定を入力します。

ASA クラスタの作成
Firepower 4100/9300 シャーシにクラスタを展開します。
マルチ コンテキスト モードの場合、最初に論理デバイスを展開してから、ASA アプリケーショ
ンでマルチ コンテキスト モードを有効にする必要があります。
Firepower 4100/9300 シャーシからルーテッドまたはトランスペアレント ファイアウォール モー
ド ASA を展開できます。
始める前に
• モジュールがインストールされていない場合でも、Firepower 9300 シャーシの 3 つすべて
のモジュール スロットでクラスタリングを有効にする必要があります。3 つすべてのモ
ジュールを設定していないと、クラスタは機能しません。
• [Interfaces] タブで、ポート チャネル 48 クラスタ タイプのインターフェイスは、メンバ イ
ンターフェイスが含まれていない場合は、[Operation State] を [failed] と表示します。シャー
シ内クラスタリングの場合、この EtherChannel はメンバ インターフェイスを必要としない
ため、この動作状態は無視して構いません。
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。EtherChannel（ポート チャネル）の追加
（180 ページ）または物理インターフェイスの設定 （178 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。
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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。EtherChannel（ポート チャ
ネル）の追加 （180 ページ）または物理インターフェイスの設定 （178 ページ）を参照してく
ださい。
管理インターフェイスが必要です。この管理インターフェイスは、シャーシの管理のみに使用
されるシャーシ管理インターフェイスと同じではありません（FXOS では、シャーシ管理イン
ターフェイスは MGMT、management0 のような名前で表示されます）。

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。
scope ssa
例：
Firepower # scope ssa
Firepower /ssa #

ステップ 5

クラスタを作成します。
enter logical-device device_name asa slots clustered
• device_name：Firepower 4100/9300 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。
• slots：シャーシ モジュールをクラスタに割り当てます。Firepower 4100 の場合は、1 を指
定します。Firepower 9300 の場合は、1、2、3 を指定します。モジュールがインストール
されていない場合でも、Firepower 9300 シャーシの 3 つすべてのモジュール スロットでク
ラスタリングを有効にする必要があります。3つすべてのモジュールを設定していないと、
クラスタは機能しません。
例：
Firepower /ssa # enter logical-device ASA1 asa 1,2,3 clustered
Firepower /ssa/logical-device* #

ステップ 6

管理ブートストラップ オブジェクトを作成します。
enter mgmt-bootstrap asa
例：
Firepower /ssa/logical-device* # enter mgmt-bootstrap asa
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

ステップ 7

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）。
enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
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set value {routed | transparent}
exit
例：
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

ステップ 8

/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value transparent
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
/ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #

管理者ユーザのパスワードを指定します。
enter bootstrap-key-secret PASSWORD
set value
exit
exit
事前設定されている ASA 管理者ユーザはパスワードの回復時に役立ちます。FXOS アクセス
ができる場合、管理者ユーザ パスワードを忘れたときにリセットできます。
例：
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Enter a value: happytuesday
Confirm the value: happytuesday
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* #

ステップ 9

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 10

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-type cluster_name
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 11

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
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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 12

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 pool start_ip end_ip
set ipv6 pool start_ip end_ip
最低でも、クラスタ内のユニット数と同じ数のアドレスが含まれるようにしてください。
Firepower 9300 の場合、すべてのモジュール スロットが埋まっていないとしても、シャー
シごとに 3 つのアドレスを含める必要があることに注意してください。クラスタを拡張す
る予定の場合は、アドレスを増やします。現在のマスター ユニットに属する仮想 IP アド
レス（メイン クラスタ IP アドレスと呼ばれる）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 ipv4 ip_address mask mask
set virtual ipv6 ip_address prefix-length prefix
この IP アドレスは、クラスタ プール アドレスと同じネットワーク上に存在している必要
がありますが、プールに含まれていてはなりません。
c)

ネットワーク ゲートウェイ アドレスを入力します。
set ipv4 gateway ip_address
set ipv6 gateway ip_address

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
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv6 2001:DB8::1
prefix-length 64

ステップ 13

シャーシ ID を設定します。
set chassis-id id
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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 14

サイト間クラスタリングの場合、サイト ID は 1 ～ 8 の範囲で設定します。
set site-id number.
例：
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set site-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #

ステップ 15

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

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 16

（任意） Cluster Control Link IP ネットワークを設定します。
set cluster-control-link network a.b.0.0
Cluster Control Link のデフォルトでは 127.2.0.0/16 ネットワークが使用されます。ただし、一部
のネットワーク展開では、127.2.0.0/16 トラフィックはパスできません。この場合、クラスタ
の固有ネットワークに任意の /16 ネットワーク アドレスを指定できます。
• a.b.0.0：任意の /16 ネットワーク アドレスを指定します（ループバック（127.0.0.0/8）お
よびマルチキャスト（224.0.0.0/4）のアドレスを除く）。値を 0.0.0.0 に設定すると、デ
フォルトのネットワーク（127.2.0.0）が使用されます。
シャーシは、シャーシ ID とスロット ID（a.b.chassis_id.slot_id）に基づいて、各ユニットのク
ラスタ制御リンク インターフェイスの IP アドレスを自動生成します。
例：
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set cluster-control-link network
10.10.0.0

ステップ 17

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。
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exit
exit
ステップ 18

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
App
----------------------asa
asa
asa

Version

Description Author

Deploy Type

CSP Type

Is Default

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

-----------

9.1.4.152
9.4.2
9.5.2.1

Application Yes
Application No
Application No

N/A
N/A
N/A

cisco
cisco
cisco

Native
Native
Native

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 asa version_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) 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 19

設定をコミットします。
commit-buffer
Firepower 4100/9300 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 20

クラスタに別のシャーシを追加する場合は、この手順を繰り返しますが、固有の chassis-id と
正しい site-id を設定する必要があります。それ以外の場合は、両方のシャーシで同じ設定を使
用します。

ステップ 21

マスター ユニット ASA に接続して、クラスタリング設定をカスタマイズします。
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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
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
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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
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
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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

クラスタ メンバの追加
ASA クラスタ メンバの追加または置き換え

（注）

この手順は、シャーシの追加または置換にのみ適用されます。クラスタリングがすでに有効に
なっている Firepower 9300 にモジュールを追加または置換する場合、モジュールは自動的に追
加されます。

始める前に
• 既存のクラスタがこの新しいメンバの管理 IP アドレス プールに十分な IP アドレスが割り
当てられるようにしてください。それ以外の場合は、この新しいメンバを追加する前に、
各シャーシ上の既存のクラスタ ブートストラップ設定を編集する必要があります。この変
更により論理デバイスが再起動します。
• インターフェイスの設定は、新しいシャーシでの設定と同じである必要があります。
• マルチ コンテキスト モードでは、最初のクラスタ メンバの ASA アプリケーションでマル
チ コンテキスト モードを有効にします。追加のクラスタ メンバはマルチ コンテキスト
モード設定を自動的に継承します。
手順

クラスタに別のシャーシを追加する場合は、ASA クラスタの作成 （237 ページ） の手順を繰り
返しますが、一意の chassis-id と正しい site-id を設定する必要があります。それ以外の場合は、
新しいシャーシに同じ設定を使用します。

Firepower Threat Defense Cluster の追加
単独の Firepower 9300 シャーシをシャーシ内クラスタとして追加することも、複数のシャーシ
をシャーシ間クラスタリングに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、各
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シャーシを別々に設定します。1 つのシャーシにクラスタを追加したら、次のシャーシにほぼ
同じ設定を入力します。

Firepower Threat Defense クラスタの作成
クラスタは、Firepower 4100/9300 シャーシ スーパバイザから簡単に展開できます。すべての初
期設定が各ユニット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。展開を容易にするために、1 つのシャーシにクラスタを展開し、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。
始める前に
• モジュールがインストールされていない場合でも、Firepower 9300 シャーシの 3 つすべて
のモジュール スロットでクラスタリングを有効にする必要があります。3 つすべてのモ
ジュールを設定していないと、クラスタは機能しません。
• [Interfaces] タブで、ポート チャネル 48 クラスタ タイプのインターフェイスは、メンバ イ
ンターフェイスが含まれていない場合は、[Operation State] を [failed] と表示します。シャー
シ内クラスタリングの場合、この EtherChannel はメンバ インターフェイスを必要としない
ため、この動作状態は無視して構いません。
手順

ステップ 1

クラスタを展開する前に、1 つ以上のデータ型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。EtherChannel（ポート チャネル）の追加 （180 ページ）また
は物理インターフェイスの設定 （178 ページ）を参照してください。
また、データ インターフェイスはクラスタを展開した後でも、そのクラスタに追加できます。
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

（任意）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。
物理インターフェイスの設定 （178 ページ）を参照してください。
このインターフェイスは、FTD 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、FTD 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。

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。EtherChannel（ポート チャ
ネル）の追加 （180 ページ）または物理インターフェイスの設定 （178 ページ）を参照してく
ださい。
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管理インターフェイスが必要です。この管理インターフェイスは、シャーシの管理のみに使用
されるシャーシ管理インターフェイスと同じではありません（FXOS では、シャーシ管理イン
ターフェイスは MGMT、management0 のような名前で表示されます）。
ステップ 4

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 5

セキュリティ サービス モードを開始します。
scope ssa
例：
Firepower # scope ssa
Firepower /ssa #

ステップ 6

クラスタを作成します。
enter logical-device device_name ftd "1,2,3" clustered
例：
Firepower /ssa # enter logical-device FTD1 ftd "1,2,3" clustered
Firepower /ssa/logical-device* #

device_name は、Firepower 4100/9300 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。
（注）

ステップ 7

モジュールがインストールされていない場合でも、シャーシの 3 つすべてのモジュー
ル スロットでクラスタリングを有効にする必要があります。3 つすべてのモジュール
を設定していないと、クラスタは機能しません。

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-id id
クラスタの各シャーシは一意の ID が必要です。
c)

サイト間クラスタリングの場合、サイト ID は 1 ～ 8 の範囲で設定します。
set site-id number.
サイト ID を削除するには、値を 0 に設定します。
例：
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set site-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #
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d) 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。
e)

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。

f)

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-type cluster_name
名前は 1 ～ 38 文字の ASCII 文字列であることが必要です。

g) （任意） Cluster Control Link IP ネットワークを設定します。
set cluster-control-link network a.b.0.0
Cluster Control Link のデフォルトでは 127.2.0.0/16 ネットワークが使用されます。ただし、
一部のネットワーク展開では、127.2.0.0/16 トラフィックはパスできません。この場合、ク
ラスタの固有ネットワークに任意の /16 ネットワーク アドレスを指定できます。
• a.b.0.0：任意の /16 ネットワーク アドレスを指定します（ループバック（127.0.0.0/8）
およびマルチキャスト（224.0.0.0/4）のアドレスを除く）。値を 0.0.0.0 に設定すると、
デフォルトのネットワーク（127.2.0.0）が使用されます。
シャーシは、シャーシ ID とスロット ID（a.b.chassis_id.slot_id）に基づいて、各ユニット
のクラスタ制御リンク インターフェイスの IP アドレスを自動生成します。
例：
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set cluster-control-link network
10.10.0.0

h) 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 8

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。
enter mgmt-bootstrap ftd

b)

Firepower Management Center を管理する IP アドレス、ホスト名 を指定します。
次の設定を行います。
• enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
set value IP_address
exit
• enter bootstrap-key FQDN
setvalue fmc_hostname
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）。
enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
set value {routed | transparent}
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。
enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
set value
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。
enter bootstrap-key-secret PASSWORD
set value
password
exit

f)

論理デバイスの完全修飾ホスト名を指定します。
enter bootstrap-key FQDN
set value fqdn
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。
enter bootstrap-key DNS_SERVERS
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set value dns_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。
enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
set value search_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。
（注）

Firepower 9300 の場合、モジュールがインストールされていない場合でも、
シャーシの 3 つすべてのモジュール スロットで IP アドレスを設定する必要が
あります。3 つすべてのモジュールを設定していないと、クラスタは機能しま
せん。

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。
enter ipv4 slot_id firepower

2.

ゲートウェイ アドレスを設定します。
set gateway gateway_address

3.

IP アドレスとマスクを設定します。
set ip ip_address mask network_mask

4.

管理 IP モードを終了します。
exit

5.

シャーシの残りのモジュールに対して手順を繰り返します。

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。
enter ipv6 slot_id firepower

2.

ゲートウェイ アドレスを設定します。
set gateway gateway_address

3.

IP アドレスとプレフィックスを設定します。
set ip ip_address prefix-length prefix

4.

