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このガイドについて 
この事前設定済みデモンストレーションのガイドには、次の内容が含まれています。 

• 要件 

• 6.4 リリースとこのラボについて 

• シナリオの依存関係 

• トポロジ 

• はじめに 

• シナリオ 1：オブジェクト使用状況とヒット カウント 

• シナリオ 2：NGFW に SSH でアクセスするための RBAC 

• シナリオ 3：ファイル イベントを含むユニファイド ロギング 

• シナリオ 4：FMC におけるリモート アクセス VPN の強化 

• シナリオ 5：FDM におけるリモート アクセス VPN の強化 

• シナリオ 6：証明書ベースの認証を使用して、FMC と FDM の管理対象デバイスでサイト間 VPN 接続を行う 

• シナリオ 7：NGFW のデバイス API 
 

要件 
次の表に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。 

 
表 1. 要件 

 
必須 オプション 

● ラップトップ ● Cisco AnyConnect® 
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6.4 リリースとこのラボについて 
6.4 リリースでは、いくつかの機能が強化されています。このラボでは、そうした機能の多くに重点を置きます。 

 
シナリオ 1 では、6.4 の 2 つの新しい機能である、オブジェクトの使用状況、およびヒット カウントの演習を行います。オブ

ジェクトの使用状況は、限られた一連のオブジェクト タイプで使用できます。たとえば、ポリシー内のネットワーク オブジェク

トの使用状況を特定できます。ヒット カウントは、プレフィルタとアクセス コントロール ポリシーのルールで利用可能です。 

 

シナリオ 2 では、ユニファイド ロギングとコンテキスト クロス起動を設定してテストします。これらは 6.3 の機能です。6.4 で

は、ファイルとマルウェアのイベントがユニファイド ロギングに追加されました。 

シナリオ 3 では、NGFW への SSH アクセスに RBAC を設定してテストします。この機能は 6.4 で追加されていて、FMC と 

FDM の両方の管理対象デバイスで使用できます。 

シナリオ 4 と 5 の両方で、FTD 向けの新しい 6.4 RA VPN 機能（2 要素認証と二重認証を含む）を取り上げます。シナリオ 4 で

は FMC に、シナリオ 5 では FDM に注目します。 

シナリオ 6 では、6.4 で強化されたサイト間 VPN に重点を置きます。 
 
シナリオ 7 では、さまざまな API ツールを紹介します。これは、厳密には 6.4 の教材ではありませんが、6.4 では、API が強化さ
れています。 

 
 

シナリオの依存関係 
シナリオ間に依存関係はありません。シナリオは、任意の順序で実施することも、省略することもできます。 

 
シナリオ 4 とシナリオ 5 には多くの重複項目があります。受講者は、これらのシナリオのいずれかを実施します。両方の実施は

想定されていません。 

 

トポロジ 
このコンテンツには、スクリプト形式のシナリオと、ソリューションの機能を実例で示すために事前設定された管理ユーザとコン

ポーネントが含まれています。コンポーネントのほとんどは、管理ユーザ アカウントを使用して任意の設定が可能です。コン

ポーネントへのアクセスに使用する IP アドレスとユーザ アカウント クレデンシャルは、アクティブな dCloud セッションの [ト

ポロジ（Topology）] メニューのコンポーネント アイコンをクリックして確認でき、それらを使用する必要があるシナリオ内の手

順でも確認できます。 

 
注：わかりやすさを考慮して、この図にはすべての IP アドレスと VLAN を含めていません。 
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図 1.  dCloud のトポロジ 

 
 

クレデンシャル 
ログイン クレデンシャルは、必要なときにガイド内の手順で提示されます。ただし利便性を考慮して、以下の表にこれらのシナ

リオで使用されるクレデンシャルを示します。 

表 2. デバイスのログイン クレデンシャル 
 

VM ログイン パスワード 

FMC admin C1sco12345 

すべての NGFW admin C1sco12345 

すべての Windows ワークステーション Administrator C1sco12345 

Splunk admin C1sco12345 

ISE および ISE PIC admin C1sco12345 

内部 Linux サーバ root C1sco12345 

外部 Linux サーバ root C1sco12345 

CSR admin C1sco12345 
 
また、パッシブ認証と RBAC のために複数のユーザがすでに作成されています。 

 
表 3. ユーザ クレデンシャル 

 
ログイン パスワード 詳細 

dilbert C1sco12345 Engineering グループ内の Active Directory ユーザ 
harry C1sco12345 HR グループ内の Active Directory ユーザ 
ira C1sco12345 Finance および Investment グループ内の Active Directory ユーザ 
rita C1sco12345 IT グループ内の Active Directory ユーザ 
alicia C1sco12345 ISE のローカル ユーザ、FDM 管理者ユーザ 
oliver C1sco12345 ISE のローカル ユーザ、FDM 読み取り専用ユーザ 
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プレゼンテーションの前に 

 
Cisco dCloud では、実際の対象者の前でプレゼンテーションを行う前に、アクティブなセッションを使用して、このドキュメ

ントのタスクを実施しておくことを強く推奨します。そうすることで、ドキュメントとコンテンツの構成に慣れることができ

ます。 

場合によっては、環境を元の構成にリセットするため、このガイドのシナリオを完了した後に新しいセッションをスケジュー

ルする必要があります。 

プレゼンテーションを成功させるには入念な準備が不可欠です。 

ログイン パスワード 詳細 

victoria C1sco12345 ISE のローカル ユーザ、VPN ユーザ 
william C1sco12345 ISE のローカル ユーザ、FDM 読み取り/書き込みユーザ 

 

はじめに 
ログイン クレデンシャルは、必要なときにガイド内の手順で提示されます。ただし利便性を考慮して、以下の表にこれらのシ

ナリオで使用されるクレデンシャルを示します。 

 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 
 

1. dCloud セッションを開始します。[手順を見る] [英語] 

注：セッションがアクティブになるまで、最長で 10 分かかることがあります。 
 

2. このガイドでは、提示された詳細情報を使用して Jumpbox RDP セッションからすべてのデバイスに接続することを前提と

しています。 

注：Cisco AnyConnect VPN [手順を見る] [英語] またはラップトップのローカル RDP クライアント [手順を見る] [英語] を使用し
て、ワークステーションに接続することもできます。 
 
Jumper：198.18.133.50、ユーザ名：administrator、パスワード：C1sco12345 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
https://dcloud-cms.cisco.com/help/install_anyconnect_pc_mac
https://dcloud-cms.cisco.com/help/local_rdp_mac_windows
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シナリオ 1： オブジェクト使用状況とヒット カウント 
6.4 より前では、FMC でカスタム ワークフローを作成することで、アクセス コントロール ポリシー ルールのヒット カウントの

み生成することができました。6.4 では、アクセス コントロール ポリシー ルールとプレフィルタ ポリシー ルールの両方の標準機

能として、ヒット カウントが追加されています。また 6.4 では、制限付きオブジェクトの使用状況に関する情報が、一部のオブ

ジェクト タイプで追加されています。 

 
注：ヒット カウントは、6.4 の FDM でも使用できます。デバイス API のラボ演習で、それを確認できます。 

 

このシナリオの目的： 

• オブジェクト使用状況の機能を利用する。 

• ヒット カウント機能を使用する。 
 
 
イベントの生成 

 
1. Jumpbox で、[内部Linuxサーバ（Inside Linux Server）] への PuTTY セッションを開きます。root でログインします。パス

ワードは C1sco12345 を使用します。 

注：Chrome は Firefox よりも速くページを読み込みます（特に FMC の場合）。ただし、Chrome では、セキュリティ警告がより
頻繁に表示され、NGFW2 と NGFW3 のクレデンシャルがキャッシュされません。ブラウザはどちらでも使用できます。また、
両方のブラウザを使用することもできます。 
Chrome では、ブックマークは Firefox からインポートされたもので、次に示すようにブックマーク バーのサブフォルダ内にあり
ます。 

 

 
必要に応じて、Chrome と Firefox のいずれかを選択します。 

 

2. 内部 Linux サーバで、「makeevents」と入力します。これにより、さまざまなイベントが生成されます。 

3. 外部 Linux サーバへの PuTTY セッションを開きます。root でログインします。パスワードは C1sco12345 を使用します。 

4. 内部 Linux サーバと外部 Linux サーバの両方で、「ifup tun0」と入力します。これにより、NGFW1 を介して、これらの

サーバ間で GRE トンネルが確立します 

5. 内部 Linux サーバと外部 Linux サーバの両方で、「makehits」と入力します。これにより、これらのサーバ間で ICMP およ

び GRE トラフィックが生成されます。 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 6/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

オブジェクト使用状況の利用 
 

1. FMC で、[オブジェクト（Objects）] > [オブジェクト管理（Object Management）] に移動します。ネットワーク オブジェク

トのページが表示されます。 

2. オブジェクト Extranet129 の右側にある双眼鏡アイコンをクリックします。オブジェクトがプレフィルタとアクセス コント

ロール ポリシーの両方で使用されていることを確認します。 

 

 
3. ポリシー参照はリンクになっています。アクセス コントロール ポリシーのリンクをクリックします。オブジェクトが、[リ

セットしてブロック（Block with reset）] のルールで宛先として使用されていることを確認します。 

4. Web ブラウザで前に戻ります。Extranet129 のオブジェクト使用状況ページを再度開きます。今回はプレフィルタ ポリシー

へのリンクをクリックします。ここで、矛盾があることに注意します。アクセス コントロール ポリシーは Extranet129 への

トラフィックをブロックするように設定されていますが、プレフィルタ ポリシーは Extranet129 へのトラフィックを 

fastpath するように設定されています。これは、修正しないでください。 

 
 
ヒット カウントの活用 

 
1. 引き続き、プレフィルタ ポリシーのページを使用します。ページの右上隅にある [ヒットカウントの分析（Analyze Hit 

Counts）] をクリックします。  

2. NGFW1 デバイスを選択し、[現在のヒットカウントの取得（Fetch Current Hit Count）] をクリックします。 

 
 
注：プレフィルタ ルールでは、ヒット カウントは fastpath アクションまたはブロック アクションのルールに対してのみ維持され
ます。分析アクションを設定したルールでは、ヒット カウントは常に 0 になります。 

 

 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 7/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

3. 次の機能を検証します。 

a. 歯車アイコンをクリックすると、列を追加または削除できます。[最初のヒット時刻（First Hit Time）] 列は、デフォ
ルトで非表示に設定されています。 

 
 

b. ヒットしたルールのみ、またはヒットしたことがないルールのみを表示できます。 

c. 虫眼鏡のアイコンをクリックしてフィルタリングすることで、ルールを精査できます。 
 

d. ルール名を右クリックすると、そのルールのルール カウントをクリアできます。 
 

e. ルール名はリンクになっています。ルール名をクリックすると、プレフィルタ ポリシー内のルールを確認すること
ができます。 

 
4. ヒット カウント ポップアップの [アクセスポリシー（Access Policy）] にピボットします。Base_Policy アクセス コント

ロール ポリシーに対して、手順 1 ～ 3 を繰り返します。 
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シナリオ 2： NGFW に SSH でアクセスするための RBAC 

6.4 では、NGFW への SSH アクセスに RBAC を導入しています。これには、RADIUS のサービスタイプ属性を使用します。 

 
注：6.4 では、NGFW に SSH でアクセスするための RBAC を、FMC と FDM 両方の管理対象デバイスに利用できます。ただ
し、このラボでは、FMC の管理対象デバイスのみを考慮します。 

 

 
このシナリオの目的は、3 種類の SSH 認証の動作を対比することです。 

• 設定ユーザ：エキスパート モードを含む完全なアクセス権があります。これらのユーザには、6 のサービスタイプ属性が設
定されています。Alicia は設定ユーザです。 

• 基本ユーザ：アクセスが制限されていて、設定 CLI とエキスパート モードを使用できません。これらのユーザには、6 以外
のサービスタイプ属性が設定されています。William は基本ユーザです。 

• アクセス権のないユーザ：これらのユーザには、サービスタイプ属性が定義されていません。 
 
 

ISE 設定の検査（オプション） 
 

1. 新しいブラウザ タブを開いて、ブックマーク バーの [ISE] ブックマークをクリックします。admin として ISE にログインし

ます。パスワードは C1sco12345 を使用します（これらのクレデンシャルは事前に入力されています）。 

2. [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）] に移動します。

Alicia、Oliver、William の [ユーザIDグループ（User Identity Groups）] を確認します。これらは、FDM RBAC と NGFW 

SSH RBAC の両方をテストするように設定されています。 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 9/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

3. [ポリシー（Policy）] > [ポリシーセット（Policy Sets）] に移動します。[ロールベースアクセスコントロール（Role Based 

Access Control）] ポリシー セットの右側にある [>] 記号をクリックします。 

 
 

4. [許可ポリシー（Authorization Policy）] を展開し、以下を確認します。 

FDM_Read_Only グループに属している Oliver には Secops 認証プロファイルが割り当てられます。 

FTD_CLI_Basic グループに属している William には Netops 認証プロファイルが割り当てられます。 

FTD_CLI_Config グループに属している Alicia には Firewall_admin 認証プロファイルが割り当てられます。 

 
5. [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [認可（Authorization）] > [認可プロファイ

