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はじめに

このドキュメントでは、Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用して、Cisco
ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスのソフトウェア イメージをアップグレー
ドする方法を説明しています。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco ASA 5500 および ASA5500-X 9.1(2) 以降●

Cisco ASDM 7.1 以降●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ



さい。

関連製品

この設定は、Cisco ASA 5500-X シリーズ セキュリティ アプライアンス ソフトウェア バージョ
ン 9.x にも適用できます。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してくだ
さい。

ソフトウェアのダウンロード

ASA ソフトウェア イメージおよび ASDM ソフトウェア イメージの必要なリリースバージョンは
、次のリンクからダウンロードできます

Cisco ASA ソフトウェア リリースのダウンロード（登録ユーザ専用）●

Cisco ASDM ソフトウェア リリースのダウンロード（登録ユーザ専用）●

注：このソフトウェアをCisco.comからダウンロードするには、有効なシスコユーザクレデンシ
ャルが必要です。

ASA と ASDM の間の互換性

互換性と、ASA の各バージョンに推奨される ASDM リリースについては、次のリンクを参照し
てください。このリンクは、適宜更新されています。

ASA と ASDM の互換性

ASA のアップグレード パス

ASA のアップグレード パスについては、次のリンクを参照してください。一部のバージョンは、
最新バージョンへのアップグレードの前に暫定アップグレードが必要です。

ASA のアップグレード パス

ASDM 7.x を使用しての ASA ソフトウェア イメージのアップグ
レード

ASDM を使用して ASA 5500 のソフトウェア イメージをアップグレードするには、次の手順を実
行します。

1. ASAがシングルコンテキストモードの場合。選択 [Tools] > [Upgrade Software from Local
Computer...] ASDMの[Home]ウィンドウから選択します。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=279916854&flowid=4818&softwareid=280775065&release=8.4.4.1.ED&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=279916854&flowid=4818&softwareid=280775064&release=6.4.9&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
/content/en/us/td/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html#pgfId-121785
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/116685-problemsolution-product-00.html


ASA がマルチ コンテキスト モードで稼働している場合は、[Tools] の下の [Upgrade Software
from Local Computer] オプションは、システムのコンテキストからのみ使用できます。

2.ドロップダウンメニューから、アップロードするイメージタイプとしてASAを選択します。



3.クリック ローカルファイルの参照… または、[Local File Path]フィールドにパスを入力して、
PC上のソフトウェアイメージの場所を指定します。

4.クリック フラッシュの参照….

5. [Browse Flash]ダイアログ・ウィンドウが開き、ファイル名が自動的に入力されます。ファイ
ル名が表示されていない場合は、[File Name] フィールドに手動で入力します。クリック OK 終わ
ったら

6.ローカルとリモートの両方のファイル名を指定したら、 イメージのアップロード.



7. ASDMがイメージをフラッシュに書き込んでいる間、[Status]ウィンドウが表示されます。完了
すると、[Information] ウィンドウが表示され、アップロードの成功を通知するとともに、そのイ
メージをブート イメージとして設定するか確認を求めます。選択 あり

[Information] ウィンドウで [OK] をクリックし、[Upload Image from Local PC] ウィンドウで
[Close] をクリックします。 

8.選択 [Tools] > [System Reload] [Home]ウィンドウからデバイスをリロードします。



リロードの詳細の確認を求める新しいウィンドウが表示されます。[Save the running
configuration at the time of reload] を選択して、次にリロードの開始時間を選択します。

今 – デバイスをただちにリブートします。●

遅延 – デバイスをリロードする時間を分単位で指定します。●

スケジュール – デバイスをリロードする日時を指定します。●

日時を指定してのリロードが失敗した場合にデバイスの強制的リロードを即時に行うかどうかを
指定することもできます。オン リロード障害が発生した場合、リロードを強制的に行います 最大
保留時間を指定します。これは、セキュリティ アプライアンスがシャットダウンまたはリブート
を行う前に他のサブシステムに通知するための待ち時間になります。この時間が経過すると、即
時に（強制的）シャットダウンまたはリブートが実行されます。クリック リロードのスケジュー
ル.