管理 IP モードを終了します。
exit

5.
j)

シャーシの残りのモジュールに対して手順を繰り返します。

管理ブートストラップ モードを終了します。
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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
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 9

論理デバイス モードを終了します。
exit

ステップ 10

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
---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------
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ftd
ftd
ftd

6.0.1.37
6.1.0.11
6.1.0.21

N/A
N/A
N/A

cisco
cisco
cisco

Native
Native
Native

Application Yes
Application No
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 ftd version_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 11

設定をコミットします。
commit-buffer
Firepower 4100/9300 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 12

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 およ
び固有の管理 IP アドレスを設定する必要がある場合は設定し、そうでない場合は両方のシャー
シで同じ設定を使用します。

ステップ 13

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 Firepower Management 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。
すべてのクラスタ ユニットは、Firepower Management Center に追加する前に、FXOS で正常な
形式のクラスタ内に存在している必要があります。

例
scope eth-uplink
scope fabric a
enter port-channel 1
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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
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 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

シャーシ 2：
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
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exit
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 FTD1 ftd "1,2,3" clustered
enter cluster-bootstrap
set chassis-id 2
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
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
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クラスタ メンバの追加
既存のクラスタ内の FTD クラスタ メンバを追加または交換します。FXOS に新しいクラスタ
メンバを追加すると、Firepower Management Center によりメンバが自動的に追加されます。

（注）

この手順における FXOS の手順は、新しいシャーシの追加のみに適用されます。クラスタリン
グがすでに有効になっている Firepower 9300 に新しいモジュールを追加する場合、モジュール
は自動的に追加されます。

始める前に
• 置き換える場合は、Firepower Management Center から古いクラスタ メンバを削除する必要
があります。新しいユニットに置き換えると、Firepower Management Center 上の新しいデ
バイスとみなされます。
• インターフェイスの設定は、新しいシャーシでの設定と同じである必要があります。
手順

別のシャーシをクラスタに追加するには、Firepower Threat Defense クラスタの作成 （246 ペー
ジ） の手順を繰り返します（次の設定を固有のものとして設定する必要のある場合を除きま
す。そうでない場合には、両方のシャーシに同じ設定を使用します）。
• シャーシ ID（Chassis ID）
• 管理 IP アドレス

Radware DefensePro の設定
Cisco Firepower 4100/9300 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。

Radware DefensePro について
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を ASA ファイアウォールの手前、または Firepower
Threat Defense の手前で実行するようにインストールできます。Radware DefensePro は、Firepower
4100/9300 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。Firepower 4100/9300 シャーシでサービス チェーンが有効になる
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と、ネットワークからのトラフィックは主要な ASA または Firepower Threat Defense 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 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、リンク デコレータと呼ばれることもありま
す。

Radware DefensePro の前提条件
Radware DefensePro を Firepower 4100/9300 シャーシに導入する前に、etc/UTC タイムゾーンで
NTP サーバを使用するように Firepower 4100/9300 シャーシを構成する必要があります。Firepower
4100/9300 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 （106 ページ）を参照し
てください。

サービス チェーンのガイドライン
モデル
• Radware DefensePro（vDP）プラットフォームは、次のセキュリティ アプライアンスの ASA
でサポートされています。
• Firepower 9300
• Firepower 4110
• Firepower 4120
• Firepower 4140
• Firepower 4150
• Radware DefensePro プラットフォームは、次のセキュリティ アプライアンスの Firepower
Threat Defense でサポートされています。
• Firepower 9300
• Firepower 4110：論理デバイスと同時にデコレータを導入する必要があります。デバ
イスにすでに論理デバイスが設定された後で、デコレータをインストールすることは
できません。
• Firepower 4120：論理デバイスと同時にデコレータを導入する必要があります。デバ
イスにすでに論理デバイスが設定された後で、デコレータをインストールすることは
できません。
• Firepower 4140
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• Firepower 4150

その他のガイドライン
• サービス チェーンは、シャーシ内クラスタ コンフィギュレーションではサポートされて
いません。ただし、Radware DefensePro（vDP）アプリケーションは、シャーシ内クラスタ
シナリオのスタンドアロン コンフィギュレーションに導入できます。
• 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。

スタンドアロンの論理デバイスでの Radware DefensePro の設定
スタンドアロン ASA または Firepower Threat Defense 論理デバイスの前にある単一のサービス
チェーンに Radware DefensePro をインストールするには、次の手順に従います。
始める前に
• 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 （56 ページ）を参照）、そのイメージを Firepower 4100/9300 シャーシにダウンロード
します（Firepower 4100/9300 シャーシ への論理デバイスのソフトウェア イメージのダウ
ンロード （60 ページ）を参照）。
• Radware DefensePro アプリケーションは、シャーシ内クラスタのスタンドアロン構成で導
入できます。シャーシ内クラスタリングについては、シャーシ内クラスタの Radware
DefensePro の設定 （261 ページ）を参照してください。
手順

ステップ 1

vDP で別の管理インターフェイスを使用する場合は、物理インターフェイスの設定 （178 ペー
ジ）に従ってインターフェイスを有効にし、そのタイプが mgmt になるように設定してくださ
い。そうしない場合、アプリケーション管理インターフェイスを共有できます。

ステップ 2

スタンドアロン構成で ASA または Firepower Threat Defense 論理デバイスを作成します（スタ
ンドアロン ASA の追加 （214 ページ）またはスタンドアロン Firepower Threat Defense の追加
（219 ページ）を参照）。 Firepower 4110 または 4120 セキュリティ アプライアンス上にイメー
ジをインストールする場合には、設定をコミットする前に、vDP を Firepower Threat Defense イ
メージとともにインストールする必要があることに注意してください。

ステップ 3

セキュリティ サービス モードを開始します。
Firepower# scope ssa

ステップ 4

Radware vDP インスタンスを作成します。
Firepower /ssa # scope slot slot_id
Firepower /ssa/slot # create app-instance vdp
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Firepower /ssa/slot/app-instance* # exit
Firepower /ssa/slot/* # exit
ステップ 5

設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 6

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。
Firepower /ssa # show app-instance
例：
Firepower /ssa # show app-instance
App Name
Slot ID
Admin State Oper State
Running Version Startup Version Cluster
State
Cluster Role
---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- ----------------------------- -----------ftd
1
Enabled
Online
6.2.1.62
6.2.1.62
Not
Applicable None
vdp
1
Disabled
Installing
8.10.01.16-5
Not
Applicable None

ステップ 7

（オプション）サポートされている利用可能なリソース プロファイルを表示するには：
Firepower /ssa/app # show app-resource-profile
例：
Firepower /ssa/app # show app-resource-profile
Profile Name Security Model Number of Cores RAM Size (MB) Default Profile
------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------DEFAULT-4110-RESOURCE FPR4K-SM-12 4 16384 Yes
DEFAULT-RESOURCE FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36, FPR9K-SM-24, FPR4K-SM-44,
FPR4K-SM-36, FPR4K-SM-24
6 24576 Yes
VDP-10-CORES FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36, FPR9K-SM-24, FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36,
FPR4K-SM-24
10 40960 No
VDP-2-CORES all 2 8192 No
VDP-4-CORES all 4 16384 No
VDP-8-CORES FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36, FPR9K-SM-24, FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36,
FPR4K-SM-24
8 32768 No

ステップ 8

（オプション）前の手順の使用可能なプロファイルの 1 つを使用して、リソース プロファイル
を設定します。
a)

範囲をスロット 1 にします：
Firepower /ssa*# scope slot 1

b) DefensePro アプリケーション インスタンスを入力します。
Firepower /ssa/slot* # enter app-instance vdp
c)

アプリケーション インスタンスを有効にします。
Firepower /ssa/slot/app-instance* # enable

d) リソース プロファイルを設定します。
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set resource-profile-name resource_profile_name
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e)

設定をコミットします。
Firepower /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

ステップ 9

vDP アプリケーションがオンライン状態になった後、論理デバイスにアクセスします。
Firepower /ssa # scope logical-device device_name

ステップ 10

vDP に管理インターフェイスを割り当てます。論理デバイスのものと同じ物理インターフェイ
スを使用することも、別のインターフェイスを使用することもできます。
Firepower /ssa/logical-device # enter external-port-link nameinterface_id vdp
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit

ステップ 11

vDP の外部管理インターフェイス設定を設定します。
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* # create mgmt-bootstrap vdp

b) 管理 IP アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #create ipv4 slot_id default
c)

ゲートウェイ アドレスを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* #set gateway gateway_address

d) IP アドレスとマスクを設定します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* #set ip ip_address mask network_mask
e)

管理 IP 設定スコープを終了します。
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* #exit

f)

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 12

ASA または Firepower Threat Defense フローの前に vDP を配置するデータ インターフェイスを
編集します。
Firepower /ssa/logical-device* # scope external-port-link name
show external-port-link コマンドを入力して、インターフェイス名を表示します。

ステップ 13

論理デバイスに vDP を追加します。
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set decorator vdp
vDP を使用するインターフェイスごとに手順を繰り返します。

ステップ 14

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ことを確認します。
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # show detail
例：
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Firepower /ssa/logical-device/external-port-link # show detail
External-Port Link:
Name: Ethernet11_ftd
Port or Port Channel Name: Ethernet1/1
App Name: ftd
Description:
Link Decorator: vdp

ステップ 15

設定をコミットします。
commit-buffer

次のタスク
DefensePro アプリケーションのパスワードを設定します。パスワードを設定するまでは、アプ
リケーションはオンラインにならないことに注意してください。詳細については、cisco.com
に用意されている『Radware DefensePro DDoS Mitigation User Guide』を参照してください。

シャーシ内クラスタの Radware DefensePro の設定
（注）

サービス チェーンは、シャーシ内クラスタ コンフィギュレーションではサポートされていま
せん。ただし、Radware DefensePro アプリケーションは、シャーシ内クラスタ シナリオのスタ
ンドアロン コンフィギュレーションに導入できます。

始める前に
• 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 （56 ページ）を参照）、そのイメージを Firepower 4100/9300 シャーシにダウンロード
します（Firepower 4100/9300 シャーシ への論理デバイスのソフトウェア イメージのダウ
ンロード （60 ページ）を参照）。
手順

ステップ 1

vDP で別の管理インターフェイスを使用する場合は、物理インターフェイスの設定 （178 ペー
ジ）に従ってインターフェイスを有効にし、そのタイプが mgmt になるように設定してくださ
い。そうしない場合、アプリケーション管理インターフェイスを共有できます。

ステップ 2

ASA シャーシ内クラスタ（ASA クラスタの作成 （237 ページ）を参照）、または Firepower
Threat Defense シャーシ内クラスタ（Firepower Threat Defense クラスタの作成 （246 ページ）を
参照）を設定します。

ステップ 3

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-link name interface_name { asa | ftd }
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セット decorator vdp
セット description ''''
exit
ステップ 4

論理デバイスの外部管理ポートを割り当てます。
enter external-port-link { mgmt_asa | mgmt_ftd } interface_id { asa | ftd }
セット decorator ''''
セット description ''''
exit

ステップ 5

DefensePro の外部管理ポートを割り当てます。
enter external-port-link mgmt_vdp interface_name { asa | ftd }
セット decorator ''''
セット description ''''

ステップ 6

（オプション）サポートされている利用可能なリソース プロファイルを表示するには：
Firepower /ssa/app # show app-resource-profile
例：
Firepower /ssa/app # show app-resource-profile
Profile Name Security Model Number of Cores RAM Size (MB) Default Profile
------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------DEFAULT-4110-RESOURCE FPR4K-SM-12 4 16384 Yes
DEFAULT-RESOURCE FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36, FPR9K-SM-24, FPR4K-SM-44,
FPR4K-SM-36, FPR4K-SM-24
6 24576 Yes
VDP-10-CORES FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36, FPR9K-SM-24, FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36,
FPR4K-SM-24
10 40960 No
VDP-2-CORES all 2 8192 No
VDP-4-CORES all 4 16384 No
VDP-8-CORES FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36, FPR9K-SM-24, FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36,
FPR4K-SM-24
8 32768 No

ステップ 7

（オプション）前の手順の使用可能なプロファイルの 1 つを使用して、リソース プロファイル
を設定します。
（注）

a)

この変更をコミットすると、FXOS シャーシが再起動します。

範囲をスロット 1 にします：
Firepower /ssa*# scope slot 1

b) DefensePro アプリケーション インスタンスを入力します。
Firepower /ssa/slot* # enter app-instance vdp
c)

アプリケーション インスタンスを有効にします。
Firepower /ssa/slot/app-instance* # enable
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d) リソース プロファイルを設定します。
Firepower /ssa/slot/app-instance* # set resource-profile-name resource_profile_name
e)

設定をコミットします。
Firepower /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

ステップ 8

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 | ftd }
セット decorator ''''
セット description ''''
exit

ステップ 9

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。
enter mgmt-bootstrap vdp
enter ipv4 slot_id default
set gateway gateway_address
set ip ip_address mask network_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 10

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 11

マスター ブレード上の DefensePro アプリケーション インスタンスを入力します。
connect module slot console
connect vdp

ステップ 12

マスター ブレードで、管理 IP を設定します。
device clustering management-channel ip
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ステップ 13

前のステップで確認した IP を使用して、マスター IP を設定します。
device clustering master set management-channel ip

ステップ 14

クラスタを有効化します。
device clustering state set enable

ステップ 15

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 に戻ります。
Ctrl ]