ル（Authorization Profiles）] に移動します。3 つのプロファイル、Firewall_Admin、Netops、Secops が追加されているこ

とを確認します。 
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6. 各プロファイル名をクリックし、ページの一番下までスクロールします。サービスタイプ属性値が次のように設定されてい

ることを確認します。Firewall_Admin は 6、Netops は 1、Secops は未定義。以下に、Firewall_Admin 認証プロファイル

の情報を示します。 

 
 
 

FMC で、NGFW に SSH でアクセスするための RBAC を設定する 
 

1. FMC で、[システム（System）] > [ユーザ（User）] > [外部認証（External Authentication）] に移動します。[外部認証オブ

ジェクトの追加（Add External Authentication Object）] をクリックします。 

 
 

2. [認証方法（Authentication Method）] で [RADIUS] を選択します。[外部認証オブジェクト（External Authentication Object）] 

の [名前（Name）] を入力します。[ホスト名/IPアドレス（Host Name/IP Address）] に「ise.dcloud.local」と入力します。

ポートの設定は 1812 のままにします。[RADIUS秘密キー（RADIUS Secret Key）] に C1sco12345 を入力します。ページの

一番下までスクロールし、[保存（Save）] をクリックします。 

 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 11/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

3. 外部認証オブジェクトを有効にします。デフォルトのユーザ ロールに関する警告は無視します。[保存して適用（Save and 

Apply）] をクリックします。 

 
 

4. 確認画面が表示されたら、[変更の適用（Apply Changes）] をクリックします。 

 
 

5. [デバイス（Devices）] > [プラットフォーム設定（Platform Settings）] に移動して、NGFW1_Platform_Settings プラット

フォーム設定を編集します。 

6. 左側のナビゲーション フレームから [外部認証（External Authentication）] を選択します。外部認証オブジェクトが、すでに

存在していることに注意してください。このオブジェクトを有効にします。 

7. プラットフォーム設定の変更を保存して、NGFW1 に導入します。 
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NGFW に SSH アクセスするための RBAC をテストする 
 

1. NGFW1 への PuTTY セッションを開きます。 

2. oliver としてログインを試みます。パスワードは C1sco12345 を使用します。SSH アクセスが拒否されます。 

 

Oliver が、再度ログインを試みると、FTD は無効なパスワードが入力されたかのようにクレデンシャルを拒否します。  

3. PuTTY セッションのタイトル バーを右クリックし、[セッションの再開（Restart Session）] を選択します。 

4. william としてログインを試みます。パスワードは C1sco12345 を使用します。SSH アクセスは拒否されますが、メッセー

ジが異なることに注目します。 

 
 

5. william として再度ログインを試みます。正常にログインできます。「configure?」と入力します。William に許可される設

定コマンドが、configure password のみであることを確認します。また、「expert」と入力し、William がエキスパート 

モードに変更できないことを確認してください。NGFW1 からログアウトします。 

6. alicia としてログインを試みます。パスワードは C1sco12345 を使用します。SSH アクセスが拒否されます。William と同

じメッセージが表示されます。 

7. alicia として再度ログインを試みます。正常にログインできます。「configure?」と入力します。さまざまな設定コマンド

を使用できることを確認します。「expert」と入力し、Alicia がエキスパート モードを利用できることを確認します。 
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シナリオ 3： ファイル イベントを含むユニファイド ロギング 

6.3 リリースでは、イベントに関連するアーキテクチャと機能が大幅に変更されました。その主な目的は、NGFW から直接、任意

の Syslog サーバに接続イベントを送信できるようにすることです。一部のセキュリティ指向イベント（ポリシー違反イベント）

は、引き続き FMC に送信可能です。この機能強化のメリットとしては、FMC のスケーリングや SIEM との統合の強化などが挙

げられます。 

この拡張機能は、次のようにまとめることができます。 
 

• データ プレーンと Firepower モジュールから送信される Syslog イベントを統合します。FMC での Syslog 設定を簡素化し
ます。 

• Syslog イベントにより多くの情報が追加されるため、すべての重要な接続イベントの情報を把握できます。 

• 新しい外部ルックアップ機能を利用して SIEM との統合が強化されます。 

6.3 では、接続イベントと侵入イベントの両方で、ユニファイド ロギング アーキテクチャを利用できます。6.4 では、ファイル 

イベントが追加されました。このシナリオの目的： 

• Splunk に、接続、侵入、マルウェアの各イベントが送信されるように FMC を設定する 

• Splunk への外部ルックアップ クエリを作成してテストする 
 
 

NGFW1 のプラットフォーム設定を作成する 
 

1. FMC で、[デバイス（Devices）] > [プラットフォーム設定（Platform Settings）] に移動します。  

2. NGFW1_Platform_Settings プラットフォームの設定を編集します。 

3. 左側のナビゲーション ペインで [Syslog] を選択します。[ロギングの設定（Logging Setup）] タブが選択されます。[ロギング

の有効化（Enable Logging）] チェックボックスをオンにします。 
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4. [Syslogサーバ（Syslog Servers）] タブを選択します。TCP Syslog を使用している場合は、該当のチェックボックスをオフに

することに注意してください。Syslog サーバが使用できない限り、トラフィックは NGFW を通過しません。これにより、ロ

ギングなしではトラフィックが許可されないことが保証されます。このシナリオではこの機能は使用しません。 

 
 

5. [追加（Add）] をクリックして、Syslog サーバを追加します。 

a. [IPアドレス（IP Address）] に「198.19.10.15」と入力します。これはポッドの Splunk サーバの IP アドレスです。 

b.  [UDP] ラジオボタンが選択されていることを確認します。 

c. [ポート（Port）] を「8514」に変更します。 

d. [選択したゾーン/インターフェイス（Selected Zones/Interfaces）] に [InZone] を追加します。 

6. [OK] をクリックして Syslog サーバを追加します。[保存（Save）] をクリックし、プラットフォーム設定への変更を保存し
ます。 
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NGFW1 の侵入ポリシーを変更する 
 

1. [ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] > [侵入（Intrusion）] に移動します。  

2. [デモ侵入ポリシー（Demo Intrusion Policy）] を編集します。 

3. [詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。[Syslogアラート（Syslog Alerting）] を有効にします。 

4. 鉛筆アイコンをクリックして、[Syslogアラート（Syslog Alerting）] を編集します。[施設（Facility）] を [LOCAL4] に設定し

ます（接続イベントのロギングとの整合性を維持するため）。また、[重大度（Severity）] を [INFO] に設定します。 

 
 

5. [ポリシー情報（Policy Information）] をクリックします。[変更を確定（Commit Changes）] をクリックします。 

6. プロンプトが表示されたら [OK] をクリックします。 

 
 

NGFW1 のアクセス コントロール ポリシーを変更して、その変更を導入する 
 

1. [ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] > [アクセス制御（Access Control）] の順に選択します。  

2. Base_Policy を編集します。 
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3. [ロギング（Logging）] タブを選択します。プラットフォーム設定で設定された Syslog サーバへの [INFO]（以上の）メッ

セージの送信を有効にします。また、[ファイルとマルウェアの設定（Files and Malware Settings）] で、ファイル イベントの

ロギングを有効にします。次の図を見てください。 

4. [ルール（Rules）] タブを選択します。デフォルト アクションの前に最後のルールを編集します。このルールの名前は、

Allow Outbound です。このルールの [ロギング（Logging）] セクションで、[接続開始時にロギング（Log at Beginning of 

Connection）] と [接続終了時にロギング（Log at End of Connection）] をオンにします。ロギング先を [イベントビューア

（Event Viewer）] から [Syslogサーバ（Syslog Server）] に変更します。[保存（Save）] をクリックして変更を保存します。 

 
 

5. [保存（Save）] をクリックして、このルールの変更内容を保存します。 

6. [保存（Save）] をクリックして、アクセス コントロール ポリシーの変更を保存します。 

7. NGFW1 に変更を導入します。導入が完了するまで待たないでください。 
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Splunk への外部ルックアップを作成する 

 
注：外部ルックアップは管理対象デバイスに導入されません。FMC でのみ利用可能です。時間を節約するために、設定の導入
中にこのタスクを実行します。 

 

1. Jumpbox デスクトップで、Strings to cut and paste という名前のファイルを開きます。このファイルの冒頭に 3 つの 

Splunk クエリがあります。最初のクエリがこのシナリオで使用されます。 

2. FMC で、[分析（Analysis）] > [詳細（Advanced）] > [状況に応じた相互起動（Contextual Cross-launch）] に移動します。

[新しい相互起動（New Cross-launch）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「Splunk IP」と入力します。 
 

b. [URLテンプレート（URL Template）] に、Strings to cut and paste ファイルから以下の文字列を切り取って貼り付

けます。https://splunk.dcloud.local:8000/en-US/app/search/search?q=search "SrcIP%3A {ip}" OR "DstIP%3A 

{ip}"。このクエリでは、{ip} が唯一の変数です。 

c. [保存（Save）] をクリックしてこの相互起動を保存します。 

 
設定をテストする 

 
1. Firefox ブラウザで新しいタブを開きます。ブックマーク ツールバーで [Splunk] ブックマークをクリックします。admin とし

て、パスワード C1sco12345 でログインします（このクレデンシャルは自動的に入力されているはずです）。ログイン後、

[FMC] タブに戻ります。 

2. NGFW1 の変更内容の導入が完了するまで待ちます。 

3. 内部 Linux サーバで makeevents コマンドを実行します。これにより、いくつかの、接続、侵入、ファイルのイベントが新

しく生成されます。 

4. FMC で、[分析（Analysis）] > [接続（Connections）] > [イベント（Events）] の順に選択します。 

a. いずれかの接続イベントで 198.18.133.200 を右クリックします。他の多くのクエリとともに [Splunk IP] クエリが表

示されていることに注目します。 
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b. [Splunk IP] を選択してクリックします。これにより新しいタブで Splunk が起動します。 
 

c. FMC のイベント ビューアで表示されなかったイベントが多く存在することを確認します。詳細情報を確認します

（ネットワーク プロトコルによって内容は異なります）。 

5. 5 つのイベント タイプがあり、イベント タイプ ID がそれぞれ異なります。  

430001 - 侵入イベント 

430002 - 接続の開始  

430003 - 接続の終了  

430004 - ファイル イベント 

430005 -ファイル マルウェア イベント 

これらの各番号をフィルタに追加することで、各イベント タイプと、そのイベント タイプに関連するオブザーバ情報を検索

します。たとえば、次のスクリーンショットでは、イベント タイプ ID 430005 を示しています。SHA256 や脅威名など、マ

ルウェアに関連する情報が表示されています。 
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6. （オプション）FMC で、[分析（Analysis）] > [ファイル（Files）] > [マルウェアイベント（Malware Events）] に移動しま

す。[イベントのテーブルビュー（Table View of Events）] にドリルダウンします。 いずれかの IP アドレスを右クリックし

ます。使用可能なアクションを確認します。 

7. （オプション）FMC で、[分析（Analysis）] > [侵入（Intrusions）] > [イベント（Events）] に移動します。[イベントのテー

ブルビュー（Table View of Events）] にドリルダウンします。 いずれかの IP アドレスを右クリックします。使用可能なアク

ションを確認します。 
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シナリオ 4： FMC におけるリモート アクセス VPN の強化 

6.4 の FMC では、新しい機能が追加され、有効かつセキュアなリモート アクセス VPN ソリューションをセットアップできるよ

うになりました。多要素認証（MFA）と ISE ポスチャ評価を、次世代ファイアウォール機能に連携させることで、リモート VPN 

ユーザの可視性が向上し、きわめて詳細なレベルでのポリシー適用が可能になります。MFA を有効にするには、クライアント証

明書、RADIUS クレデンシャル（AD と統合された ISE）、Duo OTP を組み合わせるほか、Push 方式を採ります。また、MFA を

ポスチャ評価とともに使用して、セカンダリ認証サーバまたは二重認証を導入できます。FMC では、LDAPS を介した Duo クラ

ウドへの直接接続、または RADIUS ベースの Duo 認証プロキシを介した接続によって Duo と統合できます。どちらの方法も検

証します。 

 
注：このシナリオでは ISE を使用します。時間の節約のためとラボでの ISE の調整を回避するために、ISE は事前に設定されて
います。このラボには ISE-PIC も含まれていますが、完全には設定されていません。 

 
このシナリオの目的： 

• MFA と、認可変更による ISE ポスチャ評価を使用する RA VPN の設定に必要なオブジェクトを作成する。 

• RA VPN セットアップ ウィザードを実行する。 

• ISE のポスチャ評価を使用して RA VPN MFA をテストする。 
 
 

Duo アカウントを作成してモバイル デバイスを登録する 

 
注：すでに Duo アカウントがあり、モバイル デバイスをそのアカウントに登録済みの場合は、このセクションをスキップして、
「Firepower アプリケーションを追加して VPN ユーザを Duo アカウントに登録する」セクションに進み、モバイル デバイスを 
Duo アカウントに登録します。 