リロードが開始されると、[Reload Status] ウィンドウが表示され、リロードが進行中であること
が表示されます。ASDM を終了するオプションも表示されます。

注： ASA のリロードが終わったら、ASDM を再度開始してください。



ASDM 7.x を使用しての ASDM イメージのアップグレード

ASDM を使用して ASA 5500 のソフトウェア イメージをアップグレードするには、次の手順を実
行します。

1.選択 [Tools] > [Upgrade Software from Local Computer...] ASDMの[Home]ウィンドウから選択
します。



2.ドロップダウンメニューから、アップロードするイメージタイプとして[ASDM]を選択します。

3.クリック ローカルファイルの参照… または、[Local File Path]フィールドにパスを入力して、
PC上のソフトウェアイメージの場所を指定します。

[フラッシュの参照…]をクリックします。.

[Browse Flash] ダイアログウィンドウが、入力したファイル名を自動的に表示した状態で表示さ
れます。ファイル名が表示されていない場合は、[File Name] フィールドに手動で入力します。ク
リック OK 終わったら



4.イメージが新しいイメージで更新されたら、[OK]をクリックします。

5.選択 File > Save Running Configuration to Flash ASDMの[Home]ウィンドウから選択します。

ASDM を終了し、再度ログインして、ASDM イメージがアップグレードされた ASA の管理を行



います。

CCO からイメージを直接ダウンロードしての ASA およびASDM のアップグレード

ASA および ASDM イメージを CCO から直接アップグレードするには、次の手順を実行します。

1.選択 [Tools] > [Check for ASA/ASDM Updates...] ASDMの[Home]ウィンドウから選択します。

2.ユーザ名とパスワードのプロンプトが表示されたら、Cisco.comのクレデンシャルを入力し、
ログイン.

3. Cisco.com Upgrade Wizardが表示されます。[Overview] セクションで、[Next] をクリックしま
す。



4. [Select Software]セクションで、アップグレードする必要があるソフトウェアを確認します。
ASA と ASDM の両方をアップグレードする必要がある場合は、両方のオプションにマークを付
けます。



5. ASAバージョンのドロップダウンで、ASAのアップグレードを実行する必要があるバージョン
を選択します。

6. ASDMバージョンのドロップダウンで、ASDMのアップグレードを実行する必要があるバージ
ョンを選択します。適切なバージョンを選択したら、[Next] をクリックします。



7. [Review Changes]セクションで変更を確認し、[Next]をクリックします。



8.イメージのインストールが開始し、全体の進行状況が次のように表示されます。完了したら、
[Finish] をクリックします。
[Results] セクションで、[Save configuration and reload device now] オプションにマークを付けま
す。[Finish] をクリックします。

9.デバイスのリロード中に[Reload status]画面が表示されます。



10. [Exit ASDM] をクリックし、リロード後にデバイスが起動したら再度ログインします。

CLI を使用してのソフトウェア イメージおよび ASDM イメージ
のアップグレード

ASA のためにソフトウェア イメージおよび ASDM イメージのアップグレードまたはダウングレ
ードを行うには、TFTP サーバが必要です。TFTP サーバの選択に関する詳細については、『
TFTP サーバの選択と使用』を参照してください。

TFTP 経由でファイアウォールのフラッシュ メモリにソフトウェア イメージをダウンロードする
には、copy tftp flash コマンドを使用します。copy tftp flash コマンドは、どのセキュリティ アプ
ライアンス モデルでも使用できます。ダウンロードしたイメージが次回のリブート以降使用され
るようにするには、boot system 変数を変更して、そのイメージをポイントするようにします。

copy tftp flash コマンドの出力は、次のとおりです。

copy tftp[:[[//location] [/tftp_pathname]]] [[flash/disk0][:[image | asdm]]]

マルチ コンテキスト モードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。

注：ASAの場合、キーワードdisk0はcopyコマンドのフラッシュを置き換えます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a00801f7735.shtml


オプション パラメータの location または pathname を指定せずにこのコマンドを使用する場合は
、Cisco IOS® ソフトウェアで表示される一連の質問と同様の質問が表示されるので、場所とファ
イル名を対話形式で入力します。コロンのみを入力した場合は、tftp-server コマンドの設定から
パラメータが取得されます。その他のオプション パラメータを指定した場合、それらの値が tftp-
server コマンドに設定されている値に代わって使用されます。いずれかのオプション パラメータ
（コロンで始まる入力など）を指定した場合、コマンドは、ユーザの入力を求めるプロンプトな
しで実行されます。