ステップ 16

ステップ 10、12、13、14 を繰り返してステップ 11 で確認したマスター IP を設定し、各ブレー
ド アプリケーション インスタンスに対してクラスタを有効化します。

ステップ 17

設定をコミットします。
commit-buffer
（注）

ステップ 18

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。

DefensePro アプリケーションのすべてがクラスタに参加していることを確認します。
device cluster show

ステップ 19

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。
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。
scope ssa
scope slot slot_number
scope app-instance vdp
show app-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、スロット上の論理デバイスと 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。
scope ssa
scope slot_number
show app-instance 詳細を展開

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
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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 ""
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
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exit
commit-buffer
scope ssa
scope slot 1
scope app-instance vdp
show app-attri
App Attribute:
App Attribute Key: cluster-role
Value: unknown

次のタスク
DefensePro アプリケーションのパスワードを設定します。パスワードを設定するまでは、アプ
リケーションはオンラインにならないことに注意してください。詳細については、cisco.com
に用意されている『Radware DefensePro DDoS Mitigation User Guide』を参照してください。

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
Radware vDP 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 APSolute Vision
Manager 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 module slot console
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。
Ctrl ]
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論理デバイスの管理
論理デバイスを削除し、ASA をトランスペアレント モードに変換し、インターフェイス コン
フィギュレーションを変更し、既存の論理デバイスで他のタスクを実行できます。

アプリケーション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のコンソールに接続します。
手順

ステップ 1 コンソール接続または Telnet 接続を使用して、モジュール CLI に接続します。
connect module slot_number {console | telnet}
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。
Telnet 接続を使用する利点は、モジュールに対して同時に複数のセッションを持つことがで
き、接続速度が速くなることです。
例：
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>

ステップ 2 アプリケーションのコンソールに接続します。 デバイスの適切なコマンドを入力します。
connect asa
connect ftd name
connect vdp name
アプリケーション タイプに複数のアプリケーション インスタンスがある場合は、インスタン
スの名前を指定する必要があります。インスタンス名を表示するには、名前を付けずにコマン
ドを入力します。
例：
Firepower-module1> connect asa
Connecting to asa(asa1) console... hit Ctrl + A + D
[...]

to return to bootCLI
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asa>

例：
Firepower-module1> connect ftd
Connecting to ftd(ftd-native) console... enter exit to return to bootCLI
[...]
>

ステップ 3 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。
• ASA：Ctrl-a, d と入力
• FTD：exit と入力
• vDP：Ctrl-], . と入力
トラブルシューティングのために FXOS モジュールの CLI を使用する場合があります。
ステップ 4 FXOS CLI のスーパバイザ レベルに戻ります。
コンソールを終了します。
a)

~ と入力
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
Telnet セッションを終了します。
a)

Ctrl-], . と入力

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

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

Operational State
Template Name
------------------------ ------------Ok
ftd

Operational State

Running Version

-------------------- --------------Stopping

6.0.0.837

Offline

6.0.0.837

Not Available
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Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

/ssa/slot* # exit
/ssa* # scope slot 2
/ssa/slot # delete app-instance ftd
/ssa/slot* # exit
/ssa* # scope slot 3
/ssa/slot # delete app-instance ftd
/ssa/slot* # exit
/ssa* # commit-buffer

論理デバイスに関連付けられていないアプリケーションインスタンス
の削除
論理デバイスを削除すると、その論理デバイスのアプリケーション設定も削除するかどうかが
尋ねられます。アプリケーション設定を削除しない場合、そのアプリケーション インスタンス
が削除されるまで、別のアプリケーションを使用して論理デバイスを作成することはできませ
ん。セキュリティ モジュール/エンジンが論理デバイスとすでに関連付けられていない場合は、
アプリケーション インスタンスを削除するために以下の手順を使用できます。
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# scope ssa
ステップ 2 インストール済みアプリケーションの詳細を表示します。
Firepower /ssa # show app-instance
ステップ 3 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 # scope slot slot_number
b) Firepower /ssa/slot # delete app-instance application_name
c) Firepower /ssa/slot # exit
ステップ 4 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* # show app-instance
Application Name
Slot ID
Admin State
Startup Version Cluster Oper State
-------------------- ----------- ----------------------------- -----------------ftd
1 Disabled
6.0.0.837
Not Applicable
ftd
2 Disabled
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6.0.0.837
ftd
6.0.0.837
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower
Firepower

Not Applicable
3 Disabled
Not Applicable
/ssa* # scope slot 1
/ssa/slot # delete app-instance ftd
/ssa/slot* # exit
/ssa* # scope slot 2
/ssa/slot # delete app-instance ftd
/ssa/slot* # exit
/ssa* # scope slot 3
/ssa/slot # delete app-instance ftd
/ssa/slot* # exit
/ssa* # commit-buffer

Not Available

Firepower Threat Defense 論理デバイスのインターフェイスの変更
Firepower Threat Defense 論理デバイスでは、インターフェイスの割り当てや割り当て解除、を
行うことができます。その後、Firepower Management Center でインターフェイス設定を同期で
きます。
始める前に
• 物理インターフェイスの設定 （178 ページ）およびEtherChannel（ポート チャネル）の追
加 （180 ページ）に従って、インターフェイスを設定し、EtherChannel を追加します。
• 論理デバイスに影響を与えず、かつ Firepower Management Center での同期を必要とせず
に、割り当てられた EtherChannel のメンバーシップを編集できます。
• すでに割り当てられているインターフェイスを EtherChannel に追加するには（たとえば、
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）、まず論理デ
バイスからインターフェイスの割り当てを解除し、次に EtherChannel にインターフェイス
を追加する必要があります。新しい EtherChannel の場合、デバイスに EtherChannel を割り
当てることができます。
• クラスタリングや高可用性のため、Firepower Management Center で設定を同期する前に、
すべてのユニットでインターフェイスを追加または削除していることを確認してくださ
い。最初にスレーブ / スタンバイ ユニットでインターフェイスを変更してから、マスター
/ アクティブ ユニットで変更することをお勧めします。新しいインターフェイスは管理上
ダウンした状態で追加されるため、インターフェイス モニタリングに影響を及ぼさないこ
とに注意してください。
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# scope ssa
ステップ 2 論理デバイスを編集します。
Firepower /ssa # scope logical-device device_name
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ステップ 3 論理デバイスからインターフェイスの割り当てを解除します。
Firepower /ssa/logical-device # delete external-port-link name
show external-port-link コマンドを入力して、インターフェイス名を表示します。
ステップ 4 論理デバイスに新しいインターフェイスを割り当てます。
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link name interface_id ftd
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。
ステップ 6 Firepower Management Center にログインします。
ステップ 7 [Devices] > [Device Management] の順に選択し、FTD デバイスの編集アイコン（
クします。[Interfaces] タブがデフォルトで選択されています。

）をクリッ

ステップ 8 [Interfaces] タブの左上にある [Sync Interfaces from device] ボタンをクリックします。
ステップ 9 [Save] をクリックします。
これで、[Deploy] をクリックして割り当てられているデバイスにポリシーを展開できます。変
更を展開するまで、変更は有効ではありません。

ASA 論理デバイスのインターフェイスの変更
ASA 論理デバイスでは、管理インターフェイスの割り当て、割り当て解除、または置き換えを
行うことができます。ASDM は、新しいインターフェイスを自動的に検出します。
始める前に
• 物理インターフェイスの設定 （178 ページ）およびEtherChannel（ポート チャネル）の追
加 （180 ページ）に従って、インターフェイスを設定し、EtherChannel を追加します。
• 論理デバイスに影響を与えずに、割り当てられた EtherChannel のメンバーシップを編集で
きます。
• すでに割り当てられているインターフェイスを EtherChannel に追加するには（たとえば、
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）、まず論理デ
バイスからインターフェイスの割り当てを解除し、次に EtherChannel にインターフェイス
を追加する必要があります。新しい EtherChannel の場合、デバイスに EtherChannel を割り
当てることができます。
• FXOSで割り当てられたインターフェイスを削除すると（たとえば、ネットワークモジュー
ルの削除、EtherChannel の削除、または割り当てられたインターフェイスの EtherChannel
への再割り当てなど）、必要な調整を行うことができるように、ASA 設定では元のコマン
ドが保持されます。設定からインターフェイスを削除すると、幅広い影響が出る可能性が
あります。ASA OS の古いインターフェイス設定は手動で削除できます。
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• クラスタリングまたはフェールオーバーのために、必ずすべてのユニットでインターフェ
イスを追加または削除します。最初にスレーブ / スタンバイ ユニットでインターフェイス
を変更してから、マスター / アクティブ ユニットで変更することをお勧めします。新しい
インターフェイスは管理上ダウンした状態で追加されるため、インターフェイス モニタリ
ングに影響を及ぼしません。
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# scope ssa
ステップ 2 論理デバイスを編集します。
Firepower /ssa # scope logical-device device_name
ステップ 3 論理デバイスからインターフェイスの割り当てを解除します。
Firepower /ssa/logical-device # delete external-port-link name
show external-port-link コマンドを入力して、インターフェイス名を表示します。
管理インターフェイスの場合、新しい管理インターフェイスを追加する前に、現在のインター
フェイスを削除し、commit-buffer コマンドを使用して変更をコミットします。
ステップ 4 論理デバイスに新しいインターフェイスを割り当てます。
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link name interface_id asa
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。

論理デバイスのモニタリング
• show app
使用可能なイメージを表示します。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app
Name
Version
Default App
---------- ---------------------------asa
9.10.1
ftd
6.3.0
ftd
6.2.3

Author

Supported Deploy Types CSP Type

Is

---------- ---------------------- ----------cisco
cisco
cisco

Native
Native,Container
Native

Application Yes
Application Yes
Application Yes
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vdp

8.13.01.09-2

radware

Vm

Application Yes

• show app-instance
アプリケーション インスタンス ステータスを表示します。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance
App Name
Slot ID
Admin State Oper State
Running Version
Cluster State
Cluster Role
---------- ---------- ----------- ---------------- ----------------------------- -----------ftd
1
Enabled
Online
6.2.1.62
Not Applicable None
vdp
1
Disabled
Installing
Not Applicable None

Startup Version
--------------6.2.1.62
8.10.01.16-5

• show logical-device
論理デバイスの詳細を表示します。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show logical-device
Logical Device:
Name
Description Slot ID
Mode
Oper State
Template
Name
---------- ----------- ---------- ---------- ------------------------ ------------asa1

1

Standalone Ok

asa

• show app-resource-profile
VDP のリソース プロファイルを表示します。
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # scope app vdp 8.13.01.09-2
Firepower /ssa/app # show app-resource-profile
Profile Name
Security Model CPU Logical Core Count
Default Profile
------------------------- --------------- -----------------------------------DEFAULT-4110-RESOURCE
FPR4K-SM-12
4
DEFAULT-RESOURCE
FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36,
FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36, FPR4K-SM-24
6
VDP-10-CORES
FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36,
FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36, FPR4K-SM-24
10
VDP-2-CORES
all
2
VDP-4-CORES
all
4
VDP-8-CORES
FPR9K-SM-56, FPR9K-SM-44, FPR9K-SM-36,
FPR4K-SM-44, FPR4K-SM-36, FPR4K-SM-24
8

• show resource detail
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RAM Size (MB)
--------------16384 Yes
FPR9K-SM-24,
24576 Yes
FPR9K-SM-24,
40960 No
8192 No
16384 No
FPR9K-SM-24,
32768 No

論理デバイス
サイト間クラスタリングの例

アプリケーション インスタンスのリソース割り当てを表示します。
Firepower /ssa # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # enter app-instance ftd ftd1
Firepower /ssa/slot/app-instance # show resource detail
Resource:
Allocated Core NR: 10
Allocated RAM (MB): 32413
Allocated Data Disk (MB): 49152
Allocated Binary Disk (MB): 3907
Allocated Secondary Disk (MB): 0

• show resource-profile user-defined
リソース プロファイルの割り当てを表示します。
Firepower /ssa # show resource-profile user-defined
Profile Name
Is In Use CPU Logical Core Count
------------------ ---------- ---------------------bronze
No
6
gold
No
14
silver
No
8

Description
----------low end device
highest
mid-level

サイト間クラスタリングの例
次の例ではサポートされるクラスタの導入を示します。

スパンド EtherChannel トランスペアレント モード ノースサウス サイ
ト間の例
次の例では、内部ルータと外部ルータの間に配置された（ノースサウス挿入）2 つのデータセ
ンターのそれぞれに 2 つのクラスタ メンバがある場合を示します。クラスタ メンバは、DCI
経由のクラスタ制御リンクによって接続されています。各サイトのクラスタ メンバは、内部お
よび外部のスパンド EtherChannels を使用してローカル スイッチに接続します。各 EtherChannel
は、クラスタ内のすべてのシャーシにスパンされます。
各データセンターの内部ルータと外部ルータは OSPF を使用し、トランスペアレント ASA を
通過します。MAC とは異なり、ルータの IP はすべてのルータで一意です。DCI に高コスト
ルートを割り当てることにより、特定のサイトですべてのクラスタ メンバがダウンしない限
り、トラフィックは各データセンター内に維持されます。クラスタが非対称型の接続を維持す
るため、ASA を通過する低コストのルートは、各サイトで同じブリッジ グループを横断する
必要があります。1 つのサイトのすべてのクラスタ メンバに障害が発生した場合、トラフィッ
クは各ルータから DCI 経由で他のサイトのクラスタ メンバに送られます。
各サイトのスイッチの実装には、次のものを含めることができます。
• サイト間 VSS/vPC：このシナリオでは、データセンター 1 に 1 台のスイッチをインストー
ルし、データセンター 2 に別のスイッチをインストールします。1 つのオプションとして、
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スパンド EtherChannel トランスペアレント モード イーストウェスト サイト間の例