1. RA VPN 認証の要素として Duo を使用するため、最初に自身の Duo アカウントを設定します。Duo では、無料トライアル 

アカウントを作成して、モバイル デバイスにリンクさせることができます。これは、ラボ演習で十分に使用できる設定です。 

2. https://duo.com/docs/getting-started [英語] に移動して「Getting Started」セクションの手順 1 ～ 4 に従います。 

https://duo.com/docs/getting-started
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3. 完了したら、次のセクションに進んで、テスト VPN ユーザと Firepower アプリケーションを自分のアカウントに追加でき

ます。 

 
Firepower アプリケーションを追加して VPN ユーザを Duo アカウントに登録する 

 
1. Duo Admin Panel [英語] にログインし、[Applications] に移動します。  

2. アプリケーション リストで [Cisco Firepower Threat Defense VPN] を見つけます。 

 

https://admin.duosecurity.com/
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3.  [Protect this Application] をクリックして、統合キー、秘密キー、および API のホスト名を取得します。 

 
 
注：秘密キーはパスワードと同じように取り扱う 
 
Duo アプリケーションのセキュリティは、秘密キー（skey）のセキュリティに関連付けられています。機密性の高いクレデン
シャルと同じようにそれを保護します。どのような場合にも、それを、許可されていない個人と共有したり、電子メールで他人に
送信したりしないでください。 

 

4. このアプリケーションに関連付けられた機能は、「ポリシー」など、その他にも多数ありますが、このラボでは取り上げま

せん。 

5. ここで、テストに使用する VPN ユーザ アカウントを追加してみましょう。[Duo Admin Panel] の [Users] に移動し、[Add 

User] をクリックします。[Username] フィールドに「vpnuser」と入力し、[Add User] をクリックします。 

 
 
注：登録用の SMS メッセージを受信できない場合は、手順 6 に従ってください。それ以外の場合は、手順 7 に進みます。 
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6. [vpnuser] ダッシュボードで、登録に使用できる電子メール アドレスを追加します。[Save Changes] をクリックします。こ

こで、[Send Enrollment Email] リンクをクリックすると、電話番号やその他の 2FA 認証デバイスを追加できるリンクが含ま

れたメッセージを受信できます。手順 12 に進みます。 

 

7. 登録メッセージが送信されるように、[vpnuser] ダッシュボードで電話番号を追加します。新しいユーザの詳細ページを下に

スクロールして [Phones] テーブルに移動し、[Add Phone] をクリックします。 

 
8. [Phone] を選択し、電話番号を入力します（タブレットを追加する場合は、このフィールドは空白のままにします）。[Add 

Phone] ボタンをクリックします。 
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9. ドロップダウン メニューから適切な電話の [Type] と [Platform] を選択し、[Device name] を入力します（このフィールドは

空白のままでも構いません）。デバイスがスマートフォンであることがわかっていて、プラットフォームが不明の場合は、

[Generic Smartphone] を選択します。実際のプラットフォームは、ユーザがアクティベーションを完了したときに設定され

ます。[Save Changes] ボタンをクリックします。 

10. [Device Info] セクションで [Activate Duo Mobile] リンクをクリックします。このリンクは、電話機のタイプを [Mobile] に設

定し、プラットフォームに [Unknown] 以外を選択した場合にのみ使用できます。次のページで [Duo Mobile Activation Code] 

ボタンをクリックします。 
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11. 次に、送信可能な 2 つのテキスト メッセージが表示されます。最初のメッセージには、ユーザが Duo Mobile をインストー

ルするのに役立つリンクがあります。2 番目のメッセージには、アカウントを、自分の Duo Mobile アプリにすぐに追加でき

るコードがあります。[Send Instructions by SMS] ボタンをクリックして、ユーザの電話機にテキスト メッセージを送信し

ます。 

 
 

12. 電子メール メッセージまたは SMS メッセージが届きます。それには、アクティベーション リンクと QR コードのほか、す

べてのサポート対象プラットフォームの Duo Mobile アプリにアクセス可能なリンクが記載されています。デバイスでリンク

を開くか、Duo Mobile アプリで QR コードをスキャンして、Duo アカウントを追加し、vpnuser を有効にする必要がありま

す。完了すると、Duo アカウントが追加され、vpnuser が完全に有効になります。 

 
このシナリオに必要なオブジェクトを作成する 

 
注：これらのオブジェクトのほとんどは、RA VPN ウィザードを実行しながら作成できます。RA VPN 設定のコンポーネントに
慣れていない管理者には、ウィザードの方が効率的なアプローチかもしれませんが、このシナリオでは独立したタスクでオブ
ジェクトを作成します。オブジェクトを作成しておくことで、RA VPN ウィザードを後で容易に実行できます。 

1. FMC で、[オブジェクト（Objects）] > [オブジェクト管理（Object Management）] に移動します。 
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2. [ネットワークの追加（Add Network）] > [オブジェクトの追加（Add Object）] の順にクリックします。「VPNPoolIPs」と

いう IP 範囲オブジェクトを、IP アドレス範囲を「198.19.10.57-198.19.10.62」に設定して作成します。このオブジェクト

は、NAT 免除の作成に使用されます。 

3. [ネットワークの追加（Add Network）] > [オブジェクトの追加（Add Object）] の順にクリックします。「LAN_Network」と

いうホスト オブジェクトを、IP アドレスを「198.19.10.0/24」に設定して作成します。 

 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 27/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

4. [ネットワークの追加（Add Network）] > [オブジェクトの追加（Add Object）] の順にクリックします。「ISE_Server」とい

うホスト オブジェクトを、IP アドレスを「198.19.10.130」に設定して作成します。 

 

5. [ネットワークの追加（Add Network）] > [オブジェクトの追加（Add Object）] の順にクリックします。「DNS_Server」と

いうホスト オブジェクトを、IP アドレスを「198.19.10.100」に設定して作成します。 

 
 
注：最も強力なセキュリティを実現するために、スプリット トンネリングは使用しないことをお勧めします。ただし、
AnyConnect を実行するエンドポイントのコンソール アクセスがないため、このシナリオではスプリット トンネリングを使用す
る必要があります。dCloud でエンドポイントにアクセスするにはさまざまな方法があるため、これらすべての潜在的なアクセス 
アドレスを回避する標準 ACL を作成する必要があります。これを、ここで行います。 

 

6. 左側のナビゲーション ペインで、[アクセスリスト（Access List）] > [標準（Standard）] の順に選択します。[標準アクセス

リストを追加（Add Standard Access List）] をクリックします。 
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7. 10.0.0.0/8、198.19.255.0/24、および 198.18.133.50 を許可する ACE を使用して、「SplitTunnel」という標準アクセス リ

ストを作成します。これを行うには、[選択済みネットワーク（Selected Network）] ボックスの下のテキスト ボックスにこ

れらのネットワークを入力し、[追加（Add）] をクリックします。 

 

8.  [保存（Save）] をクリックしてアクセス リストを保存します。 
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9. 左側のナビゲーション ペインから、[アクセスリスト（Access List）] > [拡張（Extended）] の順に選択します。[拡張アクセ

スリストの追加（Add Extended Access List）] をクリックします。 

10. 以下のような「redirect」という拡張アクセス リストを作成します。これは、ポスチャ評価の実行時に ISE にリダイレクト

されるトラフィックの決定に使用されます。[アクション（Action）] が [ブロック（Block）] の ACE は、リダイレクトから除

外されます。 

 

11. 左側のナビゲーション ペインから、[アドレスプール（Address Pools）] > [IPv4プール（IPv4 Pools）] の順に選択します。

[IPv4プールの追加（Add IPv4 Pools）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「VPNPool」と入力します。 
 

b. [IPv4アドレス範囲（IPv4 Address Range）] に「198.19.10.57-198.19.10.62」と入力します。 
 

c. [マスク（Mask）] に「255.255.255.248」と入力します。 
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注：VPNPoolIPs オブジェクトと VPNPool オブジェクトは IP アドレス範囲が同じですが、オブジェクト型は異なります。
VPNPool は RA VPN オブジェクトで参照され、VPNPoolIPs は NAT 免除の設定に使用されます。 

 

12. 左側のナビゲーション ペインから、[VPN] > [AnyConnectファイル（AnyConnect Files）] の順に選択します。 

13. [AnyConnectファイルの追加（Add AnyConnect File）] をクリックします。[参照（Browse）] をクリックし、Jumpbox デスク

トップの RA VPN フォルダから AnyConnectProfile.xml ファイルを選択します。残りのフィールドには自動入力されます。 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 31/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

14. [AnyConnectファイルの追加（Add AnyConnect File）] をクリックします。[参照（Browse）] をクリックし、Jumpbox デス

クトップの RA VPN フォルダから anyconnect-win-4.7.01076-webdeploy-k9.pkg を選択します。残りのフィールドには自

動入力されます。 

 

15. 左側のナビゲーション ペインから、[PKI] > [証明書の登録（Cert Enrollment）] の順に選択します。[証明書の登録の追加

（Add Cert Enrollment）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「NGFW1_Outside」と入力します。 
 

b. [登録タイプ（Enrollment Type）] ドロップダウン メニューから [PKCS12ファイル（PKCS12 File）] を選択します。 
 

c. [参照（Browse）] をクリックし、Jumpbox デスクトップの Certificates フォルダから ngfw-dcloud.pfx を選択し
ます。 

 
d.  [パスフレーズ（Passphrase）] に「C1sco12345」と入力します。 
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ISE の RADIUS サーバ グループを作成し設定する 
 

1. 左側のナビゲーション ペインから、[RADIUSサーバグループ（RADIUS Server Group）] を選択します。[RADIUSサーバグ

ループの追加（Add RADIUS Server Group）] をクリックします。 

a. グループ名を「ISE_RADIUS」にします。 
 

b. [動的な許可を有効にする（Enable dynamic authorization）] チェックボックスをオンにします。 
 

c. 緑色の [+] 記号をクリックして RADIUS サーバを追加します。 
 

2. 次の情報を入力します（その他の属性はデフォルトのままにしておきます）。 

a. [IPアドレス/ホスト名（IP Address/Hostname）] に「198.19.10.130」と入力します。 
 

b. [キー（Key）] に「C1sco12345」と入力します。 
 

c. [特定のインターフェイス（Specific interface）] ラジオボタンを選択し、ドロップダウン メニューから [InZone] を選
択します。 
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d. [リダイレクトACL（Redirect ACL）] に [redirect] を選択します。 

 

3. [保存（Save）] をクリックし、この RADIUS サーバを RADIUS サーバ グループに追加します。完了すると、RADIUS サー

バ グループは以下のようになるはずです。[保存（Save）] をクリックします。 

 
注：実装する Duo 統合のタイプに応じて、次の 2 つのセクションのいずれかを実行できます。1 つ目は、ファイアウォールと 
Duo クラウド間の LDAPS 直接接続を使用します。2 つ目は、ラボの目的に合わせて設定済みの認証プロキシ サーバを使用しま
す。LDAPS 方式では、Duo Application Dashboard で取得した、統合キー、秘密キー、および API のホスト名を手元に保持する
必要があります。 
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Duo に接続する LDAP サーバを作成して設定する 
 

1. [システム（System）] > [統合（Integration）] >[レルム（Realm）] の順に選択します。[新しいレルムの追加（Add a new 

realm）] をクリックします。 

 
a. Duo-LDAPS レルムを呼び出します。 

 
b. [タイプ（Type）] を [LDAP] に変更します。 

 
c. [ディレクトリユーザ名（Directory Username）] は、dc=INTEGRATION_KEY,dc=duosecurity,dc=com の形式になり

ます。 
 

d. [ディレクトリパスワード（Directory Password）] には、秘密キーを入力します。 
 

e. [ベースDN（Base DN）] と [グループDN（Group DN）] も、dc=INTEGRATION_KEY,dc=duosecurity,dc=com の形
式になります。 

 
f. その他の属性はデフォルトのままにして、[OK] をクリックします。 

2. [ディレクトリの追加（Add directory）] をクリックします。 

 
a. [ホスト名/IPアドレス（Hostname/IP Address）] に、API のホスト名を入力します。 

 
b. [暗号化（Encryption）] に [LDAPS] を選択します。[SSL証明書（SSL Certificate）] に [DigiCert-High-Assurance] を

選択します。 
 

c. [テスト（Test）] をクリックします。テストが成功します。その後 [OK] をクリックします。 
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3. [保存（Save）] をクリックします。レルムの状態を有効にします。 

4. もう 1 つ注意すべき点があります。Duo では、cn が LDAP ネーミング属性である必要があります。これは LDAP サーバの 

UI では設定できないため、Flexconfig を使用します。[デバイス（Devices）] > [FlexConfig] に移動します。 

5. [新しいポリシーの追加（Add a new Policy）] をクリックします。 

a. 名前を Duo-LDAPS-Flexconfig に設定します。 
 

b. デバイスとして NGFW1 を追加し、[保存（Save）] をクリックします。 
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6. [+ FlexConfigオブジェクト（+ FlexConfig Object）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に Duo-LDAPS-CN を入力します。 
 

b. [導入（Deployment）] を [毎回（Everytime）] に変更します。 
 

c. 次の設定行を追加します。 

 
d. [保存（Save）] をクリックします。 

 