場所は、IP アドレスか、またはセキュリティ アプライアンスの名前解決メカニズムによって IP
アドレスに解決される名前で指定します。このメカニズムは現在、name および names コマンド
による静的マッピングとなっています。セキュリティ アプライアンスは、この場所に到達する方
法を、自身のルーティング テーブル情報を通じて認識する必要があります。この情報は、IP
address、route、または RIP コマンドによって決定されます。これは、設定によって異なります
。

pathname には、サーバ上のファイルへのパスの最後となる実際のコンポーネントに加え、任意
のディレクトリ名を含めることができます。パス名にスペースを含めることはできません。スペ
ースを含むディレクトリ名が、copy tftp flash コマンド上ではなく TFTP サーバ内のディレクトリ
に設定されており、TFTP サーバがイメージのダウンロード元であるシステム上のディレクトリ
をポイントするように設定されている場合、必要なのは、システムの IP アドレスとイメージ フ
ァイル名を使用することだけです。TFTP サーバは、コマンドを受信して、自身のルート ディレ
クトリ情報から実際のファイルの場所を判断します。その後、サーバは、TFTP イメージをセキ
ュリティ アプライアンスにダウンロードします。

ソフトウェア イメージおよび ASDM イメージをアップグレードし、次回のリロード時にそれを
ブート イメージとして使用するには、次のコマンドが必要です。

ASA#copy tftp [[flash:/disk0:][software image name/asdm image name]]

!--- Command to set an image as bootup or specify the !--- ASDM image file. ASA(config)#boot

system [flash:/disk0:]/[software image name]

!--- Save active configuration to the Flash. ASA#write memory

!--- Reboot the security appliance and load !--- with the new boot image as per the

configuration file. ASA#reload

以下に例を挙げます。

ASA-5512# copy tftp: disk0:

Address or name of remote host []? 172.16.31.1

Source filename []? asa916-smp-k8.bin

Destination filename [asa916-smp-k8.bin]?

Accessing tftp://172.16.31.1/asa916-smp-k8.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Writing file disk0:/asa916-smp-k8.bin...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

38043648 bytes copied in 32.290 secs (1188864 bytes/sec)

ASA-5512# sh disk0

--#--  --length--  -----date/time------  path  191  38191104    Nov 21 2014 21:07:48  asa912-

smp-k8.bin

192  17906032    Apr 08 2015 22:33:44  asdm-713.bin

 193  26350916    Apr 09 2015 06:28:20  asdm-741.bin



 194  38043648    May 10 2015 02:14:06  asa916-smp-k8.bin

4118732800 bytes total (3556712448 bytes free)

!--- Command to set "asa916-smp-k8.bin" as the boot image. ASA-5512(config)# boot system

disk0:/asa916-smp-k8.bin

!--- Command to set "asdm-741.bin" as the ASDM image. ASA-5512(config)# asdm image disk0:/asdm-

741.bin

ASA-5512# write memory

ASA-5512# reload

注：ASA上のイメージをFTPサーバからアップグレードする場合は、copy ftp flashコマンドを使
用できます。このコマンドでは、リモート IP アドレスやソース ファイル名などのパラメータを
指定できます。この手順は、TFTP に似ています。ただし、1 つの制約として、リモート IP や送
信元インターフェイスを変更することはできません（TFTP ではできます）。 TFTP モードでは
、tftp-server コマンドで指定したオプションを引用して実行することができます。FTP には、こ
のようなオプションはありません。送信元インターフェイスは、常に外部でなくてはならず、こ
れはデフォルトで、変更できません。つまり、FTP サーバは、外部インターフェイスから到達可
能である必要があります。

確認

この項では、ソフトウェア アップグレードの成功を確認する方法を説明します。

Cisco CLI アナライザ（登録ユーザ専用）は、特定の show コマンドをサポートします。show コ
マンド出力の分析を表示するには、Cisco CLI アナライザを使用します。

ASA がリロードされ、ASDM への再ログインが問題なく完了したら、デバイスで稼働しているイ
メージのバージョンを確認できます。この情報は、[Home] ウィンドウの [General] タブに表示さ
れます。

アップグレードを確認するには、次の CLI コマンドを使用します。

show version：ASA のブートに使用される現在のイメージを示します。1.
show bootvar：リロード後に使用されるイメージの優先順位を示します。2.
show asdm image：ASA によって使用される現在の ASDM イメージを表示します。3.

http://cway.cisco.com/go/sa/
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

ASA から Cisco Adaptive Security Device Manager への接続に関する問題●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

リリース ノート●

Cisco ASAのリリース別新機能●

Cisco ASAの互換性●

アップグレードの計画●

アクティブ/スタンバイ フェールオーバー コンフィギュレーションのアップグレード●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/asa/roadmap/asa_new_features.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/asa/upgrade/asa-upgrade/planning.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/111867-asa-failover-upgrade.html#actstand
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