各データセンターのクラスタ ユニットはローカル スイッチだけに接続し、VSS/vPC トラ
フィックは DCI を経由します。この場合、接続のほとんどの部分は各データセンターに対
してローカルに維持されます。オプションとして、DCI が余分なトラフィック量を処理で
きる場合、各ユニットをDCI経由で両方のスイッチに接続できます。この場合、トラフィッ
クは複数のデータセンターに分散されるため、DCI を非常に堅牢にするためには不可欠で
す。
• 各サイトのローカル VSS/vPC：スイッチの冗長性を高めるには、各サイトに 2 つの異なる
VSS/vPC ペアをインストールできます。この場合、クラスタ ユニットは、両方のローカ
ル スイッチだけに接続されたデータセンター 1 のシャーシおよびこれらのローカル スイッ
チに接続されたデータセンター 2 のシャーシとはスパンド EtherChannel を使用しますが、
スパンド EtherChannel は基本的に「分離」しています。各ローカル VSS/vPC は、スパン
ド EtherChannel をサイトローカルの EtherChannel として認識します。

スパンド EtherChannel トランスペアレント モード イーストウェスト
サイト間の例
次の例では、各サイトのゲートウェイ ルータと 2 つの内部ネットワーク（アプリケーション
ネットワークと DB ネットワーク）間に配置された（イーストウェスト挿入）2 つのデータセ
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ンターのそれぞれに 2 つのクラスタ メンバがある場合を示します。クラスタ メンバは、DCI
経由のクラスタ制御リンクによって接続されています。各サイトのクラスタ メンバは、内部お
よび外部のアプリケーション ネットワークと DB ネットワークの両方にスパンド EtherChannels
を使用してローカル スイッチに接続します。各 EtherChannel は、クラスタ内のすべてのシャー
シにスパンされます。
各サイトのゲートウェイ ルータは、HSRP などの FHRP を使用して、各サイトで同じ宛先の仮
想 MAC アドレス と IP アドレスを提供します。予期せぬ MAC アドレスのフラッピングを避け
るために推奨されている方法は mac-address-table static outside_interface mac_address コマンド
を使用して、ゲートウェイ ルータの実際の MAC アドレスを ASA MAC アドレス テーブルに
静的に追加することです。これらのエントリがないと、サイト 1 のゲートウェイがサイト 2 の
ゲートウェイと通信する場合に、そのトラフィックが ASA を通過して、内部インターフェイ
スからサイト 2 に到達しようとして、問題が発生する可能性があります。データ VLAN は、
オーバーレイ トランスポート仮想化（OTV）（または同様のもの）を使用してサイト間に拡
張されます。トラフィックがゲートウェイ ルータ宛てである場合にトラフィックが DCI を通
過して他のサイトに送信されないようにするには、フィルタを追加する必要があります。1 つ
のサイトのゲートウェイ ルータが到達不能になった場合、トラフィックが他のサイトのゲート
ウェイに送信されるようにフィルタを削除する必要があります。

vPC/VSS オプションについては、スパンド EtherChannel トランスペアレント モード ノースサ
ウス サイト間の例 （275 ページ）を参照してください。
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論理デバイスの履歴
機能名

プラットフォーム リリース

Firepower Threat Defense のマルチイン 2.4.1
スタンス機能
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機能名

プラットフォーム リリース

機能情報
単一のセキュリティ エンジンまたはモ
ジュールに、それぞれ Firepower Threat
Defense コンテナ インスタンスがある
複数の論理デバイスを展開できるよう
になりました。以前は、単一のネイ
ティブ アプリケーション インスタン
スを展開できるだけでした。ネイティ
ブ インスタンスも引き続きサポートさ
れています。Firepower 9300 の場合、
一部のモジュールでネイティブ インス
タンスを使用し、他のモジュールでは
コンテナ インスタンスを使用すること
ができます。
柔軟な物理インターフェイスの使用を
可能にするため、FXOS で VLAN サブ
インターフェイスを作成し、複数のイ
ンスタンス間でインターフェイスを共
有することができます。コンテナ イン
スタンスを展開する場合、割り当てら
れた CPU コアの数を指定する必要が
あります。RAM とディスク容量はコ
アの数に従って動的に割り当てられま
す。このリソース管理では、各インス
タンスのパフォーマンス機能をカスタ
マイズできます。
2 つの個別のシャーシでコンテナ イン
スタンスを使用してハイ アベイラビリ
ティを使用することができます。たと
えば、10 個のインスタンスを持つ
シャーシを 2 つ使用する場合は、10 個
のハイ アベイラビリティ ペアを作成
できます。クラスタリングはサポート
されません。
（注）

マルチインスタンス機能は、
実装は異なりますが、ASA
マルチ コンテキスト モード
に似ています。マルチ コン
テキスト モードでは、単一
のアプリケーション インス
タンスがパーティション化さ
れますが、マルチインスタン
ス機能では、独立したコンテ
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機能名

プラットフォーム リリース

機能情報
ナ インスタンスを使用でき
ます。コンテナ インスタン
スでは、ハード リソースの
分離、個別の構成管理、個別
のリロード、個別のソフト
ウェア アップデート、およ
び Firepower Threat Defense の
フル機能のサポートが可能で
す。マルチ コンテキスト
モードでは、共有リソースの
おかげで、特定のプラット
フォームでより多くのコンテ
キストをサポートできます。
マルチ コンテキスト モード
は Firepower Threat Defense で
は利用できません。
（注）

FTD バージョン 6.3 以降が必
要です。

モデルごとの次の最大コンテナ インス
タンス数を参照してください。
• Firepower 4110：3
• Firepower 4120：3
• Firepower 4140：7
• Firepower 4150：7
• Firepower 9300 SM-24 セキュリティ
モジュール：7
• Firepower 9300 SM-36 セキュリティ
モジュール：11
• Firepower 9300 SM-44 セキュリティ
モジュール：14
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機能名

プラットフォーム リリース

機能情報
新規/変更された FXOS コマンド：
connect ftd name、connect module
telnet、create bootstrap-key
PERMIT_EXPERT_MODE、
createresource-profile、create
subinterface、scope auto-macpool、set
cpu-core-count、set deploy-type、set
port-type data-sharing、set prefix、set
resource-profile-name、set vlan、scope
app-instance ftd name、show cgroups
container、show interface、show
mac-address、show subinterface、show
tech-support module app-instance、show
version
新規/変更された [Firepower Management
Center] 画面：
[Devices] > [Device Management] >
[Edit] アイコン > [Interfaces] タブ

ASA 論理デバイスのトランスペアレン 2.4.1
ト モード展開のサポート

ASA を展開するときに、トランスペア
レントまたはルーテッド モードを指定
できるようになりました。
新規/変更された FXOS コマンド：enter
bootstrap-key FIREWALL_MODE、set
value routed、set value transparent
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機能名

プラットフォーム リリース

クラスタ制御リンクのカスタマイズ可 2.4.1
能な IP アドレス

機能情報
クラスタ制御リンクのデフォルトでは
127.2.0.0/16 ネットワークが使用されま
す。FXOS でクラスタを展開するとき
に、ネットワークを設定できるように
なりました。シャーシは、シャーシ ID
およびスロット ID
（127.2.chassis_id.slot_id）に基づいて、
各ユニットのクラスタ制御リンク イン
ターフェイス IP アドレスを自動生成し
ます。ただし、一部のネットワーク展
開では、127.2.0.0/16 トラフィックはパ
スできません。そのため、ループバッ
ク（127.0.0.0/8）およびマルチキャス
ト（224.0.0.0/4）アドレスを除き、
FXOS にクラスタ制御リンクのカスタ
ム /16 サブネットを設定できるように
なりました。
新規/変更されたコマンド： set
cluster-control-link network

ASA のサイト間クラスタリングの改善 2.1(1)

ASA クラスタを展開すると、それぞれ
の Firepower 4100/9300 シャーシのサイ
ト ID を設定できます。以前は、ASA
アプリケーション内でサイト ID を設
定する必要がありました。この新機能
により初期展開が簡単になります。
ASA 構成内でサイト ID を設定するこ
とはできないことに注意してくださ
い。また、サイト間クラスタリングと
の互換性を高めるために、安定性とパ
フォーマンスに関する複数の改善が含
まれる ASA 9.7(1) および FXOS 2.1.1
にアップグレードすることを推奨しま
す。
set site-id コマンドが変更されました

6 つの FTD モジュールのシャーシ間ク 2.1(1)
ラスタリング
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機能名

プラットフォーム リリース

Firepower 9300 の FTD でのシャーシ内 1.1.4
クラスタリング サポート

機能情報
Firepower 9300 が FTD 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

6 つの ASA モジュールのシャーシ間ク 1.1.3
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。

Cisco ASA のシャーシ内クラスタリン 1.1.1
グ

Firepower 9300 シャーシ内のすべての
ASA セキュリティ モジュールをクラ
スタ化できるようになりました。
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 コマンド
を導入しました
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章

セキュリティ モジュール/エンジン管理
• 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 （285 ページ）
• セキュリティ モジュールの使用停止/再稼働 （286 ページ）
• セキュリティ モジュール/エンジンの確認応答 （287 ページ）
• セキュリティ モジュール/エンジンのリセット （288 ページ）
• セキュリティ モジュール/エンジンの再初期化 （288 ページ）
• ネットワーク モジュールのオフラインまたはオンラインの切り替え （290 ページ）
• 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 （291 ページ）

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
FXOS CLI を使用して、セキュリティ モジュール/エンジン の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 （286 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 （287 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 （288 ページ）を参照してください。
• [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 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/エンジンの再初期化 （288 ペー
ジ）を参照してください。
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警告

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。

• [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 （291 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。

（注）

コマンドを使用してモジュールを削除するには、その前に、モジュー
ルを使用停止にする必要があります。
delete decommissioned

手順

ステップ 1 モジュールを使用停止にするには、decommission

server

コマンドを入力します。

decommission server {ID | chassis-id/blade-id}

使用停止にするモジュールをホストしているデバイスの種類によって、モジュールはモジュー
ル ID で識別されるか（4100 シリーズ）、シャーシ番号とモジュール番号で識別されます（9300
デバイス）。
例：
FP9300-A# decommission server 1/2
FP9300-A* #

ステップ 2

commit-buffer

コマンドを入力して変更をコミットします。

ステップ 3 モジュールを再稼働するには、recommission

server

recommission server "vendor"
model
serial_number
server
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値は次のとおりです。
• vendor は、サーバを製造した会社の名前です。入力できる最大文字数は 510 文字です。
• model は、サーバ モデル ID です。入力できる最大文字数は 510 文字です。
• serial_number は、サーバのシリアル番号です。入力できる最大文字数は 510 文字です。
• server は、インストール スロットです。入力できる最大文字数は 255 文字です。これは、
4100 シリーズ デバイスではオプションとなります。
使用停止にされたモジュールの一覧を表示するには、show
使用します。

server decommissioned

コマンドを

例：
FP9300-A# recommission server "Cisco Systems, Inc."
Cisco Firepower 9000 Series Security Module
FLM1949C6J1
2
FP9300-A* #

ステップ 4

commit-buffer

コマンドを入力して変更をコミットします。

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、または既存のモジュールが異
なる製品 ID（PID）を持つモジュールで交換された後、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

/fabric-interconnect

モードを開始します。

scope fabric-interconnect a

ステップ 2 交換しないモジュールを使用停止にして物理的に取り外した後、またはモジュールを同じタイ
プではない（つまり、異なる PID を持つ）別のモジュールと交換した後、acknowledge slot コ
マンドを入力します。
acknowledge slot

例：
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FP9300-A# scope fabric-interconnect a
FP9300-A /fabric-interconnect # acknowledge slot 2
FP9300-A /fabric-interconnect* #

ステップ 3

commit-buffer

コマンドを入力して設定をコミットします。

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

/service-profile

モードを開始します。

scope service-profile server {chassis_id>/blade_id}

例：
FP9300-A # scope service-profile server 1/1
FP9300-A /org/service-profile #

ステップ 2 次のいずれかの cycle コマンドを入力します。
• cycle

cycle-immediate：直ちにモジュールの電源の再投入を行います。

• cycle cycle-wait：システムはモジュールで実行中のアプリケーションがシャットダウン
するまで最大 5 分待ってから、モジュールの電源の再投入を行います。
例：
FP9300-A /org/service-profile # cycle cycle-wait
FP9300-A /org/service-profile* #