7. 新しく作成したオブジェクトを [使用可能なFlexConfig（Available FlexConfig）] から選択して追加します。[保存（Save）] 

をクリックします。 
 

 
デバイスには、まだ変更を導入しないでください。 

aaa-server Duo-LDAPS host <API のホスト名> 
ldap-naming-attribute cn 
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Duo 認証プロキシの RADIUS サーバ オブジェクトを作成して設定する 
 

1. 便宜上、すでに、内部の Active Directory サーバで Duo 認証プロキシ アプリケーションを設定しています。このサーバへの 

RDP セッションを開始して、認証プロキシの設定ファイルを確認できます。このファイルは、C:\Program Files (x86)\Duo 

Security Authentication Proxy\conf にあります。 

2. ikey、skey、および api_host を、Duo アカウントの値に変更します。完了後、保存してファイルを閉じます。 

3. AD サーバで、Services.msc を開き、Duo 認証プロキシのサービスを再起動します。これが成功したことを確認します。 

4. C:\Program Files (x86)\Duo Security Authentication Proxy\bin に移動して、authproxy_connectivity_tool を実行します。 
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5. 接続テストが成功したかどうかを確認するには、C:\Program Files (x86)\Duo Security Authentication Proxy\log に移動

し、connectivity_tool ファイルを開きます。ファイルの一番下までスクロールし、次のログが出力されていることを確認し

ます。 

2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'duo_only_client' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {} 

2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] There are no configuration problems 2019-03-
17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'radius_server_auto' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {'api_host': 'api-29acc416.duosecurity.com', 

'client': 'duo_only_client', 
'failmode': 'safe', 
'ikey': 'DIBS6UGGW1KH44Y7LJCH', 
'port': '1812', 
'radius_ip_1': '198.19.10.1', 
'radius_ip_2': '198.19.10.2', 
'radius_ip_3': '198.19.10.3',  
'radius_secret_1': '*****',  
'radius_secret_2': '*****',  
'radius_secret_3': '*****',  
'skey': '*****[40]'} 

2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] There are no configuration problems  
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'duo_only_client' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {} 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] No testing to be done for section.  
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'radius_server_auto' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {'api_host': 'api-29acc416.duosecurity.com', 

'client': 'duo_only_client', 
'failmode': 'safe', 
'ikey': 'DIBS6UGGW1KH44Y7LJCH',  
'port': '1812', 
'radius_ip_1': '198.19.10.1', 
'radius_ip_2': '198.19.10.2', 
'radius_ip_3': '198.19.10.3',  
'radius_secret_1': '*****',  
'radius_secret_2': '*****',  
'radius_secret_3': '*****',  
'skey': '*****[40]'} 

2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] The RADIUS Server has no connectivity problems. 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] SUMMARY 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] No issues detected 

 

6. FMC で、[オブジェクト（Object）] > [RADIUSサーバグループ（RADIUS Server Group）] に移動します。  

7. [RADIUSサーバグループの追加（Add RADIUS Server Group）] をクリックします。 

a. Duo_Auth_Proxy グループを呼び出します。 
 

b. 緑色の [+] 記号をクリックして RADIUS サーバを追加します。 
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8. 次の情報を入力します（その他の属性はデフォルトのままにしておきます）。 

a. [IPアドレス/ホスト名（IP Address/Hostname）] に「198.19.10.100」と入力します。 

b. [キー（Key）] に「C1sco12345」と入力します。 

c. [特定のインターフェイス（Specific interface）] ラジオボタンを選択し、ドロップダウン メニューから [InZone] を選
択します。 

 
 

9. [保存（Save）] をクリックし、この RADIUS サーバを RADIUS サーバ グループに追加します。完了すると、RADIUS サー

バ グループは以下のようになるはずです。[保存（Save）] をクリックします。 
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NGFW1 が Duo API のホスト名を解決できるように DNS サーバを設定する 
 

1. [オブジェクト（Objects）] > [オブジェクト管理（Object Management）] > [DNSサーバグループ（DNS Server Group）] に

移動します。[DNSサーバグループの追加（Add DNS Server Group）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「DCloud-DNS」と入力します。 
 

b. [デフォルトドメイン（Default Domain）] に「dcloud.local」と入力します。 
 

c. [DNSサーバ（DNS Server）] に「198.19.10.100」を入力します。 
 

d. [保存（Save）] をクリックします。 

 
2. [デバイス（Devices）] > [プラットフォーム設定（Platform Settings）] の順に選択します。[新しい脅威防御設定ポリシーの

追加（Add a new Threat Defense Settings Policy）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「NGFW1_Platform_Settings」を入力します。 
 

b. [選択されたデバイス（Selected Device）] に [NGFW1] を追加します。 
 

c. [保存（Save）] をクリックします。 
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3. [DNS] に移動します。 

a. [デバイスによるDNS名解決を有効にする（Enable DNS name resolution by device）] をオンにします。 
 

b. [DNSサーバグループ（DNS Server Group）] ドロップダウンから [DCloud-DNS] を選択します。 
 

c. [インターフェイスオブジェクト（Interface Objects）] に [InZone] を追加します。 
 

d. [保存（Save）] をクリックします。 

 
 
デフォルト グループ ポリシー（DfltGrpPolicy）を編集する 

 
注：通常 VPN グループ ポリシーの編集（または新しいグループ ポリシーの追加）は、RA VPN ウィザードの実行中に行いま
す。ここでは、作業の明確化のためと RA VPN ウィザードの実行を容易にするために、このタスクを独立して行います。 

1. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[オブジェクト（Objects）] > [オブジェクト管理（Object Management）] > [VPN] > 

[グループポリシー（Group Policy）] に移動します。鉛筆アイコンをクリックして、DfltGrpPolicy を編集します。 

2. [一般（General）] > [VPNプロトコル（VPN Protocols）] の下で、[IPsec-IKEv2] をオフにします。 
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3. [一般（General）] > [DNS/Wins] を選択します。 

a. [プライマリDNSサーバ（Primary DNS Server）] ドロップダウン リストから [DNS_Server] を選択します。 
 

b. [デフォルトドメイン（Default Domain）] に「dcloud.local」と入力します。 
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4. [一般（General）] > [スプリットトンネル（Split Tunnel）] を選択します。 

a. [IPv4スプリットトンネリング（IPv4 Split Tunneling）] ドロップダウン リストから、[以下に指定したネットワーク
を除外する（Exclude networks specified below）] を選択します。 

b. [標準アクセスリスト（Standard Access List）] ドロップダウンリストから、[SplitTunnel] を選択します。 

5. [AnyConnect] > [プロファイル（Profiles）] を選択します。[クライアントプロファイル（Client Profile）] ドロップダウン リ

ストから、[AnyConnectProfile.xml] を選択します。 
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6. [保存（Save）] をクリックして DfltGrpPolicy への変更を保存します。 

注：通常、この時点で AnyConnect ライセンスを有効にすることもできます。ただし、これはすでに設定済みです。それを確認す
るには [システム（System）] > [ライセンス（Licenses）] > [スマートライセンス（Smart License）] に移動します。FMC で評価
ライセンスが使用されている一方で、輸出規制対象の機能が有効になっていることがわかります。通常はこのことは不可能である
ため、評価ライセンスでは SSL VPN をライセンス供与できません。 

 
 
リモート アクセス VPN ウィザードを実行する 

 

1. [デバイス（Devices）] > [VPN] > [リモートアクセス（Remote Access）] に移動します。 

2. [追加（Add）] ボタン、または [新しい設定の追加（Add new configuration）] テキストをクリックします。 

3. [ポリシー割り当て（Policy Assignment）] ページで、以下の手順を実行し、[次へ（NEXT）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「RAVPN」と入力します。 
 

b. [VPNプロトコル（VPN Protocols）] で [IPsec-IKEv2] をオフにします。 
 

c. [ターゲットデバイス（Target Devices）] で [NGFW1] を選択します。 

 
4. [接続プロファイル（Connection Profile）] ページで、以下の手順を実行し、[次へ（NEXT）] をクリックします。 

a. [認証方式（Authentication Method）] で、[クライアント証明書とAAA（Client Certificate & AAA）] を選択します。 
 

b. ユーザ名は共通名から抽出するため、[証明書のユーザ名（Username From Certificate）] はそのままにしておきます。 
 

c. [認証サーバ（Authentication Server）]、[認可サーバ（Authorization Server）]、[アカウンティングサーバ
（Accounting Server）] で、[ISE_RADIUS] を選択します。 

 
d. [IPv4アドレスプール（IPv4 Address Pools）] で [VPNPool] を選択します。 
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5. [AnyConnect] ページで、利用可能な唯一の AnyConnect イメージを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

6. [アクセスと証明書（Access & Certificate）] ページで、以下の手順を実行し、[次へ（NEXT）] をクリックします。 

a. [インターフェイスグループ/セキュリティゾーン（Interface group/Security Zone）] で、[OutZone] を選択します。 
 

b. [証明書の登録（Certificate Enrollment）] で、[NGFW1_Outside] を選択します。 
 

c. [復号されたトラフィックでアクセスコントロールポリシーをバイパスする（sysopt permit-vpn）（Bypass Access 

Control policy for decrypted traffic (sysopt permit-vpn)）] チェックボックスはオンにしないでください。このチェッ

クボックスをオンにすると、内部ネットワークへの VPN トラフィックは Snort をバイパスします。 
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7. [サマリー（Summary）] ページで設定を確認します。ネットワーク インターフェイス設定に関する警告は無視できます。

[完了（Finish）] をクリックします。また、[終了（Finish）] をクリックすると、デバイス証明書の登録が自動的に開始さ

れ、ステータスが [デバイス（Device）] > [証明書（Certificates）] に表示されます。 

 

8. Duo の設定を RAVPN プロファイルに適合させるために、これから、セカンダリ認証サーバとして追加します。 

9. [接続プロファイル（Connection Profile）] タブの RAVPN プロファイルを編集します。 
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10. [AAA] タブに移動し、[セカンダリ認証を使用（Use secondary authentication）] を選択します。 

a. [クライアント証明書からのユーザ名のマッピング（Map username from client certificate）] を展開します。[ユーザ
ログインウィンドウの証明書からユーザ名を事前入力（Prefill username from certificate on user login window）] を
選択します。 

b. 選択した Duo 統合の方法に応じて、[認証サーバ（Authentication Server）] に [Duo-LDAPS] または 
[Duo_Auth_Proxy] のいずれかを選択します。次の手順では、[Duo-LDAPS] を使用します。 

c. [セカンダリ認証のユーザ名（Username for secondary authentication）] を展開し、[クライアント証明書からのユー
ザ名のマッピング（Map username from client certificate）] を選択します。 

d. [ユーザログインウィンドウの証明書からユーザ名を事前入力（Prefill username from certificate on user login 
window）] を選択します。[ログインウィンドウのユーザ名を非表示（Hide username in login window）] を選択し
ます。 

e. [保存（Save）] をクリックします。 
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11. [保存（Save）] をクリックします。 

 

 
NAT 免除の追加 

 
1. [デバイス（Devices）] > [NAT] に移動します。デフォルト NAT ポリシーと呼ばれる NAT ポリシーを編集します。  

2. [ルールの追加（Add Rule）] をクリックします。 

a. [送信元インターフェイスオブジェクト（Source Interface Objects）] に [InZone] を選択し、[宛先インターフェイス

オブジェクト（Destination Interface Objects）] に [OutZone] を選択します。 
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b. [変換（Translation）] タブで、[元の送信元（Original Source）] および [変換済み送信元（Translated Source）] と

して [LAN_Network] を選択します。[元の宛先（Original Destination）] および [変換済み宛先（Translated 

Destination）] として [VPNPoolIPs] を選択します。 

 
c. [OK] をクリックして NAT ルールを保存します。 

 
3. NAT ポリシーの最後のルールを編集します。[送信元インターフェイスオブジェクト（Source Interface Objects）] を 

[InZone] から [any] に変更します。これで、インターネットを送信先とする VPN クライアントからのトラフィックが正しく 

NAT 処理されるようになります。[OK] をクリックして、NAT ルールの変更を保存します。 

 
 

4. [保存（Save）] をクリックして NAT ポリシーの変更を保存します。 
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アクセス コントロール ポリシーを変更する 
 

1. [ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] に移動し、[Base_Policy] というアクセス ポリシーを編集します。  

2. [ルールの追加（Add Rule）] をクリックします。 

a. このルールの名前を「RAVPN_Access」にします。 
 

b. [挿入（Insert）] を [ルールの上（above rule）] に設定し、[7] を指定します。 
 

c. [アクション（Action）] を [許可（Allow）] に設定します。 
 

d. [ゾーン（Zones）] タブで、[OutZone] を [送信元ゾーン（Source Zones）] に追加します。 
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e. [ネットワーク（Networks）] タブで、[VPNPoolIPs] を [送信元ネットワーク（Source Networks）] に追加します。 

 

f. [インスペクション（Inspection）] タブで、侵入ポリシーに [デモ侵入ポリシー（Demo Intrusion Policy）] を選択
し、ファイル ポリシーに [デモ ファイル ポリシー（Demo File Policy）] を選択します。 
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g. [ロギング（Logging）] タブで、[接続終了時にロギング（Log at End of Connection）] をオンにします。イベントは 

FMC のイベント ビューアに送信されます。これによりトラブルシューティングが容易になりますが、多くの場合、

実稼働環境では実行されません。 

3. [追加（Add）]、[保存（Save）] の順にクリックします。 

 
設定を導入しテストする 

 
注：このシナリオでは、コンプライアンス対応システムの定義は、デスクトップに compliant.txt というファイルを持つシステム
です。この演習では、Wkst2 は非コンプライアンス対応として開始されます。また、Wkst2 には、ポスチャ モジュールがインス
トールされています。 

1. 設定を導入し、導入が完了するまで待ちます。 

2. Wkst2 に接続します。管理者として自動的にログインされます。2 つの方法のいずれかを使用して接続できます。 

• 以下に示すトポロジ マップから接続します。これは推奨される方法です。 
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• Jumpbox デスクトップの Remote Desktops フォルダの Wkst2 (Outside PC) ショートカットをクリックします。

ただし、これを行う場合は、AnyConnect クライアントでローカル LAN アクセスを許可する必要があります。 

 

 
 

• VPN 経由でポッドに接続している場合は、ラップトップ上の RDP クライアントを使用して 198.18.133.23 に接続し

ます。Administrator としてログインします。パスワードは C1sco12345 を使用します。 

3. [スタート] メニューから AnyConnect を開きます。[接続先（Connect To）] フィールドに [NGFW1 FQDN] が自動的に入

力されます。[接続（Connect）] をクリックします。 
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4. テストでは、vpnuser と同じ名前のクライアント証明書を使用します。[vpnuser] 証明書を選択します。 

 

5. [パスワード（Password）] に「C1sco12345」を、[2番目のパスワード（Second Password）] に「push」を入力します。

[OK] をクリックします。Duo 認証で Push 方式を使用するため、ここでは「push」を指定しましたが、必要に応じて電話ま

たは SMS を設定できます。モバイル デバイスでプッシュ通知を受け取って承認する必要があります。その際に、VPN トン

ネルが確立されることがわかります。 

 
6. 最初の接続で、AnyConnect コンプライアンス モジュールがダウンロードされていることを確認できます。 

7. 最初の接続ではシステムが基準を満たしていないため、準拠の対応を求めるプロンプトが表示されます。[開始（Start）] を

クリックします。 
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8. compliant.txt ファイルの保存を促すプロンプトが表示されます。宛先フォルダを Desktop に変更します。 
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9. 「The save operation has completed successfully」というメッセージが表示されたダイアログボックスでは、[キャンセ

ル（Cancel）] をクリックできます。フォルダを開く必要はありません。 

10. ファイルのインストール後、クライアントによってシステムがコンプライアンス対応であることが宣言されます。 

 
 

11. Wkst2 上の Firefox ブラウザのブックマークを使用して、ブックマークが作成されている 3 つの内部 Web サイト（[内部

（Inside）]、[代替内部（Alt Inside）]、[内部ハニーポット（Inside Honeypot）]）にアクセスできることを確認します。 

12. これらの内部サーバのいずれかで、[ファイル（Files）] リンクをクリックし、[Zombies.pdf] をクリックします。これはマル

ウェアと見なされるファイルです。ファイルがブロックされることを確認します。ProjectX.pdf のような無害のファイルが

ブロックされていないことを確認します。 

注：クラウド ルックアップ タイムアウト（これらのポッドで発生することがあります）によって演習が中断されないように、
Zombies.pdf ファイルは FMC カスタム検出リストに追加されています。実際にクラウド ルックアップを必要とするテストを実行
する場合は、URL として「http://altoutside.dcloud.local/malware」と入力し、Buddy.exe のダウンロードを試みてください。 

http://altoutside.dcloud.local/malware
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13. 侵入がブロックされていることを確認します。これは、Wkst2 でコマンド プロンプトを開き、inside.dcloud.local への FTP 

接続を確立することによって実行できます。接続を許可します。ゲストとして、パスワード C1sco12345 でログインしま

す。ログインしたら、「cd ~root」と入力します。接続をリセットします。これは、Snort シグネチャ 336 がトリガされたた

めです。 

 
14. （オプション）FMC で、マルウェア イベント（[分析（Analyze）] > [ファイル（Files）] > [マルウェアイベント（Malware 

Events）]）と侵入イベント（[分析（Analyze）] > [侵入（Intrusions）] > [イベント（Events）]）を調べます。また、[概要

（Overview）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [アクセス制御されたユーザの統計情報（Access Controlled User 

Statistics）] > [VPN] に移動して、RA VPN ユーザの統計情報を調べることもできます。 
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シナリオ 5： FDM におけるリモート アクセス VPN の強化 

以前の Firepower Device Manager（FDM）の RA VPN 機能は非常に基本的なものでした。6.4 では、こうした機能が大幅に拡張

され、FMC の機能とほぼ同等になっています。クライアント証明書認証と二重認証（セカンダリ認証サーバ）がサポートされた

ため、RA VPN に、多要素認証とポスチャ評価（ISE を使用する CoA）を設定できます。このシナリオでは、認証形式の 1 つと

して Duo を使用します。FDM で、RADIUS ベースの Duo 認証プロキシを使用して Duo と統合できます。 

 
注：このシナリオでは ISE を使用します。時間の節約のためとラボでの ISE の調整を回避するために、ISE は事前に設定されて
います。このラボには ISE-PIC も含まれていますが、完全には設定されていません。 

 
このシナリオの目的： 

 
• MFA と、認可変更による ISE ポスチャ評価を使用する RA VPN の設定に必要なオブジェクトを作成する。 

• RA VPN セットアップ ウィザードを実行する。 

• ISE のポスチャ評価を使用して RA VPN MFA をテストする。 
 
 

Duo アカウントを作成してモバイル デバイスを登録する 

 
注：すでに Duo アカウントがあり、モバイル デバイスをそのアカウントに登録済みの場合は、このセクションをスキップでき
ます。 

1. RA VPN 認証の要素として Duo を使用するため、最初に自身の Duo アカウントを設定します。Duo では、無料トライアル 

アカウントを作成して、モバイル デバイスにリンクさせることができます。これは、ラボ演習で十分に使用できる設定です。 

2. https://duo.com/docs/getting-started [英語] に移動して「Getting Started」セクションの手順 1 ～ 4 に従います。 

 

https://duo.com/docs/getting-started
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3. 完了したら、次のセクションに進んで、テスト VPN ユーザと Firepower アプリケーションを自分のアカウントに追加でき

ます。 

 
Firepower アプリケーションを追加して VPN ユーザを Duo アカウントに登録する 

 
1. Duo Admin Panel にログインし、[Applications] に移動します。  

2. アプリケーション リストで [Cisco Firepower Threat Defense VPN] を見つけます。 

 
3. [Protect this Application] をクリックして、統合キー、秘密キー、および API のホスト名を取得します。 

 
注：秘密キーはパスワードと同じように取り扱う 
 
Duo アプリケーションのセキュリティは、秘密キー（skey）のセキュリティに関連付けられています。機密性の高いクレデン
シャルと同じようにそれを保護します。どのような場合にも、それを、許可されていない個人と共有したり、電子メールで他人に
送信したりしないでください。 

 

https://admin.duosecurity.com/
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4. このアプリケーションに関連付けられた機能は、「ポリシー」など、その他にも多数ありますが、このラボでは取り上げま

せん。 

5. ここで、テストに使用する VPN ユーザ アカウントを追加してみましょう。[Duo Admin Panel] の [Users] に移動し、[Add 

User] をクリックします。[Username] フィールドに「vpnuser」と入力し、[Add User] をクリックします。 

 
注：登録用の SMS メッセージを受信できない場合は、手順 6 に従ってください。それ以外の場合は、手順 7 に進みます。 

 

6. [vpnuser] ダッシュボードで、登録に使用できる電子メール アドレスを追加します。[Save Changes] をクリックします。こ

こで、[Send Enrollment Email] リンクをクリックすると、電話番号やその他の 2FA 認証デバイスを追加できるリンクが含ま

れたメッセージを受信できます。手順 12 に進みます。 

 
7. 登録メッセージが送信されるように、[vpnuser] ダッシュボードで電話番号を追加します。新しいユーザの詳細ページを

下にスクロールして [Phones] テーブルに移動し、[Add Phone] をクリックします。 
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8. [Phone] を選択し、電話番号を入力します（タブレットを追加する場合は、このフィールドは空白のままにします）。[Add 

Phone] ボタンをクリックします。 

 
 

9. ドロップダウン メニューから適切な電話の [Type] と [Platform] を選択し、[Device name] を入力します（このフィールドは

空白のままでも構いません）。デバイスがスマートフォンであることがわかっていて、プラットフォームが不明の場合は、

[Generic Smartphone] を選択します。実際のプラットフォームは、ユーザがアクティベーションを完了したときに設定され

ます。[Save Changes] ボタンをクリックします。 
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10. [Device Info] セクションで [Activate Duo Mobile] リンクをクリックします。このリンクは、電話機のタイプを [Mobile] に設

定し、プラットフォームに [Unknown] 以外を選択した場合にのみ使用できます。次のページで [Duo Mobile Activation Code] 

ボタンをクリックします。 

 
 
 

11. 次に、送信可能な 2 つのテキスト メッセージが表示されます。最初のメッセージには、ユーザが Duo Mobile をインストール

するのに役立つリンクがあります。2 番目のメッセージには、アカウントを、自分の Duo Mobile アプリにすぐに追加できる

コードがあります。[Send Instructions by SMS] ボタンをクリックして、ユーザの電話機にテキスト メッセージを送信します。 
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12. 電子メール メッセージまたは SMS メッセージが届きます。それには、アクティベーション リンクと QR コードのほか、す

べてのサポート対象プラットフォームの Duo Mobile アプリにアクセス可能なリンクが記載されています。デバイスでリンク

を開くか、Duo Mobile アプリで QR コードをスキャンして、Duo アカウントを追加し、vpnuser を有効にする必要がありま

す。完了すると、Duo アカウントが追加され、vpnuser が完全に有効になります。 

 
 
このシナリオに必要なオブジェクトを作成する 

 
注：これらのオブジェクトのほとんどは、RA VPN ウィザードを実行しながら作成できます。RA VPN 設定のコンポーネントに
慣れていない管理者には、ウィザードの方が効率的なアプローチかもしれませんが、このシナリオでは独立したタスクでオブ
ジェクトを作成します。オブジェクトを作成しておくことで、RA VPN ウィザードを後で容易に実行できます。 

 
1. Jumpbox で、[Firefox] タブを開き、[NGFW2 (FDM)] をクリックしてこの演習を進めます。クレデンシャルに、admin と 

C1sco12345 を使用して FDM にログインします。 

2.  [オブジェクト（Objects）] > [ネットワーク（Network）] に移動します。[+] をクリックします。 
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3. 次のオブジェクトを作成します。 

 
名前 

 
タイプ 

 
ネットワーク 

 
LAN_Network 

 
ネットワーク 

 
198.19.10.0/24 

 
VPN_Pool 

 
ネットワーク 

 
198.19.10.64/29 

 
ISE_Server 

 
ホスト 

 
198.19.10.130 

 
DNS_Server 

 
ホスト 

 
198.19.10.100 

 
DCloud_LAN1 

 
ネットワーク 

 
10.0.0.0/8 

 
DCloud_LAN2 

 
ネットワーク 

 
198.19.255.0/24 

 
DCloud_Jumpbox 

 
ホスト 

 
198.18.133.50 

 

 
4. [ポート（Ports）] に移動して、[+] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「DNS_UDP」を設定します。 
 

b. [プロトコル（Protocol）] に「UDP」を、[ポート（Port）] に「53」を指定します。 
 

c. [OK] をクリックします。 
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5. ISE ポスチャのリダイレクト アクセスリストで最終的に使用できるように、上記のポート オブジェクトを追加しました。ま

た、同じ目的で、ポート番号 8443 の TCP ポートが必要です。6.4 では、名前とコンテンツで、オブジェクトとアクセスポリ

シーを検索できるようになりました。これを使用して、8443 のポート オブジェクトが存在するかどうかを確認します。 

6. [証明書（Certificates）] に移動します。[+] をクリックして、[信頼できるCA証明書の追加（Add Trusted CA Certificate）] を

選択します。 

a. [名前（Name）] に「DCloud_CA」と入力します。 
 

b. [証明書のアップロード（Upload Certificate）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [証明書
（Certificates）] に移動し、[dcloudCA] を選択します。 

 
c. [OK] をクリックします。 
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7. [+] をクリックして、[内部証明書の追加（Add Internal Certificate）] を選択します。[証明書とキーのアップロード（Upload 