ステップ 3 バッファをコミットしてモジュールの電源の再投入を行います。
commit-buffer

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、FXOS はアプリケーション ソフト
ウェアを再インストールし、論理デバイスを再度導入して、アプリケーションを自動的に起動
します。
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注意

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。

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。
scope ssa

ステップ 2 目的のモジュールでスロット モードを開始します。
scope slot {slot_id}

例：
FP9300-A # scope ssa
FP9300-A /ssa # scope slot 2
FP9300-A /ssa/slot #

ステップ 3

reinitialize

コマンドを入力します。

例：
FP9300-A
FP9300-A
FP9300-A
Warning:
will get
FP9300-A

# scope ssa
/ssa # scope slot 2
/ssa/slot # reinitialize
Reinitializing blade takes a few minutes. All the application data on blade
lost. Please backup application running config files before commit-buffer.
/ssa/slot* #

ステップ 4 必要に応じて、アプリケーションのコンフィギュレーション ファイルをバックアップします。
ステップ 5 モジュールを再初期化するためのバッファをコミットします。
commit-buffer

モジュールが再起動し、そのモジュール上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。
ステップ 6

コマンドを使用すると、再フォーマット化操作の進行状態、再フォーマット化の
結果（成功または失敗）、さらに操作が失敗した場合はエラー コードを確認することができま
す。
show detail
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ネットワークモジュールのオフラインまたはオンライン
の切り替え
CLI コマンドを使ってネットワーク モジュールをオフラインにしたりオンラインに戻したりす
るには、次の手順を実行します。この方法は、モジュールのオンライン挿入や削除（OIR）を
実行する場合などに使用されます。

（注）

ネットワーク モジュールを取り外して交換する場合は、お使いのデバイスに該当するインス
トール ガイドの中で、メンテナンスとアップグレードの章にある指示に従ってください。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-guides-list.htmlを
参照してください。

手順

ステップ 1 次のコマンドを使用して /fabric-interconnect モードに入った後、オフラインにする対象のモ
ジュールの /card モードに入ります。
scope fabric-interconnect a
scope card ID

ステップ 2

コマンドを使用すると、このカードに関する、現在のステータスなどの情報を表
示することができます。
show detail

ステップ 3 モジュールをオフラインにするには、次のコマンドを入力します。
set adminstate offline

ステップ 4

commit-buffer

再度 show
す。

コマンドを入力して、設定の変更内容を保存します。

detail

コマンドを使用すると、モジュールがオフラインであることを確認できま

ステップ 5 ネットワーク モジュールをオンラインに戻すには、次のコマンドを入力します。
set adminstate online
commit-buffer

例
FP9300-A# scope fabric-interconnect a
FP9300-A /fabric-interconnect # scope card 2
FP9300-A /fabric-interconnect/card # show detail
Fabric Card:
Id: 2

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
290

セキュリティ モジュール/エンジン管理
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

Description: Firepower 4x40G QSFP NM
Number of Ports: 16
State: Online
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Model: FPR-NM-4X40G
HW Revision: 0
Serial (SN): JAD191601DE
Perf: N/A
Admin State: Online
Power State: Online
Presence: Equipped
Thermal Status: N/A
Voltage Status: N/A
FP9300-A /fabric-interconnect/card # set adminstate offline
FP9300-A /fabric-interconnect/card* # commit-buffer
FP9300-A /fabric-interconnect/card # show detail
Fabric Card:
Id: 2
Description: Firepower 4x40G QSFP NM
Number of Ports: 16
State: Offline
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Model: FPR-NM-4X40G
HW Revision: 0
Serial (SN): JAD191601DE
Perf: N/A
Admin State: Offline
Power State: Off
Presence: Equipped
Thermal Status: N/A
Voltage Status: N/A
FP9300-A /fabric-interconnect/card #

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 適切なサービス プロファイルを入力します。例：
scope service-profile server 1/1

ステップ 2 次のいずれかの cycle コマンドを入力します。
• cycle

cycle-immediate：直ちにモジュールの電源の再投入を行います。

• cycle cycle-wait：システムはモジュールで実行中のアプリケーションがシャットダウン
するまで最大 5 分待ってから、モジュールの電源の再投入を行います。
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ステップ 3

commit-buffer

コマンドを入力して要求をコミットします。
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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 （293 ページ）
• FXOS コンフィギュレーション ファイルのエクスポート （294 ページ）
• 自動設定エクスポートのスケジューリング （296 ページ）
• 設定エクスポート リマインダの設定 （298 ページ）
• コンフィギュレーション ファイルのインポート （298 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
Firepower 4100/9300 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コンフィギュレーションのエク
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
Firepower 4100/9300 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。
• Firepower 4100/9300 シャーシへのコンフィギュレーションのインポート時、Firepower
4100/9300 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 Firepower 4100/9300 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 Firepower 4100/9300 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、Firepower 4100/9300 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 Firepower 4100/9300 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 Firepower 4100/9300 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 Firepower 4100/9300
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。

FXOS 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、Firepower 4100/9300 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

ステップ 1 コンフィギュレーション ファイルをリモート サーバにエクスポートするには、次の操作を行
います。
scope system
export-config URL enabled commit-buffer
次のいずれかの構文を使用してエクスポートされるファイルの URL を指定します。
• ftp://username@hostname/path/image_name
• scp://username@hostname/path/image_name
• sftp://username@hostname/path/image_name
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• tftp://hostname:port-num/path/image_name
（注）

ファイル名を含むフル パスを指定する必要があります。ファイル名を指定しないと、
指定したパスに非表示ファイルが作成されます。

例：
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # export-config scp://user1@192.168.1.2:/export/cfg-backup.xml
enabled
Firepower-chassis /system/export-config # commit-buffer

ステップ 2 エクスポート タスクのステータスを確認するには以下を行います。
scope system
scope export-config hostname
show fsm status
例：
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope export-config 192.168.1.2
Firepower-chassis /system/export-config # show fsm status
Hostname: 192.168.1.2
FSM 1:
Remote Result: Not Applicable
Remote Error Code: None
Remote Error Description:
Status: Nop
Previous Status: Backup Success
Timestamp: 2016-01-03T15:32:08.636
Try: 0
Progress (%): 100
Current Task:

ステップ 3 既存のエクスポート タスクを表示するには以下を行います。
scope system
show export-config
ステップ 4 既存のエクスポート タスクを変更するには以下を行います。
scope system
scope export-config hostname
エクスポート タスクを変更するには、次のコマンドを使用します。
• {enable|disable}
• set description <description>
• set password <password>
• set port <port>
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• set protocol {ftp|scp|sftp|tftp}
• set remote-file path_and_filename
• set user <user>
ステップ 5 エクスポート タスクを削除するには以下を行います。
scope system
delete export-config hostname
commit-buffer

自動設定エクスポートのスケジューリング
スケジュールされたエクスポート機能を使用して、Firepower 4100/9300 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。エクスポートは、毎日、毎週、または 2 週間ごとに実行されるようにスケジュールで
きます。設定のエクスポートは、スケジュールされたエクスポート機能がいつ有効になるかに
基づき、スケジュールに従って実行されます。そのため、たとえば週ごとのスケジュールされ
たエクスポートが水曜日の午後 10 時に有効になる場合、システムは新しいエクスポートを水
曜日の午後 10 時ごとに開始します。
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

スケジュールされたエクスポート タスクを作成するには、次のようにします。
a)

ポリシー設定をエクスポートする範囲を設定します。
scope org
scope cfg-export-policy default

b)

エクスポート ポリシーを有効にします。
set adminstate enable

c)

リモート サーバとの通信で使用するプロトコルを指定します。
set protocol {ftp|scp|sftp|tftp}

d)

バックアップ ファイルを格納する場所のホスト名または IP アドレスを指定します。サー
バ、ストレージ アレイ、ローカル ドライブ、または Firepower 4100/9300 シャーシがネッ
トワーク経由でアクセス可能な任意の読み取り/書き込みメディアなどを指定できます。
IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS サーバを設定する必要があります。
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set hostname hostname
e)

デフォルト以外のポートを使用する場合は、ポート番号を指定します。
set port port

f)

リモート サーバにログインするためのユーザ名を指定します。プロトコルが TFTP の場
合、このフィールドは適用されません。
set user username

g)

リモート サーバのユーザ名のパスワードを指定します。プロトコルが TFTP の場合、こ
のフィールドは適用されません。
set password password

h)

ファイル名を含むコンフィギュレーション ファイルをエクスポートする場所のフル パス
を指定します。ファイル名を省略すると、エクスポート手順によって、ファイルに名前
が割り当てられます。
set remote-file path_and_filename

i)

設定を自動的にエクスポートするスケジュールを指定します。これは、[Daily]、[Weekly]、
または [BiWeekly] のいずれかにできます。
set schedule {daily|weekly|bi-weekly}

j)

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

例：
Firepower-chassis# scope org
Firepower-chassis /org # scope cfg-export-policy default
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy # set adminstate enable
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # set protocol scp
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # set hostname 192.168.1.2
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # set remote-file /export/cfg-backup.xml
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # set user user1
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # set password
Password:
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # set schedule weekly
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy* # commit-buffer
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy #
Firepower-chassis /org/cfg-export-policy # show detail
Config Export policy:
Name: default
Description: Configuration Export Policy
Admin State: Enable
Protocol: Scp
Hostname: 192.168.1.2
User: user1
Remote File: /export/cfg-backup.xml
Schedule: Weekly
Port: Default
Current Task:
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設定エクスポート リマインダの設定
設定エクスポートが特定の日数実行されていないときにシステムにエラーを生成させるには、
エクスポート リマインダ機能を使用します。
手順

設定エクスポート リマインダを作成するには次のようにします。
scope org
scope cfg-export-reminder
set frequency days
set adminstate {enable|disable}
commit-buffer
例：
Firepower-chassis# scope org
Firepower-chassis /org # scope cfg-export-reminder
Firepower-chassis /org/cfg-export-reminder # set frequency 10
Firepower-chassis /org/cfg-export-reminder* # set adminstate enable
Firepower-chassis /org/cfg-export-reminder* # commit-buffer
Firepower-chassis /org/cfg-export-reminder # show detail
Config Export Reminder:
Config Export Reminder (Days): 10
AdminState: Enable

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、Firepower 4100/9300 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

ステップ 1 コンフィギュレーション ファイルをリモート サーバからインポートするには、次の操作を行
います。
scope system
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import-config URL enabled
commit-buffer
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/image_name
• scp://username@hostname/path/image_name
• sftp://username@hostname/path/image_name
• tftp://hostname:port-num/path/image_name
例：
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # import-config scp://user1@192.168.1.2:/import/cfg-backup.xml
enabled
Warning: After configuration import any changes on the breakout port configuration will
cause the system to reboot
Firepower-chassis /system/import-config # commit-buffer

ステップ 2 インポート タスクのステータスを確認するには以下を行います。
scope system
scope import-config hostname
show fsm status
例：
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope import-config 192.168.1.2
Firepower-chassis /system/import-config # show fsm status
Hostname: 192.168.1.2
FSM 1:
Remote Result: Not Applicable
Remote Error Code: None
Remote Error Description:
Status: Import Wait For Switch
Previous Status: Import Config Breakout
Timestamp: 2016-01-03T15:45:03.963
Try: 0
Progress (%): 97
Current Task: updating breakout port configuration(FSM-STAGE:sam:dme:
MgmtImporterImport:configBreakout)

ステップ 3 既存のインポート タスクを表示するには以下を行います。
scope system
show import-config
ステップ 4 既存のインポート タスクを変更するには以下を行います。
scope system

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
299

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 ファイルのインポート

scope import-config hostname
インポート タスクを変更するには、次のコマンドを使用します。
• {enable|disable}
• set description <description>
• set password <password>
• set port <port>
• set protocol {ftp|scp|sftp|tftp}
• set remote-file path_and_filename
• set user <user>
ステップ 5 インクポート タスクを削除するには以下を行います。
scope system
delete import-config hostname
commit-buffer
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• パケット キャプチャ （301 ページ）
• ネットワーク接続のテスト （309 ページ）
• ポート チャネル ステータスの確認 （311 ページ）
• ソフトウェア障害からの回復 （314 ページ）
• 破損ファイル システムの回復 （318 ページ）
• Firepower Threat Defense のクラスタ メンバのディザスタ リカバリ （328 ページ）

パケット キャプチャ
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、Firepower 4100/9300 シャー
シを通過するトラフィック フローの理解に使用できる価値ある資産です。パケット キャプチャ
ツールを使用すると、Firepower 4100/9300 シャーシの特定のインターフェイスを通過するトラ
フィックについて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インターフェイス
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インター
フェイス用に、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
Firepower 4100/9300 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。
セキュリティ モジュール