Certificate and Key）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「NGFW2_Outside」と入力します。 
 

b. [証明書のアップロード（Upload Certificate）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [証明書
（Certificates）] に移動し、[ngfw-dcloud] を選択します。 

 
c. [キーのアップロード（Upload Key）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [証明書（Certificates）] に

移動し、[ngfw-dcloud] を選択します。 
 

d. [OK] をクリックします。 

 
AnyConnect プロファイルのアップロード 

 
1. FDM で、[オブジェクト（Objects）] > [AnyConnectクライアントプロファイル（AnyConnect Client Profiles）] に移動しま

す。[+] をクリックします。 

a. [アップロード（Upload）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [RA VPN] に移動し、
[AnyConnectProfile] を選択します。 

b. [OK] をクリックします。 
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Duo 認証プロキシ サーバの作成と設定 
 

1. 便宜上、すでに、内部の Active Directory サーバで Duo 認証プロキシ アプリケーションを設定しています。このサーバへの 

RDP セッションを開始して、次の場所にある認証プロキシ設定ファイルを編集できます。C:\Program Files (x86)\Duo 

Security Authentication Proxy\conf 

 

2. ikey、skey、および api_host を、Duo アカウントの値に変更します。完了後、保存してファイルを閉じます。 

3. AD サーバで、Services.msc を開き、Duo 認証プロキシのサービスを再起動します。これが成功したことを確認します。 

4. C:\Program Files (x86)\Duo Security Authentication Proxy\bin に移動して、authproxy_connectivity_tool を実行します。 

5. 接続テストが成功したかどうかを確認するには、C:\Program Files (x86)\Duo Security Authentication Proxy\log に移動し、

connectivity_tool ファイルを開きます。ファイルの一番下までスクロールし、次のログが出力されていることを確認します。 

 

2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'duo_only_client' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {} 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] There are no configuration problems 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'radius_server_auto' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {'api_host': 'api-29acc416.duosecurity.com', 
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'client': 'duo_only_client',  
'failmode': 'safe', 
'ikey': 'DIBS6UGGW1KH44Y7LJCH',  
'port': '1812', 
'radius_ip_1': '198.19.10.1', 
'radius_ip_2': '198.19.10.2', 
'radius_ip_3': '198.19.10.3',  
'radius_secret_1': '*****',  
'radius_secret_2': '*****',  
'radius_secret_3': '*****',  
'skey': '*****[40]'} 

2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] There are no configuration problems  
2019-03-17T23:38:08+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'duo_only_client' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {} 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] No testing to be done for section.  
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] Testing section 'radius_server_auto' with 
configuration: 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] {'api_host': 'api-29acc416.duosecurity.com', 

'client': 'duo_only_client', 
'failmode': 'safe', 
'ikey': 'DIBS6UGGW1KH44Y7LJCH',  
'port': '1812', 
'radius_ip_1': '198.19.10.1', 
'radius_ip_2': '198.19.10.2', 
'radius_ip_3': '198.19.10.3',  
'radius_secret_1': '*****',  
'radius_secret_2': '*****',  
'radius_secret_3': '*****',  
'skey': '*****[40]'} 

2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] The RADIUS Server has no connectivity problems. 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] ----------------------------- 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] SUMMARY 
2019-03-17T23:38:13+0000 [duoauthproxy.lib.log#info] No issues detected 

 

6. [オブジェクト（Objects）] > [アイデンティティソース（Identity Sources）] に移動します。[+] をクリックし、[RADIUSサーバ

（RADIUS Server）] を選択します。 

a. [名前（Name）] に「Duo_Server」と入力します。 
 

b. [IPアドレス（IP Address）] に「198.19.10.100」と入力します。 
 

c. [サーバ秘密キー（Server Secret Key）] に「C1sco12345」と入力します。 
 

d. [RA VPNのみ（RA VPN Only）] セクションを展開します。[RADIUSサーバに接続するために使用されるインター

フェイス（Interface used to connect to RADIUS server）] を [インターフェイスを手動で選択する（Manually choose 

interface）] に設定して、ドロップダウンから [inside] を選択します。 

e. [OK] をクリックします。 
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7. [+] をクリックし、[RADIUSサーバグループ（RADIUS Server Group）] を選択します。 

a. [名前（Name）] を「Duo_Server_Group」に設定します。 
 

b. [RADIUSサーバ（RADIUS Server）] で [+] をクリックし、先ほど作成した Duo_Server オブジェクトを選択します。 
 

c. [OK] をクリックします 
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注：管理インターフェイスを使用しているため、テストは失敗します。 

 
 

ポスチャ評価を行う ISE サーバの作成と設定 
 

1. [デバイス（Device）] > [詳細設定（Advanced Configuration）] > [設定の表示（View Configuration）] > [スマートCLIオブ

ジェクトの作成（Create Smart CLI object）] に移動します。  

2. ISE ポスチャ評価に必要なリダイレクト アクセスリストを作成します。[+] をクリックします。 

a. [名前（Name）] を「redirect」に設定します。 
 

b. [CLIテンプレート（CLI Template）] ドロップダウンから [拡張アクセスリスト（Extended Access List）] を選択し
ます。 

 
c. テンプレートで、次の設定を入力します。 

 
i. 2 行目で、action を deny に変更します。3 ～ 5 行目が表示されます。 

 
ii. 3 行目で、source-network を any-ipv4 に、destination-network を ISE_Server に変更します。 

 
iii. 4 行目で、オプションを any-source に変更します。5 行目が表示されます。 

 
iv. 5 行目で、destination-port を HTTP_PORTS-8443 に変更します。 
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v. 6 行目で log-state を default に変更します。7 行目が表示されます。 
 

vi. 2 行目に戻り、configure access-list-entry コマンドの横にある … 記号をクリックして、[Duplicate] をク
リックします。 

 
vii. 8 行目で、action を deny に変更します。9 ～ 11 行が表示されます。 

 
viii. 9 行目で、source-network を any-ipv4 に、destination-network を DNS_Server に変更します。 

 
ix. 10 行目で、オプションを any-source に変更します。11 行目が表示されます。 

 
x. 11 行目で、destination-port を DNS_UDP に変更します。 

 
xi. 12 行目で log-state を default に変更します。13 行目が表示されます。 

 
xii. 8 行目に戻り、configure access-list-entry コマンドの横にある … 記号をクリックして、[Duplicate] をク

リックします。 
 

xiii. 14 行目で、action を permit に変更します。15 ～ 17 行が表示されます。 
 

xiv. 15 行目で、source-network を any-ipv4 に、destination-network を any-ipv4 に変更します。 
 

xv. 16 行目で、オプションを any に変更します。17 行目が表示されます。 
 

xvi. 18 行目で、log-state を default に変更します。19 行目が表示されます。 
 

d. [OK] をクリックします。 
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3. [オブジェクト（Objects）] > [アイデンティティソース（Identity Sources）] に移動します。[+] をクリックし、[RADIUSサーバ

（RADIUS Server）] を選択します。 

a. [名前（Name）] に「ISE_Server」と入力します。 
 

b. [IPアドレス（IP Address）] に「198.19.10.130」と入力します。 
 

c. [サーバ秘密キー（Server Secret Key）] に「C1sco12345」と入力します。 
 

d. [RA VPNのみ（RA VPN Only）] セクションを展開します。[リダイレクトACL（Redirect ACL）] ドロップダウンか
ら [redirect] を選択します。 

 
e. [RADIUSサーバに接続するために使用されるインターフェイス（Interface used to connect to RADIUS server）] を 

[インターフェイスを手動で選択する（Manually choose interface）] に設定して、ドロップダウンから [inside] を選

択します。 

f. [OK] をクリックします。 
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4. [+] をクリックし、[RADIUSサーバグループ（RADIUS Server Group）] を選択します。 

a. [名前（Name）] を「ISE_Server_Group」に設定します。 
 

b. [ダイナミック認証（Dynamic Authorization）] をオンにします。 
 

c. [RADIUSサーバ（RADIUS Server）] で [+] をクリックし、先ほど作成した ISE_Server オブジェクトを選択します。 
 

d. [OK] をクリックします。 
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注：VPN の RADIUS サーバ接続をテストします。 

1）RADIUS サーバを RA VPN プロファイルに割り当てて、設定を導入します。 

2）NGFW2 CLI にログインし、system support diagnostic-cli を入力することで Lina モードに入ります。 

3）ここでは、test aaa-server <RADIUS-Server-Group> host <RADIUS サーバの IP> username vpnuser password 

C1sco12345 を実行できます。 

 
 

リモート アクセス VPN のセットアップ 
 

1. [デバイス（Devices）] > [リモートアクセスVPN（Remote Access VPN）] > [設定の表示（View Configuration）] に移動しま

す。ここで、複数の接続プロファイルとグループ ポリシーを作成できます。 

2. 左側のパネルで [グループポリシー（Group Policies）] に移動します。[DfltGroupPolicy] が表示されます。次に、それを編集

します。 

a. [全般（General）] タブで、[DNSサーバ（DNS Server）] の [CustomDNSServerGroup] を選択します。[AnyConnect

クライアントプロファイル（AnyConnect Client Profiles）] で [+] をクリックして、[AnyConnectプロファイル

（AnyConnect Profile）] を選択します。 
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b. [スプリットトンネリング（Split Tunneling）] タブの [IPv4スプリットトンネリング（IPv4 Split Tunneling）] で、

[以下に指定したネットワークを除外する（Exclude networks specified below）] を選択します。[IPv4スプリットト
ンネリングネットワーク（IPv4 Split Tunneling Networks）] の [+] をクリックして、[DCloud-LAN1]、[DCloud-
LAN2]、[DCloud-Jumpbox] を選択します。 
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c. [OK] をクリックします。 

 
3. 左側のパネルで [接続プロファイル（Connection Profiles）] に移動します。[接続プロファイルの作成（CREATE 

CONNECTION PROFILE）] をクリックします。 

a.  [接続プロファイル名（Connection Profile Name）] を「RAVPN」に設定します。[グループエイリアス（Group 
Alias）] が自動的に更新されます。 

b. [プライマリアイデンティティソース（Primary Identity Source）] で、[認証タイプ（Authentication Type）] に [AAA] 
と [クライアント証明書（Client Certificate）] を選択します。 

 
i. [ユーザ認証のプライマリアイデンティティソース（Primary Identity Source for User Authentication）] に 

[ISE_Server_Group] を選択します。 
 

ii. ユーザ名は、証明書の CN から事前入力するため、[証明書のユーザ名（Username from Certificate）] 

フィールドのユーザ名はそのままにしておきます。 

iii. [詳細設定（Advanced）] を展開して、[ユーザログインウィンドウの証明書からユーザ名を事前入力（Prefill 
username from certificate on user login window）] を選択します。 
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c. [セカンダリアイデンティティソース（Secondary Identity Source）] に [Duo_Server_Group] を選択します。[詳細設

定（Advanced）] を展開します。 
 

i. ユーザ名は、証明書の CN から事前入力するため、[証明書のユーザ名（Username from Certificate）] 

フィールドのユーザ名はそのままにしておきます。 

ii. [ユーザログインウィンドウの証明書からユーザ名を事前入力（Prefill username from certificate on user 
login window）] を選択します。[ログインウィンドウのユーザ名を非表示（Hide username in login 
window）] を選択します。 
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d. [アカウンティングサーバ（Accounting Server）] を [ISE_Server_Group] に設定します。 

e. [IPv4アドレスプール（IPv4 Address Pool）] の [+] をクリックして、[VPN_Pool] を選択します。 

f. [次へ（Next）] をクリックします。 

4. 次の手順では、グループポリシーを設定しますが、それはすでに完了しているため、[次へ（Next）] をクリックします。  

5. [グローバル設定（Global Settings）] で以下を行います。 

a. [デバイスアイデンティティの証明書（Certificate of Device Identity）] を [NGFW2_Outside] に設定します。 
 

b. [外部インターフェイス（Outside Interface）] を [outside] に設定します。 
 

c. [外部インターフェイスの完全修飾ドメイン名（Fully-qualified Domain Name for the Outside Interface）] に「ngfw2-
outside.dcloud.local」と入力します。 

 
d. [NAT適用除外（NAT Exempt）] の [内部インターフェイス（Inside Interface）] にある [+] をクリックして、[inside] 

を選択します。 
 

e. [NAT適用除外（NAT Exempt）] の [内部ネットワーク（Inside Networks）] にある [+] をクリックして、
[LAN_Network] を選択します。 

 
f. [AnyConnectパッケージ（AnyConnect Package）] で、[パッケージのアップロード（Upload Package）] をクリック

します。[Windows] を選択します。[デスクトップ（Desktop）] > [RA VPN] に移動して、[anyconnect-win-

4.7.01076-webdeploy-k9.pkg] を選択します。[開く（Open）] をクリックします。 

g. AnyConnect パッケージをアップロードしたら、[次へ（Next）] をクリックします。 
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6. 設定の概要を確認して、[完了（Finish）] をクリックします。 

 
 

NAT とアクセス ポリシーの設定を編集する 
 

1. アクセス ポリシーを変更する前に、ライセンスを確認します。[デバイス（Devices）] > [スマートライセンス（Smart 

License）] > [設定の表示（View Configuration）] に移動します。 

2. すでに有効になっているすべてのライセンスが表示されます。実際の導入では、スマート ライセンス サーバに登録して、輸

出管理ライセンスを有効にする必要があります。 

注：FDM は、CLI 経由でのみ表示される VPN トラフィックに NAT 適用除外のステートメントを追加します。 
 

3. [ポリシー（Policies）] > [NAT] に移動します。ポスチャ評価をトリガーするために、デフォルトの [InsideOutsideNatRule] を

変更して VPN トラフィックも許可します。 
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4. [InsideOutsideNatRule] を編集します。[送信元インターフェイス（Source Interface）] を [Inside] から [Any] に変更します。

[OK] をクリックします。 

 
5. [アクセス制御（Access Control）] に移動して [+] をクリックします。 

a. 新しいルールの [順序（Order）] を [1] に設定します。 
 

b. [名前（Name）] に [RAVPN_Access] を、[アクション（Action）] に [許可（Allow）] を、それぞれ設定します。 
 

c. [送信元（Source）] で、[ゾーン（Zones）] を [outside_zone] に、[ネットワーク（Networks）] を [VPN_Pool] にそ
れぞれ設定します。 
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d. [侵入ポリシー（Intrusion Policy）] に移動します。[侵入ポリシー（Intrusion policy）] を有効にして、[レベル

（Level）] を [バランスのとれたセキュリティと接続（Balanced Security and Connectivity）] に設定します。 

e. [ファイルポリシー（File Policy）] に移動します。[マルウェアをすべてブロックする（Block Malware All）] を選択
します。 
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f. [ロギング（Logging）] に移動します。[ログアクションの選択（Select Log Action）] で [接続の開始時と終了時（At 
Beginning and End of Connection）] を選択します。[OK] をクリックします。 

 
 
 
設定を導入しテストする 

 
注：このシナリオでは、コンプライアンス対応システムの定義は、デスクトップに compliant.txt というファイルを持つシステム
です。前のシナリオを完了している場合は準拠していると見なされるため、そのようなユーザは手順 6 ～ 9 を省略できます。こ
れが最初の RA VPN シナリオの場合、Wkst2 を非準拠と見なして手順を開始します。また、Wkst2 には、ポスチャ モジュールが
インストールされています。 

 
1. 設定を導入し、導入が完了するまで待ちます。 
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2. Wkst2 に接続します。管理者として自動的にログインされます。2 つの方法のいずれかを使用して接続できます。 

• 以下に示すトポロジ マップから接続します。これは推奨される方法です。 

 
 

• Jumpbox デスクトップの Remote Desktops フォルダの Wkst2 (Outside PC) ショートカットをクリックします。
ただし、これを行う場合は、AnyConnect クライアントでローカル LAN アクセスを許可する必要があります。 

 
 

• VPN 経由でポッドに接続している場合は、ラップトップ上の RDP クライアントを使用して 198.18.133.23 に接続し
ます。Administrator としてログインします。パスワードは C1sco12345 を使用します。 

 
3. [スタート] メニューから AnyConnect を開きます。[接続先（Connect To）] フィールドに [NGFW2 FQDN] が自動的に入力

されます。[接続（Connect）] をクリックします。 
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4. テストでは、vpnuser と同じ名前のクライアント証明書を使用します。[vpnuser] 証明書を選択します。 

 
 

5. [パスワード（Password）] に「C1sco12345」を、[2番目のパスワード（Second Password）] に「push」を入力します。

[OK] をクリックします。Duo 認証で Push 方式を使用するため、ここでは「push」を指定しましたが、必要に応じて電話ま

たは SMS を設定できます。モバイル デバイスでプッシュ通知を受け取って承認する必要があります。その際に、VPN トン

ネルが確立されることがわかります。 

6. 最初の接続で、AnyConnect コンプライアンス モジュールがダウンロードされていることを確認できます。 

7. 最初の接続ではシステムが基準を満たしていないため、準拠の対応を求めるプロンプトが表示されます。[開始（Start）] を

クリックします。 
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8. compliant.txt ファイルの保存を促すプロンプトが表示されます。宛先フォルダを Desktop に変更します。 
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9. 「The save operation has completed successfully」というメッセージが表示されたダイアログボックスでは、[キャンセ

ル（Cancel）] をクリックできます。フォルダを開く必要はありません。 

 
10. ファイルのインストール後、クライアントによってシステムがコンプライアンス対応であることが宣言されます。 

 
 

11. Wkst2 上の Firefox ブラウザのブックマークを使用して、ブックマークが作成されている 3 つの内部 Web サイト（[内部

（Inside）]、[代替内部（Alt Inside）]、[内部ハニーポット（Inside Honeypot）]）にアクセスできることを確認します。 

12. これらの内部サーバのいずれかで、[ファイル（Files）] リンクをクリックし、[Zombies.pdf] をクリックします。これはマル

ウェアと見なされるファイルです。ファイルがブロックされることを確認します。ProjectX.pdf のような無害のファイルが

ブロックされていないことを確認します。 
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シナリオ 6： 証明書ベースの認証を使用して、FMC と FDM の管理対象デバイス
でサイト間 VPN 接続を行う 

6.4 では、いくつかのサイト間（S2S）VPN 拡張機能を利用できます。このシナリオでは、NGFW2（FDM）と NGFW ブランチ 1

（FMC）の間の S2S トンネルで使用する、証明書ベースの認証を設定します。トンネルの設定時には、それ以外の拡張機能にも

注目してください。この機能では、FMC と FDM の両方で、ダイナミック ピアリングを明示的に設定できます。これにより、ブ

ランチ管理に応じて、Firepower の S2S VPN 機能を拡張可能です。 

このシナリオの目的： 
 

• NGFW2 と NGFW ブランチ 1 での S2S VPN の設定に必要なオブジェクトを作成する。 

• NGFW2 と NGFW ブランチ 1 で S2S VPN セットアップ ウィザードを実行する。 

• 確立された S2S トンネルのトラフィックをテストする。 
 
 

NGFW ブランチ 1 を管理する FMC で S2S VPN を設定する 
 

1. Jumpbox で、[Firefox] を開き、ブックマーク リストの [FMC] をクリックします。FMC にログインします。  

2. [オブジェクト（Objects）] > [ネットワーク（Network）] に移動します。[オブジェクトの追加（Add Object）] をクリックし

ます。 

a. 名前に「NGFWBr1_LAN」を入力します。 
 

b. [ネットワーク（Network）] を [ネットワーク（Network）] に設定し、「198.19.11.0/24」を入力します。 
 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

3. [オブジェクトの追加（Add Object）] をクリックします。 

a. 名前に「NGFW2_LAN」を入力します。 
 

b. [ネットワーク（Network）] を [ネットワーク（Network）] に設定し、「198.19.10.0/24」を入力します。 
 

c. [保存（Save）] をクリックします。 
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4. [オブジェクト（Objects）] > [PKI] > [証明書登録（Cert Enrollment）] に移動します。[証明書の登録の追加（Add Cert 

Enrollment）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「NGFWBr1_Outside」と入力します。 
 

b. [登録タイプ（Enrollment Type）] に「PKCS 12 File」を設定します。 
 

c. [PKCS12ファイルの参照（Browse PKCS12 File）] をクリックして、[デスクトップ（Desktop）] > [証明書
（Certificates）] に移動します。[ngfwbr1-outside.pfx] を選択します。 

 
d. [パスフレーズ（Passphrase）] に「C1sco12345」と入力します。 

 
e. [保存（Save）] をクリックします。 
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5. アップロードした証明書を使用して NGFW ブランチ 1 を登録するには、[デバイス（Devices）] > [証明書（Certificates）] に

移動します。[追加（Add）] をクリックします。 

a. [デバイス（Device）] に [NGFWBR1] を選択します。 

b. [証明書登録（Cert Enrollment）] に [NGFWBr1_Outside] を選択します。 
 

c. [追加（Add）] をクリックします。 

d. 証明書がすぐにデバイスに登録されます。登録は正常に終了します。 

 
6. [デバイス（Devices）] > [VPN] > [サイト間（Site to Site）] に移動します。[Firepower Threat Defenseデバイス（Firepower 

Threat Defense Device）] をクリックします。 

a. [トポロジ名（Topology Name）] に「S2SVPN」と入力します。 
 

b. [IKEバージョン（IKE Version）] を [IKEv1] のみに設定します。 
 

c. [エンドポイント（Endpoints）] で、[Node A] の [+] をクリックします。 
 

i. [デバイス（Device）] に [エクストラネット（Extranet）] を選択します。 
 

ii. [デバイス名（Device Name）] に「NGFW2」を入力します。 
 

iii. [IPアドレス（IP Address）] で [静的（Static）] を指定し、「198.18.133.82」と入力します。 
 

iv. [保護されたネットワーク（Protected Networks）] で、「NGFW2_LAN」オブジェクトを追加します。 
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v. [OK] をクリックします。 

 

d. [エンドポイント（Endpoints）] で、[Node B] の [+] をクリックします。 
 

i. [デバイス（Device）] に [NGFWBR1] を選択します。 
 

ii. [インターフェイス（Interface）] に [outside] を設定します。 
 

iii. [IPアドレス（IP Address）] に「198.18.128.81」を設定します。 
 

iv. [保護されたネットワーク（Protected Networks）] で「NGFWBr1_LAN」オブジェクトを追加します。 
 

v. [OK] をクリックします。 
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e. [IKE] に移動します。 
 

i. [IKEv1ポリシー（IKEv1 Policy）] を [certificate_sha_aes256_dh5_1] に変更します。 
 

ii. [証明書（Certificate）] に [NGFWBr1_Outside] を選択します。 
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f. [IPSec] に移動します。 
 

i. [リバースルートインジェクションを有効にする（Enable Reverse Route Injection）] をオフにします。 

g. [保存（Save）] をクリックします。 

7. [デバイス（Devices）] > [NAT] に移動して、[Branch_NAT_Policy] を編集します。 

8. [ルールの追加（Add Rule）] をクリックします。 

a. [送信元インターフェイスオブジェクト（Source Interface Objects）] に [InZone]を選択し、[宛先インターフェイスオ
ブジェクト（Destination Interface Objects）] に [OutZone] を選択します。 
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b. [変換（Translation）] タブで、[元の送信元（Original Source）] および [変換済み送信元（Translated Source）] に 
[NGFWBr1_LAN] を選択します。[元の宛先（Original Destination）] および [変換済み宛先（Translated 
Destination）] に [NGFW2_LAN] を選択します。 

c. [OK] をクリックして NAT ルールを保存します。[保存（Save）] をクリックします。 
 



© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 94/108 ページ 

Cisco dCloud 
 

 

9. [ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] に移動して、[ブランチのアクセスコントロールポリシー

（Branch Access Control Policy）] を編集します。[ルールの追加（Add Rule）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「S2SVPN_Access」と入力します。 

b. [挿入（Insert）] を [必須にする（Into Mandatory）] に変更します。 
c. [ソースゾーン（Source Zones）] に [OutZone] を、[送信元ネットワーク（Source Networks）] に [NGFW2_LAN] を

それぞれ追加します。 
 

d. [インスペクション（Inspection）] で、[侵入ポリシー（Intrusion Policy）] に [デモ侵入ポリシー（Demo Intrusion 
Policy）] を、[ファイルポリシー（File Policy）] に [デモファイルポリシー（Demo File Policy）] を設定します。 

 
e. [ロギング（Logging）] で、[接続の終了時にロギングする（Log at End of Connection）] をオンにします。 

 
f. [追加（Add）] をクリックします。[保存（Save）] をクリックします。 

 
 

NGFW2 を管理する FDM で S2S VPN を設定する 
 

1. Jumpbox で、[Firefox] を開き、ブックマーク リストの [NGFW2（FDM）] をクリックします。NGFW2 FDM にログインし

ます。  

2. [オブジェクト（Objects）] > [ネットワーク（Network）] に移動します。[+] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「NGFWBr1_LAN」と入力します。また、[タイプ（Type）] に [ネットワーク（Network）] を指
定して、[ネットワーク（Network）] に「198.19.11.0/24」と入力します。 
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b. [名前（Name）] に「NGFW2_LAN」と入力します。また、[タイプ（Type）] に [ネットワーク（Network）] を指定
して、[ネットワーク（Network）] に「198.19.10.0/24」と入力します。 

3. FDM で RA VPN シナリオを完了している場合は、手順 3 と 4 をスキップします。それ以外の場合は、[オブジェクト

（Objects）] > [証明書（Certificates）] に移動します。[+] をクリックして、[信頼できるCA証明書の追加（Add Trusted CA 

Certificate）] を選択します。 

a. [名前（Name）] に「DCloud_CA」と入力します。 
 

b. [証明書のアップロード（Upload Certificate）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [証明書
（Certificates）] に移動し、[dcloudCA] を選択します。 

 
c. [OK] をクリックします。 
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4. [+] をクリックして、[内部証明書の追加（Add Internal Certificate）] を選択します。[証明書とキーのアップロード（Upload 