ポート マッピング

説明

セキュリティ モジュール 1/セ Ethernet1/9
キュリティ エンジン

Internal-Data0/0

セキュリティ モジュール 1/セ Ethernet1/10
キュリティ エンジン

Internal-Data0/1

セキュリティ モジュール 2

Internal-Data0/0

Ethernet1/11
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セキュリティ モジュール

ポート マッピング

説明

セキュリティ モジュール 2

Ethernet1/12

Internal-Data0/1

セキュリティ モジュール 3

Ethernet1/13

Internal-Data0/0

セキュリティ モジュール 3

Ethernet1/14

Internal-Data0/1

パケット キャプチャの注意事項および制限事項
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。
• 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。
• 1 つ以上の親で複数のサブインターフェイスを使用する場合でも、セッションごとに 1 つ
のサブインターフェイスのパケットのみをキャプチャできます。
• EtherChannel 全体または EtherChannel のサブインターフェイスのパケットをキャプチャで
きません。ただし、論理デバイスに割り当てられている EtherChannel の場合、EtherChannel
のメンバ インターフェイスごとにパケットをキャプチャできます。 親インターフェイス
ではなくサブインターフェイスを割り当てる場合は、メンバ インターフェイス上のパケッ
トをキャプチャすることはできません。
• 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。

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。
Firepower-chassis # scope packet-capture
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ステップ 2 フィルタを作成します。パケット キャプチャのためのフィルタの設定 （306 ページ）を参照し
てください。
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。
ステップ 3 パケット キャプチャ セッションを作成または編集するには、次の操作を行います。
Firepower-chassis /packet-capture # enter session session_name
ステップ 4 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。
Firepower-chassis /packet-capture/session* # set session-memory-usage session_size_in_megabytes
指定するバッファ サイズは 1 ～ 2048 MB にする必要があります。
ステップ 5 このパケット キャプチャ セッションでキャプチャするパケットの長さを指定します。
Firepower-chassis /packet-capture/session* # set session-pcap-snaplength session_snap_length_in_bytes
スナップの指定長は、64 ～ 9006 バイトの範囲内にする必要があります。セッション スナップ
長を設定しない場合のデフォルトのキャプチャ長は、1518 バイトです。
ステップ 6 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物理ソース 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、物理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。EtherChannel 全体のパケットをキャプ
チャすることはできません。ただし、論理デバイスに割り当てられている EtherChannel の場
合、EtherChannel のメンバ インターフェイスごとにパケットをキャプチャできます。 親
EtherChannel ではなくサブインターフェイスを割り当てる場合は、メンバ インターフェイス上
のパケットをキャプチャすることはできません。
（注）

a)

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。

物理ポートを指定します。
Firepower-chassis /packet-capture/session* # create {phy-port | phy-aggr-port} port_id
例：
Firepower-chassis /packet-capture/session* # create phy-port Ethernet1/1
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* #

b) サブインターフェイスのパケットをキャプチャします。
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set subinterface id
1 つ以上の親で複数のサブインターフェイスを使用する場合でも、キャプチャ セッション
ごとに 1 つのサブインターフェイスのパケットのみをキャプチャできます。Etherchannel
のサブインターフェイスはサポートされていません。親インターフェイスをインスタンス
にも割り当てる場合、親インターフェイスまたはサブインターフェイスのいずれかを選択
できます。両方を選択することはできません。
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例：
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set subinterface 100
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* #

c)

コンテナ インスタンスの場合、コンテナ インスタンス名を指定します。
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set app-identifier instance_name
例：
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set app-identifier ftd-instance1
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* #

d) アプリケーション タイプを指定します。
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set app name
例：
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set app ftd
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* #

e)

（任意） 目的のフィルタを適用します。
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set {source-filter} filtername
（注）

f)

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。

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すべて追加します。

ステップ 7 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アプリケーション ソース 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、物理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。
（注）

a)

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。

アプリケーション ポートを指定します。
Firepower-chassis /packet-capture/session* # create app_port module_slot link_name
interface_name app_name

b) コンテナ インスタンスの場合、コンテナ インスタンス名を指定します。
Firepower-chassis /packet-capture/session/app-port* # set app-identifier instance_name
例：
Firepower-chassis /packet-capture/session/app-port* # set app-identifier ftd-instance1
Firepower-chassis /packet-capture/session/app-port* #
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c)

（任意） 目的のフィルタを適用します。
Firepower-chassis /packet-capture/session/phy-port* # set {source-filter} filtername
（注）

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。

d) 必要に応じて上記のステップを繰り返して必要なアプリケーション ポートをすべて追加し
ます。
ステップ 8 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。
Firepower-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 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 /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。

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

（注）

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。

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。
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-chassis /packet-capture/filter* # set <filterprop filterprop_value
（注）

IPv4 または IPv6 アドレスを使用してフィルタリングできますが、同じパケット キャ
プチャ セッションでの両方によるフィルタリングはできません。

表 14 : サポートされるフィルタ プロパティ

ivlan

内部 VLAN ID（ポート入力時のパケットの VLAN）

ovlan

外部 VLAN ID（Firepower 4100/9300 シャーシによって追加された VLAN）

srcip

送信元 IP アドレス（IPv4）

destip

宛先 IP アドレス（IPv4）

srcipv6

送信元 IP アドレス（IPv6）

destipv6 宛先 IP アドレス（IPv6）
srcport

Source Port Number
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destport Destination Port Number
protocol 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）
ethertype 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）
srcmac

送信元 MAC アドレス

destMac 宛先 MAC アドレス

例
Firepower-chassis# scope packet-capture
Firepower-chassis packet-capture # create filter interface1vlan100
Firepower-chassis packet-capture/filter* # set ivlan 100
Firepower-chassis packet-capture/filter* # set srcip 6.6.6.6
Firepower-chassis packet-capture/filter* # set srcport 80
Firepower-chassis packet-capture/filter* # set destip 10.10.10.10
Firepower-chassis packet-capture/filter* # set destport 5050
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-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。
Firepower-chassis /packet-capture/session* # enable [append | overwrite]
（注）

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。

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。
Firepower-chassis /packet-capture/session* # disable
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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 /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。

例
Firepower-chassis# scope packet-capture
Firepower-chassis packet-capture # scope session asa1inside
Firepower-chassis packet-capture/session # enable append
Firepower-chassis packet-capture/session* # commit-buffer
Firepower-chassis packet-capture/session #

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

Firepower 4100/9300 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。
（注）

a)

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。

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

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

例
Firepower-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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パケット キャプチャ セッションの削除
個々のパケット キャプチャ セッションは、現在実行していなければ削除できます。非アクティ
ブ パケット キャプチャ セッションは、いずれも削除できます。
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。
Firepower-chassis # scope packet-capture
ステップ 2 特定のパケット キャプチャ セッションを削除するには、次の手順を実行します。
Firepower-chassis /packet-capture # delete session session_name
ステップ 3 すべての非アクティブ パケット キャプチャ セッションを削除するには、次のようにします。
Firepower-chassis /packet-capture # delete-all-sessions
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 /packet-capture* # commit-buffer

例
Firepower-chassis# scope packet-capture
Firepower-chassis packet-capture # delete session asa1inside
Firepower-chassis packet-capture* # commit-buffer
Firepower-chassis packet-capture #

ネットワーク接続のテスト
始める前に
基本的なネットワーク接続をテストする目的で、ネットワーク上の別のデバイスのホスト名ま
たは IPv4 アドレスを使って ping を実行するには、ping コマンドを使用します。ネットワーク
上の別のデバイスのホスト名または IPv6 アドレスを使って ping を実行するには、ping6 コマ
ンドを使用します。
ネットワーク上の別のデバイスに至るルートを、そのホスト名または IPv4 アドレスを使って
トレースするには、traceroute コマンドを使用します。ネットワーク上の別のデバイスに至る
ルートを、そのホスト名または IPv6 アドレスを使ってトレースするには、traceroute6 コマン
ドを使用します。
• ping コマンドおよび ping6 コマンドは、local-mgmt モードで使用可能です。
• ping コマンドは module モードでも使用できます。
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• traceroute コマンドおよび traceroute6 コマンドは、local-mgmt モードで使用可能です。
• traceroute コマンドは module モードでも使用できます。
手順

ステップ 1 次のコマンドのいずれか 1 つを入力することにより、local-mgmt モードまたは module モード
に接続します。
• connect local-mgmt
• connect module module-ID {console | telnet}
例：
FP9300-A# connect local-mgmt
FP9300-A(local-mgmt)#

ステップ 2 基本的なネットワーク接続をテストする目的で、ネットワーク上の別のデバイスのホスト名ま
たは IPv4 アドレスを使って ping を実行するには：
ping {hostname | IPv4_address} [count number_packets ] | [deadline seconds ] | [interval
seconds ] | [packet-size bytes ]
例：
この例は、ネットワーク上の別のデバイスに対して ping 接続を 12 回実行する方法を示してい
ます。
FP9300-A(local-mgmt)# ping 198.51.100.10 count 12
PING 198.51.100.10 (198.51.100.10) from 203.0.113.5 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.264 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.219 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.234 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=4 ttl=61 time=0.205 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=5 ttl=61 time=0.216 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=6 ttl=61 time=0.251 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=7 ttl=61 time=0.223 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=8 ttl=61 time=0.221 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=9 ttl=61 time=0.227 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=10 ttl=61 time=0.224 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=11 ttl=61 time=0.261 ms
64 bytes from 198.51.100.10: icmp_seq=12 ttl=61 time=0.261 ms
--- 198.51.100.10 ping statistics --12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11104ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.005/51.062/51.164/0.064 ms
FP9300-A(local-mgmt)#

ステップ 3 ネットワーク上の別のデバイスに至るルートを、そのホスト名または IPv4 アドレスを使って
トレースするには：
traceroute {hostname | IPv4_address}
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例：
FP9300-A(local-mgmt)# traceroute 198.51.100.10
traceroute to 198.51.100.10 (198.51.100.10), 30 hops max, 40 byte packets
1 198.51.100.57 (198.51.100.57) 0.640 ms 0.737 ms 0.686 ms
2 net1-gw1-13.cisco.com (198.51.100.101) 2.050 ms 2.038 ms 2.028 ms
3 net1-sec-gw2.cisco.com (198.51.100.201) 0.540 ms 0.591 ms 0.577 ms
4 net1-fp9300-19.cisco.com (198.51.100.108) 0.336 ms 0.267 ms 0.289 ms
FP9300-A(local-mgmt)#

ステップ 4 （任意）local-mgmt モードを終了して最上位モードに戻るには、exit を入力します。

ポート チャネル ステータスの確認
現在定義されているポート チャネルのステータスを判別するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して /eth-uplink/fabric モードを開始します。
• scope eth-uplink
• scope fabric {a | b}
例：
FP9300-A# scope eth-uplink
FP9300-A /eth-uplink # scope fabric a
FP9300-A /eth-uplink/fabric #

ステップ 2 現在のポート チャネルとそれぞれの管理状態および動作状態のリストを表示するには、show
port-channel コマンドを入力します。
例：
FP9300-A /eth-uplink/fabric # show port-channel
Port Channel:
Port Channel Id Name
Port Type
State Oper State
State Reason
--------------- ---------------- ----------------------- ---------------- -----------10
Port-channel10
Data
ed
Failed
No operational members
11
Port-channel11
Data
ed
Failed
No operational members
12
Port-channel12
Data
led
Admin Down
Administratively down
48
Port-channel48
Cluster
ed
Up

Admin
----Enabl
Enabl
Disab
Enabl
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FP9300-A /eth-uplink/fabric #

ステップ 3 個々のポート チャネルとポートに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力して
/port-channel モードを開始します。
• scope port-channel ID
例：
FP9300-A /eth-uplink/fabric/port-channel # top
FP9300-A# connect fxos
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2017, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license.
<--- remaining lines removed for brevity --->
FP9300-A(fxos)#

ステップ 4 指定したポート チャネルのステータス情報を表示するには、show コマンドを入力します。
例：
FP9300-A /eth-uplink/fabric/port-channel # show
Port Channel:
Port Channel Id Name
Port Type
Admin
State Oper State
State Reason
--------------- ---------------- ------------------ ---------- ---------------- -----------10
Port-channel10
Data
Enabl
ed
Failed
No operational members
FP9300-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

ステップ 5 ポート チャネルのメンバ ポートのステータス情報を表示するには、show member-port コマン
ドを入力します。
例：
FP9300-A /eth-uplink/fabric/port-channel # show member-port
Member Port:
Port Name
on
---------------Ethernet2/3
Ethernet2/4

Membership

Oper State

------------------ ---------------- ---------Suspended
Suspended

Failed
Failed

FP9300-A /eth-uplink/fabric/port-channel #
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ポート チャネルは、論理デバイスに割り当てられるまでは表示されないことに注意してくださ
い。ポート チャネル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、
ポート チャネルが一時停止状態に戻ります。
ステップ 6 追加のポート チャネルおよび LACP 情報を表示するには、次のコマンドを入力することによ
り、 /eth-uplink/fabric/port-channel モードを終了して fxos モードに入ります。
• top
• connect fxos
例：
ステップ 7 現在のポート チャネルのサマリー情報を表示するには、show port-channel summary コマンド
を入力します。
例：
FP9300-A(fxos)# show port-channel summary
Flags: D - Down
P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended
r - Module-removed
S - Switched
R - Routed
U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------------Group PortType
Protocol Member Ports
Channel
------------------------------------------------------------------------------10
Po10(SD)
Eth
LACP
Eth2/3(s)
Eth2/4(s)
11

Po11(SD)

Eth

LACP

Eth2/1(s)

Eth2/2(s)

12

Po12(SD)

Eth

LACP

Eth1/4(D)

Eth1/5(D)

48

Po48(SU)

Eth

LACP

Eth1/1(P)

Eth1/2(P)

モードでは、さらに show port-channel コマンドおよび show lacp コマンドも使用できま
す。これらのコマンドを使用すると、容量、トラフィック、カウンタ、使用状況など、さまざ
まなポート チャネルおよび LACP 情報を表示することができます。
fxos

次のタスク
ポート チャネルの作成方法については、EtherChannel（ポート チャネル）の追加 （180 ページ）
を参照してください。
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ソフトウェア障害からの回復
始める前に
システムが正常にブートできないソフトウェア障害が発生した場合は、以下の手順を実行し
て、ソフトウェアの新規バージョンをブートできます。このプロセスを実行するには、キック
スタート イメージを TFTP ブートし、新規システムとマネージャ イメージをダウンロードし、
新規イメージを使用してブートする必要があります。
特定の FXOS バージョンのリカバリ イメージは、以下のいずれかのロケーションの Cisco.com
から入手できます。
• Firepower 9300：https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/
select.html?&mdfid=286287252&flowid=77282&softwareid=286287263
• Firepower 4100 シリーズhttps://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/
select.html?&mdfid=286305187&flowid=79423&softwareid=286287263
リカバリ イメージには、3 つの異なるファイルが含まれます。たとえば、FXOS 2.1.1.64 の現
在のリカバリ イメージを以下に示します。
Recovery image (kickstart) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.63.SPA
Recovery image (manager) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-manager.4.1.1.63.SPA
Recovery image (system) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.63.SPA

手順

ステップ 1 ROMMON にアクセスします。
a)

コンソール ポートに接続します。

b) システムをリブートします。
システムはロードを開始し、そのプロセス中にカウントダウン タイマーを表示します。
c)

カウントタウン中に Esc キーを押すと、ROMMON モードに入ります。

例：
Cisco System ROMMON, version 1.0.09, RELEASE SOFTWARE
Copright (c) 1994-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01/01/1999 23:59:59:59.99 by user
Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: LocalSoft
DIMM Slot 0 : Present
DIMM Slot 1 : Present
No USB drive !!
Platform FPR9K-SUP with 16384 Mbytes of main memory
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MAC Address aa:aa:aa:aa:aa:aa
find the string ! boot
bootflash:/installables/switch/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.0.00.00.SPA
bootflash:/installables/switch/fxos-k9-system.5.0.3.N2.0.00.00.SPA
Use BREAK, ESC or CTRL+L to interrupt boot.
use SPACE to begin boot immediately.
Boot interrupted.
rommon 1

>

ステップ 2 キックスタート イメージを TFTP ブートします。
a)

管理 IP アドレス、管理ネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスが正しく設定されている
ことを確認します。これらの値は、set コマンドを使用して表示できます。ping コマンド
を使用すると、TFTP サーバへの接続をテストできます。
rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "
rommon > address <ip-address>
rommon > netmask <network-mask>
rommon > gateway <default-gateway>

b) キックスタート イメージは、Firepower 4100/9300 シャーシからアクセス可能な TFTP ディ
レクトリにコピーします。
（注）

c)

キックスタート イメージのバージョン番号は、バンドルのバージョン番号に一致
しません。FXOS バージョンとキックスタート イメージとの間の対応を示す情報
は、Cisco.com のソフトウェア ダウンロード ページにあります。

ブート コマンドを使用して、ROMMON からイメージをブートします。
boot tftp://<IP address>/<path to image>

（注）

さらに、Firepower 4100/9300 シャーシのフロント パネルにある USB スロットに
挿入した USB メディア デバイスを使用して、ROMMON からキックスタートを
ブートすることもできます。システムの稼動中に USB デバイスを挿入した場合、
USB デバイスを認識させるにはシステムを再起動する必要があります。

システムは、イメージを受け取ってキックスタート イメージをロードすることを示す、一
連の # を表示します。
例：
rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "
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rommon 2 > address 10.0.0.2
rommon 3 > netmask 255.255.255.0
rommon 4 > gateway 10.0.0.1
rommon 5 > ping 10.0.0.2
..!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)
rommon 6 > ping 192.168.1.2
..!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)
rommon 7 > boot tftp://192.168.1.2/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA
ADDRESS: 10.0.0.2
NETMASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 10.0.0.1
SERVER: 192.168.1.2
IMAGE: fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA
TFTP_MACADDR: aa:aa:aa:aa:aa:aa
............................................................................
Receiving fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA from 192.168.1.2
###############################################################################
###############################################################################
#############################################################################
File reception completed.

ステップ 3 Firepower 4100/9300 シャーシに直前にロードしたキックスタート イメージと一致するリカバリ
システムとマネージャ イメージをダウンロードします。
a)

リカバリ システムとマネージャ イメージをダウンロードするには、管理 IP アドレスとゲー
トウェイを設定する必要があります。これらのイメージは、USB を使用してダウンロード
することはできません。
switch(boot)# config terminal
switch(boot)(config)# interface mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip address <ip address> <netmask>
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway <gateway>
switch(boot)(config)# exit

b) リカバリ システムとマネージャ イメージを、リモート サーバからブートフラッシュにコ
ピーします。
switch(boot)# copy URL bootflash:
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/image_name
• scp://username@hostname/path/image_name
• sftp://username@hostname/path/image_name
• tftp://hostname/path/image_name
例：

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.4(1) CLI コンフィギュレーション ガイド
316

トラブルシューティング
ソフトウェア障害からの回復

switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:

c)

Firepower 4100/9300 シャーシにイメージが正常にコピーされたら、
nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin からマネージャ イメージへの symlink を作成します。この
リンクは、ロードするマネージャ イメージをロード メカニズムに指示します。symlink 名
は、ロードしようとしているイメージに関係なく、常に nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
とする必要があります。
switch(boot)# copy bootflash:<manager-image>
bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

例：
switch(boot)# config terminal
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)# interface mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway 10.0.0.1
switch(boot)(config)# exit
switch(boot)# copy
tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server......
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)# copy
tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server......
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)# copy bootflash:fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)#

ステップ 4 直前にダウンロードしたシステム イメージをロードします。
switch(boot)# load bootflash:<system-image>

例：
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switch(boot)# load bootflash:fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
Uncompressing system image: bootflash:/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA

Manager image digital signature verification successful
...
System is coming up ... Please wait ...

Cisco FPR Series Security Appliance
FP9300-A login:

ステップ 5 リカバリ イメージがロードされたら、以下のコマンドを入力して、システムが旧イメージを
ロードしないようにします。
（注）

この手順は、リカバリ イメージのロードの直後に実行する必要があります。

FP9300-A# scope org
FP9300-A /org # scope fw-platform-pack default
FP9300-A /org/fw-platform-pack # set platform-bundle-version ""
Warning: Set platform version to empty will result software/firmware incompatibility
issue.
FP9300-A /org/fw-platform-pack* # commit-buffer

ステップ 6 Firepower 4100/9300 シャーシで使用するプラットフォーム バンドル イメージをダウンロード
してインストールします。詳細については、イメージ管理 （55 ページ）を参照してください。
例：
FP9300-A# scope firmware
FP9300-A /firmware # show download-task
Download task:
File Name Protocol Server
Port
Userid
State
--------- -------- --------------- ---------- --------------- ----fxos-k9.2.1.1.73.SPA
Tftp
192.168.1.2
0
Downloaded
FP9300-A /firmware # show package fxos-k9.2.1.1.73.SPA detail
Firmware Package fxos-k9.2.1.1.73.SPA:
Version: 2.1(1.73)
Type: Platform Bundle
State: Active
Time Stamp: 2012-01-01T07:40:28.000
Build Date: 2017-02-28 13:51:08 UTC
FP9300-A /firmware #

破損ファイル システムの回復
始める前に
スーパバイザのオンボード フラッシュが破損し、システムが正常に開始できなくなった場合
は、次の手順を使用してシステムを回復できます。このプロセスを実行するには、キックス
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タート イメージを TFTP ブートし、フラッシュを再フォーマットし、新規システムとマネー
ジャ イメージをダウンロードし、新規イメージを使用してブートする必要があります。

（注）

この手順には、システム フラッシュの再フォーマットが含まれています。その結果、回復後に
はシステムを完全に再設定する必要があります。
特定の FXOS バージョンのリカバリ イメージは、以下のいずれかのロケーションの Cisco.com
から入手できます。
• Firepower 9300：https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/
select.html?&mdfid=286287252&flowid=77282&softwareid=286287263
• Firepower 4100 シリーズhttps://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/
select.html?&mdfid=286305187&flowid=79423&softwareid=286287263
リカバリ イメージには、3 つの異なるファイルが含まれます。たとえば、FXOS 2.1.1.64 の回
復イメージを以下に示します。
Recovery image (kickstart) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.63.SPA
Recovery image (manager) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-manager.4.1.1.63.SPA
Recovery image (system) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.63.SPA

手順

ステップ 1

ROMMON にアクセスします。
a)

コンソール ポートに接続します。

b) システムをリブートします。
システムはロードを開始し、そのプロセス中にカウントダウン タイマーを表示します。
c)

カウントタウン中に Esc キーを押すと、ROMMON モードに入ります。

例：
Cisco System ROMMON, version 1.0.09, RELEASE SOFTWARE
Copright (c) 1994-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01/01/1999 23:59:59:59.99 by user
Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: LocalSoft
DIMM Slot 0 : Present
DIMM Slot 1 : Present
No USB drive !!
Platform FPR9K-SUP with 16384 Mbytes of main memory
MAC Address aa:aa:aa:aa:aa:aa
find the string ! boot
bootflash:/installables/switch/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.0.00.00.SPA
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bootflash:/installables/switch/fxos-k9-system.5.0.3.N2.0.00.00.SPA
Use BREAK, ESC or CTRL+L to interrupt boot.
use SPACE to begin boot immediately.
Boot interrupted.
rommon 1

ステップ 2

>

キックスタート イメージを TFTP ブートします。
a)

管理 IP アドレス、管理ネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスが正しく設定されている
ことを確認します。これらの値は、set コマンドを使用して表示できます。ping コマンド
を使用すると、TFTP サーバへの接続をテストできます。
rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "
rommon > address <ip-address>
rommon > netmask <network-mask>
rommon > gateway <default-gateway>

b) キックスタート イメージは、Firepower 4100/9300 シャーシからアクセス可能な TFTP ディ
レクトリにコピーします。
（注）

c)

キックスタート イメージのバージョン番号は、バンドルのバージョン番号に一致
しません。FXOS バージョンとキックスタート イメージとの間の対応を示す情報
は、Cisco.com のソフトウェア ダウンロード ページにあります。

ブート コマンドを使用して、ROMMON からイメージをブートします。
boot tftp://<IP address>/<path to image>

（注）

さらに、Firepower 4100/9300 シャーシのフロント パネルにある USB スロットに
挿入した USB メディア デバイスを使用して、ROMMON からキックスタートを
ブートすることもできます。システムの稼動中に USB デバイスを挿入した場合、
USB デバイスを認識させるにはシステムを再起動する必要があります。

システムは、イメージを受け取ってキックスタート イメージをロードすることを示す、一
連の # を表示します。
例：
rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "
rommon 2 > address 10.0.0.2
rommon 3 > netmask 255.255.255.0
rommon 4 > gateway 10.0.0.1
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rommon 5 > ping
..!!!!!!!!!!
Success rate is
rommon 6 > ping
..!!!!!!!!!!
Success rate is

10.0.0.2
100 percent (10/10)
192.168.1.2
100 percent (10/10)

rommon 7 > boot tftp://192.168.1.2/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA
ADDRESS: 10.0.0.2
NETMASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 10.0.0.1
SERVER: 192.168.1.2
IMAGE: fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA
TFTP_MACADDR: aa:aa:aa:aa:aa:aa
............................................................................
Receiving fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA from 192.168.1.2
###############################################################################
###############################################################################
#############################################################################
File reception completed.