Certificate and Key）] をクリックします。 

a. [名前（Name）] に「NGFW2_Outside」と入力します。 
 

b. [証明書のアップロード（Upload Certificate）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [証明書
（Certificates）] に移動し、[ngfw-dcloud] を選択します。 

 
c. [キーのアップロード（Upload Key）] をクリックします。[デスクトップ（Desktop）] > [証明書（Certificates）] に

移動し、[ngfw-dcloud] を選択します。 
 

d. [OK] をクリックします。 

 

5. [デバイス（Devices）] > [サイト間VPN（Site to Site VPN）] > [設定の表示（View Configuration）] に移動します。[+] をク

リックします。 

a. [接続プロファイル名（Connection Profile Name）] に「S2SVPN」と入力します。 
 

b. [ローカルVPNアクセスインターフェイス（Local VPN Access Interface）] ドロップダウンから [outside] を選択し
ます。 
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c. [ローカルネットワーク（Local Network）] に [NGFW2_LAN] を追加します。 
 

d. [リモートIPアドレス（Remote IP Address）] に「198.18.128.81」と入力します。 
 

e. [リモートネットワーク（Remote Network）] に [NGFWBr1_LAN] を選択します。 

f. [次へ（Next）] をクリックします。 

g. IKEv1 を有効にして、IKEv2 を無効にします。 
 

h. [IKEポリシー（IKE Policy）] を編集して、SHA-AES256-GROUP5-CERTIFICATE を有効にします。 
 

i. [IPSecプロポーザル（IPSec Proposal）] を編集して [デフォルトに設定する（Set Default）] を選択し、[OK] をク
リックします。 

 
j. [認証タイプ（Authentication Type）] に [証明書（Certificate）] を選択します。[証明書（Certificate）] ドロップダウ

ンから、[NGFW2_Outside] を選択します。 
 

k. [その他のオプション（Additional Options）] で、[NAT適用除外（NAT Exempt）] ドロップダウンから [inside] を選
択します。 

 
l.  [次へ（Next）] をクリックします。 
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m. [サマリー（Summary）] を確認してから [完了（Finish）] をクリックします。 

 
注：FDM は、CLI 経由でのみ表示される VPN トラフィックに NAT 適用除外のステートメントを追加します。 

6. [ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] に移動します。[+] をクリックします。 

a. 新しいルールの [順序（Order）] を [1] に設定します。 
 

b. [名前（Name）] に [S2SVPN_Access] を、[アクション（Action）] に [許可（Allow）] を、それぞれ設定します。 
 

c. [送信元（Source）] で、[ゾーン（Zones）] を [outside_zone] に、[ネットワーク（Networks）] を [NGFWBr1_LAN] 
にそれぞれ設定します。 
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d. [侵入ポリシー（Intrusion Policy）] に移動します。[侵入ポリシー（Intrusion policy）] を有効にして、[レベル
（Level）] を [バランスのとれたセキュリティと接続（Balanced Security and Connectivity）] に設定します。 

 

e. [ファイルポリシー（File Policy）] に移動します。[マルウェアをすべてブロックする（Block Malware All）] を選択
します。 

 
 

f. [ロギング（Logging）] に移動します。[ログアクションの選択（Select Log Action）] で [接続の終了時（At End of 
Connection）] を選択します。[OK] をクリックします。 

 
 
設定を導入しテストする 

 
1. FMC の NGFWBR1 と、NGFW2 FDM の両方に設定を導入します。 

2. Jumpbox で、[内部Linuxサーバ（Inside Linux Server）] への PuTTY セッションを開きます。root/C1sco12345 でログイン

します。 
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3. 内部 Linux サーバは、NGFW2 の背後にある LAN に配置されています。198.19.11.225 の IP アドレスを使用して、ブランチ 

1 のワークステーションに ping を実行します。ping は成功するはずです。（1 回目の ping はトンネリングを開始するために

ドロップする可能性があります） 

 

4. NGFW2 または NGFWBR1 のいずれかに、PuTTY 経由でログインし、show crypto ikev1 sa と show crypto ipsec sa を

実行することで、トンネル ステータスを確認できます。 
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5. NGFW2 または NGFWBR1 のいずれかに、PuTTY 経由でログインし、show vpn-sessiondb detail l2l を実行することで使

用されているトンネル認証方式を確認できます。 
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シナリオ 7： NGFW のデバイス API 

6.2.3 以降、デバイス API が公開されています。6.3 および 6.4 リリースでは、デバイス API が、FDM の機能とともに拡張されて

います。 

このシナリオの目的は、デバイス API にアクセスする以下のようなツールを受講者に紹介することです。  

Python スクリプトの使用 

Cisco モジュールと Ansible の使用  

API エクスプローラの使用 

最初の 2 つのタスクの後、残りのタスクを任意の順序で実施することも、スキップすることもできます。 
 
 

Python スクリプトを実行して最初のデバイス設定を行う 
 
内部 Linux サーバの /usr/local/bin ディレクトリに NGFWsetup という Python スクリプトがあります。このスクリプトは次の操

作を実行します。 

• FDM EZ セットアップ ウィザードによって実行されるすべてのタスク 

• 内部インターフェイスの設定 

• 脅威、マルウェア、および URL フィルタリングのライセンスを有効にする 

1. 新しいブラウザ タブを開いて、ブックマーク バーの [Aux] ブックマークをクリックします。開いたページの [dCloudラボの

APIスクリプト（API Scripts for dCloud Lab）] セクションには、このシナリオで確認が必要なスクリプトへのリンクがいく

つか表示されます。 

2. Firefox ブラウザで新しいタブを開き、ブックマーク バーの [NGFW3] ブックマークを選択します。admin としてログインし

ます。パスワードは C1sco12345 を使用します。セットアップ ウィザードが実行されていないことを確認します。NGFW3 

FDM からログアウトします。 

3. 内部 Linux サーバで、NGFWsetup コマンドを実行します。応答を求められたら、[3] を選択して NGFW3 をセットアップし

ます。 

4. スクリプトが実行されている間（数分かかります）、開いたブラウザのタブで、NGFWsetup スクリプトを確認します。認証

トークンの生成、EULA への同意、ネットワーク設定、ライセンスの有効化など、主要な API コールを特定してみましょう。 
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Ansible を使用して NGFW 設定を変更する 
 

Ansible は、プロビジョニング、設定、展開を自動化するシンプルな自動化エンジンです。ノードに接続して（デフォルトでは 

SSH を使用）、「Ansible モジュール」と呼ばれる小さなプログラムをそのノードにプッシュします。その後、これらのモジュー

ルを実行し、終了後、そのモジュールを削除します。Ansible スクリプトは YAML で記述されています。 

このシナリオの目的は、受講者に、Ansible と Cisco FTD Ansible モジュールを紹介することです。Ansible を使用して、前のタス

クで作成したアクセス コントロール ポリシー ルールを変更します。 

 
注：このラボでは、Ansible が Docker にインストールされています。受講者が Docker に詳しくない場合は、このラボ演習で簡単
に紹介します。 

 
1. 内部 Linux サーバで、docker images コマンドを実行して、Cisco FTD Ansible イメージがインストールされていることを確

認します。 

[root@inside ~]# docker images  
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE 

<none> <none> c22062ef897c 7 days ago 1.02 GB 

docker.io/python 3.6 d6b15f660ce8 13 days ago 924 MB 

docker.io/python latest 32260605cf7a 13 days ago 929 MB 

docker.io/ciscodevnet/ftd-ansible latest b5d7571749c6 5 weeks ago 1.01 GB 

[root@inside ~]#     
 

2. cat /AnsibleInventory/ftd-inventory コマンドを実行します（タブ補完を使用します）。これは Ansible のインベントリであ

り、アクセス対象のデバイスと、そのアクセス方法を示しています。この例では、1 つのデバイス NGFW3 があります。 

[root@inside ~]# cat /AnsibleInventory/ftd-inventory 

my-ftd ansible_host=198.19.10.83 ansible_port=443 ansible_network_os=ftd ansible_user=admin 

ansible_password=C1sco12345 ansible_httpapi_use_ssl=True ansible_httpapi_validate_certs=False 

ansible_httpapi_ftd_token_path=/api/fdm/latest/fdm/token 

[root@inside ~]# 
 

3. ls /yaml コマンドを実行します。YAML ファイルである changetherule.yml を Ansible プレイブックとして使用します。 

4. dockerrun changetherule.yml コマンドを実行します。これにより、次の Docker のコマンドが実行されます。  

docker run -v /yaml:/ftd-ansible/playbooks -v /AnsibleInventory:/etc/ansible/hosts ciscodevnet/ftd-ansible 
playbooks/changetherule.yml 
-v オプションは、マウント ボリューム（ファイル システムのホスト ファイル システムにおける絶対パス）をコンテナ内の

ディレクトリにバインドします。FAILED - RETRYING のメッセージは無視しても構いません。これらは想定内のメッセー

ジであり、スクリプトが FDM にポーリングして導入が進行中かどうかを確認することにより生じるものです。 

5. スクリプトが実行されている間（数分かかります）、開いたブラウザのタブで、changetherule.yml スクリプトの内容を確

認します。 

• 1 番目のタスクは、バランスのとれた侵入ポリシーの ID を取得します。 
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• 2 番目のタスクは、サポートされているすべてのマルウェア ファイル タイプをブロックするファイル ポリシーの ID 
を取得します。 

• 3 番目のタスクは、アクセス コントロール ポリシーの実行を更新します。API コールの PERMIT アクションは、

FDM の Allow に対応しています。 

• 4 番目のタスクは、ポリシーの導入を開始します。 

• 5 番目と 6 番目のタスクは、導入が成功したかどうか、およびいつ成功したかを判断します。 

6. NGFW3 FDM の [ポリシー（Policy）] ページを更新します。アクセス コントロール ポリシー ルールが必要に応じて変更さ

れていることを確認します。 

注：docker run コマンドを実行するたびに、新しいコンテナが作成されます。作成されたコンテナはそのまま残ります。docker 
container list --all コマンドを実行すると、その状況を確認できます。このラボのために、作成されたすべてのコンテナを削除す
る dockerclear というスクリプトが作成されています。 

 
 

FDM API エクスプローラの使用 
 
ここでは、組み込みの FDM API エクスプローラを使用して、G0/0 のインターフェイス設定を変更します。 

 
1. API エクスプローラを使用するには、すでに FDM GUI にログインしている必要があります。ログインしていない場合は、タ

ブを開き、[NGFW3 (FDM)] ブックマークをクリックします。admin としてログインします。パスワードは C1sco12345 を

使用します。 

2. Firefox で新しいタブを開き、[NGFW3 (API Explorer)] ブックマークをクリックします。 

3. ページに目を通して [ヘルプ（Help）] セクションに注目してください。各機能の API コールと、グループ化された使用例を

確認できます。 

4. 最初にエクスプローラを使用して、NGFW3 のインターフェイス設定を表示します。[インターフェイス（Interface）] をク

リックして、それに関連付けられた API コールを展開します。そのセクションの最初に表示されている API GET 

/devices/default/interfaces をクリックします。 
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5. この API コールに提供されている詳細情報をスクロールします。[ステータス確認（TRY IT OUT!）] というラベルのボタンが

表示されたら、そのボタンをクリックしてください。 

 
6. さらに下にスクロールして、API コールが応答コード [200] を返したことを確認します。 

 
7. Jumpbox デスクトップでテキスト ファイルを開きます。GigabitEthernet0/0 の JSON セクションを切り取り、テキスト ド

キュメントに貼り付けます。IP アドレスを 198.18.133.83 から 198.18.133.183 に変更します。また、このオブジェクトの 

ID をメモします。これは、インターフェイス設定の変更に必要です。 
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8. [GET] をクリックして、API コール ページを折りたたみます。[PUT] をクリックします。[PUT] は [インターフェイス

（Interface）] セクションの 3 番目の API コールです。 

 
 

9.  [パラメータ（Parameters）] セクションまでスクロールします。サンプルに注目してください。リクエストの本文を手作業

で作成している場合、このサンプルをクリックして本文のテキスト ボックスに入力し、編集できます。 
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10. [モデル（Model）] をクリックします。要求本文の各属性の詳細が表示されます。属性の多くはオプションであることを確認

します。 

 
 

11. インターフェイスの ID を、テキスト ドキュメントから objId パラメータ フィールドにコピーします。インターフェイスの

開始部分用に変更した JSON を本文のパラメータ フィールドにコピーします。 

 

12. 下にスクロールして [ステータス確認（TRY IT OUT!）] をクリックします。 

13. FDM で、IP アドレスの変更が保留中であることを確認します。 
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14. API エクスプローラの [導入（Deployment）] セクションを開きます。[POST /operational/deploy] API コールを展開し、下に

スクロールして [ステータス確認（TRY IT OUT!）] をクリックします。 

 
 

15. 必要に応じて、導入 GET メソッド API を使用して、導入のステータスを追跡できます。 
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