ステップ 3

キックスタート イメージをロードしたら、init system コマンドを使用してフラッシュを再フォー
マットします。
init system コマンドを実行すると、システムにダウンロードされているすべてのソフトウェア
イメージやシステムのすべての設定を含め、フラッシュの内容は消去されます。コマンドが完
了するまで約 20 ～ 30 分かかります。
例：
switch(boot)# init system
This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of
your bootflash:.
Do you want to continue? (y/n)

[n] y

Detected 32GB flash...
Initializing the system
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
Initializing startup-config and licenses
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
Formatting bootflash:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
Formatting SAM partition:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
Formatting Workspace partition:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):
Formatting Sysdebug partition:

done

done
done
done

done

done

done
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mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):

ステップ 4

done

リカバリ イメージを Firepower 4100/9300 シャーシへダウンロードします。
a)

リカバリ イメージをダウンロードするには、管理 IP アドレスとゲートウェイを設定する
必要があります。これらのイメージは、USB を使用してダウンロードすることはできませ
ん。
switch(boot)# config terminal
switch(boot)(config)# interface mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip address <ip address> <netmask>
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway <gateway>
switch(boot)(config)# exit

b) リモート サーバからブートフラッシュに 3 つすべてのリカバリ イメージをコピーします。
switch(boot)# copy URL bootflash:
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/image_name
• scp://username@hostname/path/image_name
• sftp://username@hostname/path/image_name
• tftp://hostname/path/image_name
例：
switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:

c)

Firepower 4100/9300 シャーシにイメージが正常にコピーされたら、
nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin からマネージャ イメージへの symlink を作成します。この
リンクは、ロードするマネージャ イメージをロード メカニズムに指示します。symlink 名
は、ロードしようとしているイメージに関係なく、常に nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
とする必要があります。
switch(boot)# copy bootflash:<manager-image>
bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

例：
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switch(boot)# config terminal
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)# interface mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway 10.0.0.1
switch(boot)(config)# exit
switch(boot)# copy
tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server......
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)# copy
tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server......
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)# copy
tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server......
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)# copy bootflash:fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
switch(boot)#

ステップ 5

スイッチをリロードします。
switch(boot)# reload

例：
switch(boot)# reload
This command will reboot this supervisor module. (y/n) ? y
[ 1866.310313] Restarting system.
!!

Rommon image verified successfully

!!

Cisco System ROMMON, Version 1.0.11, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 11/23/2016 11:23:23.47 by builder
Current image running: Boot ROM1
Last reset cause: ResetRequest
DIMM Slot 0 : Present
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DIMM Slot 1 : Present
No USB drive !!
BIOS has been locked !!
Platform FPR9K-SUP with 16384 Mbytes of main memory
MAC Address: bb:aa:77:aa:aa:bb
autoboot: Can not find autoboot file 'menu.lst.local'
Or can not find correct boot string !!
rommon 1 >

ステップ 6

キックスタート イメージおよびシステム イメージからブートします。
rommon 1 > boot <kickstart-image> <system-image>

（注）

システム イメージのロード中に、ライセンス マネージャのエラー メッセージが表示
されることがあります。このようなメッセージは無視して構いません。

例：
rommon 1 > dir
Directory of: bootflash:\
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
01/01/12
4
3

12:33a <DIR>
4,096
12:33a <DIR>
4,096
12:16a <DIR>
16,384
12:27a
34,333,696
12:29a
330,646,465
12:31a
250,643,172
12:34a
330,646,465
File(s) 946,269,798 bytes
Dir(s)

.
..
lost+found
fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

rommon 2 > boot fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
!!

Kickstart Image verified successfully

!!

Linux version: 2.6.27.47 (security@cisco.com) #1 SMP Thu Nov 17 18:22:00 PST 2016
[
0.000000] Fastboot Memory at 0c100000 of size 201326592
Usage: init 0123456SsQqAaBbCcUu
INIT: version 2.86 booting
POST INIT Starts at Sun Jan 1 00:27:32 UTC 2012
S10mount-ramfs.supnuovaca Mounting /isan 3000m
Mounted /isan
Creating /callhome..
Mounting /callhome..
Creating /callhome done.
Callhome spool file system init done.
Platform is BS or QP MIO: 30
FPGA Version 0x00010500 FPGA Min Version 0x00000600
Checking all filesystems..r.r..r done.
Warning: switch is starting up with default configuration
Checking NVRAM block device ... done
.
FIPS power-on self-test passed
Unpack CMC Application software
Loading system software
Uncompressing system image: bootflash:/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
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Manager image digital signature verification successful
...
System is coming up ... Please wait ...
nohup: appending output to `nohup.out'
---- Basic System Configuration Dialog ---This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Only minimal configuration including IP connectivity to
the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps.
Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system.
To back track or make modifications to already entered values,
complete input till end of section and answer no when prompted
to apply configuration.

You have chosen to setup a new Security Appliance. Continue? (y/n):

ステップ 7

イメージのロードが完了すると、システムにより初期構成設定を入力するように求められま
す。詳細については、初期設定 （12 ページ）を参照してください。

ステップ 8

Firepower 4100/9300 シャーシで使用するプラットフォーム バンドル イメージをダウンロード
します。詳細については、イメージ管理 （55 ページ）を参照してください。
例：
FP9300-A# scope firmware
FP9300-A /firmware # show download-task
Download task:
File Name Protocol Server
Port
Userid
State
--------- -------- --------------- ---------- --------------- ----fxos-k9.2.1.1.73.SPA
Tftp
192.168.1.2
0
Downloaded
FP9300-A /firmware # show package fxos-k9.2.1.1.73.SPA detail
Firmware Package fxos-k9.2.1.1.73.SPA:
Version: 2.1(1.73)
Type: Platform Bundle
State: Active
Time Stamp: 2012-01-01T07:40:28.000
Build Date: 2017-02-28 13:51:08 UTC
FP9300-A /firmware #

ステップ 9

以前の手順でダウンロードしたプラットフォーム バンドル イメージをインストールします。
a)

auto-install モードにします。
Firepower-chassis /firmware # scope auto-install

b) 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 # install platform platform-vers version_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、2.1(1.73)）。
c)

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
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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。
d) 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 がバンドルを解凍し、コンポーネントをアップグレー
ドまたはリロードします。
e)

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。
• scope firmware を入力します。
• scope auto-install を入力します。
• show fsm status expand を入力します。

ステップ 10

インストールしたプラットフォーム バンドル イメージがシステムの回復に使用するイメージ
に対応している場合は、将来的にシステムのロード時で使用できるようにキックスタート イ
メージおよびシステム イメージを手動で有効にする必要があります。回復イメージとして同じ
イメージを使用しているプラットフォーム バンドルをインストールする場合、自動アクティ
ベーションは発生しません。
a)

fabric-interconnect a のスコープを設定します。
FP9300-A# scope fabric-interconnect a

b) 実行中のカーネル バージョンと実行中のシステム バージョンを表示するには、show version
コマンドを使用します。イメージをアクティブにするには、次の文字列を使用します。
FP9300-A /fabric-interconnect # show version

（注）

c)

Startup-Kern-Vers および Startup-Sys-Vers がすでに設定され、Running-Kern-Vers お
よび Running-Sys-Vers と一致する場合は、イメージを有効にする必要はなく、手
順 11 に進みます。

次のコマンドを入力して、イメージをアクティブにします。
FP9300-A /fabric-interconnect # activate firmware
kernel-version <running_kernel_version> system-version <running_system_version>
commit-buffer

（注）

サーバのステータスは「失敗したディスク（Disk Failed）」に変更される場合が
あります。このメッセージには注意を払う必要はなく、手順を続行できます。

d) スタートアップ バージョンが正しく設定されていることを確認し、イメージのアクティブ
化ステータスをモニタするには、show version コマンドを使用します。
重要

ステータスが「アクティブにしています（Activating）」から「実行可能
（Ready）」に変わるまで、次のステップには進まないでください。
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FP9300-A /fabric-interconnect # show version

例：
FP9300-A /firmware # top
FP9300-A# scope fabric-interconnect a
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
Fabric Interconnect A:
Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Package-Vers: 2.1(1.73)
Startup-Kern-Vers:
Startup-Sys-Vers:
Act-Kern-Status: Ready
Act-Sys-Status: Ready
Bootloader-Vers:
FP9300-A /fabric-interconnect # activate firmware kernel-version
5.0(3)N2(4.11.69) system-version 5.0(3)N2(4.11.69)
Warning: When committed this command will reset the end-point
FP9300-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
Fabric Interconnect A:
Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Package-Vers: 2.1(1.73)
Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Act-Kern-Status: Activating
Act-Sys-Status: Activating
Bootloader-Vers:
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
Fabric Interconnect A:
Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Package-Vers: 2.1(1.73)
Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
Act-Kern-Status: Ready
Act-Sys-Status: Ready
Bootloader-Vers:

ステップ 11

システムを再起動します。
例：
FP9300-A /fabric-interconnect # top
FP9300-A# scope chassis 1
FP9300-A /chassis # reboot no-prompt
Starting chassis reboot. Monitor progress with the command "show fsm status"
FP9300-A /chassis #

システムは Firepower 4100/9300 シャーシの電源を最終的にオフにしてから再起動する前に、各
セキュリティ モジュール/エンジンの電源をオフにします。このプロセスには約 5 ～ 10 分かか
ります。
ステップ 12

システムのステータスをモニタします。サーバのステータスは「検出（Discovery）」から「構
成（Config）」、最終的には「OK」へと変わります。
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例：
FP9300-A# show server status
Server Slot Status
------- --------------------------------1/1
Equipped
1/2
Equipped
1/3
Empty

Overall Status
--------------------Discovery
Discovery

Discovery
--------In Progress
In Progress

FP9300-A# show server status
Server Slot Status
------- --------------------------------1/1
Equipped
1/2
Equipped
1/3
Empty

Overall Status
--------------------Config
Config

Discovery
--------Complete
Complete

FP9300-A# show server status
Server Slot Status
------- --------------------------------1/1
Equipped
1/2
Equipped
1/3
Empty

Overall Status
--------------------Ok
Ok

Discovery
--------Complete
Complete

総合的なステータスが「OK」になれば、システムは回復したことになります。引き続き、セ
キュリティ アプライアンス（ライセンス設定を含む）を再設定し、論理デバイスがあれば再作
成する必要があります。詳細については、次を参照してください。
• Firepower 9300 のクイック スタート ガイド [英語]：http://www.cisco.com/go/
firepower9300-quick
• Firepower 9300 のコンフィギュレーション ガイド [英語]：http://www.cisco.com/go/
firepower9300-config
• Firepower 4100 シリーズのクイック スタート ガイド [英語]：http://www.cisco.com/go/
firepower4100-quick
• Firepower 4100 シリーズのコンフィギュレーション ガイド [英語]：http://www.cisco.com/go/
firepower4100-config

Firepower Threat Defense のクラスタ メンバのディザスタ
リカバリ
この手順を使用して、ディザスタ リカバリのシナリオの後に、Firepower Threat Defense を備え
た Firepower 4100/9300 クラスタ メンバをオンラインにし、クラスタに戻します。クラスタ化
されたユニットに関連付けられている Firepower Threat Defense のアプリケーション バージョン
が同期していない場合、論理デバイスのイメージ バージョンの更新 （62 ページ）の説明手順
に従って同じバージョンにアップします。
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始める前に
エクスポート設定機能を使用して、Firepower 4100/9300 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 サーバまたはローカル コンピュータにエク
スポートします。詳細については、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 （293 ページ）を参照してください。
手順

ステップ 1 スレーブ ユニットが起動されると、バックアップが復元されます。設定のインポート方法につ
いては、コンフィギュレーション ファイルのインポート （298 ページ）を参照してください。
アプリケーションのインストールが開始します。
ステップ 2 ライセンス契約書に同意します。
ステップ 3 必要に応じて、クラスタ内の各ユニットのバージョンと一致するように、アプリケーションの
スタートアップ バージョンを設定します。アプリケーションのスタートアップ バージョンを
設定する方法については、論理デバイスのイメージ バージョンの更新 （62 ページ）を参照し
てください。
ステップ 4 アプリケーションのスタートアップ バージョンを変更したら、Firepower Threat Defense が実行
されるバージョンとスタートアップ バージョンが一致するようセキュリティ モジュールを再
初期化します。
a)

[Security Modules/Security Engine] ページに移動します。

b) Reinitialize Security Engine ボタンをクリックします。
c)

[Yes] をクリックして、変更を確認します。セキュリティ モジュールを再フォーマットし、
スタートアップ バージョンのアプリケーションを再インストールします。

アプリケーションがオンラインになり、クラスタに参加します。
ステップ 5 アプリケーション スタートアップ バージョンと実行中のバージョンが同じであることを確認
します。
a)

FXOS CLI で、セキュリティ サービス モードを開始します。
firepower scope ssa

b) アプリケーション インスタンスを表示します。
firepower /ssa # show app-instance
例：
firepower /ssa # show app-instance
App Name
Slot ID
Admin State Oper State
Running Version Startup Version
Profile Name Cluster State
Cluster Role
---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- -------------------------- --------------- -----------ftd
1
Enabled
Online
6.2.3.1624
6.2.3.1624
In Cluster
Slave

ステップ 6 Firepower Management Center で、スレーブ メンバを削除します。Firepower Management Center
設定ガイドの「Delete a Slave Member」を参照してください。
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ステップ 7 Firepower Management Center に回復した Firepower 9300/4100 スレーブ ユニットを再度追加しま
す。Firepower Management Center 設定ガイドの「Replace a Cluster Member」を参照してくださ
い。
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