ASDM （オン ボックス 管理）を使用して
FirePOWER モジュールのパッチ/アップデート
インストール
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概要
この資料は Adaptive Security Device Manager （オン ボックス 管理）を使用して Firepower モジ
ュールおよびインストール手順で利用可能なさまざまなアップグレード/アップデート/パッチを記
述したものです。
Avinash、Prashant Joshi、および Sunil Kumar によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件
要件
次の項目に関する知識が推奨されます。
●

●

セキュリティ Appliance（ASA）適応性があるファイアウォールおよび Adaptive Security
Device Manager （ASDM）のナレッジ
Firepower アプライアンス ナレッジ

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。
ソフトウェア バージョン 5.4.1 を実行する ASA Firepower モジュール（ASA 5506X/5506HX/5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X）以上に
ソフトウェア バージョン 6.0.0 を実行する ASA Firepower モジュール（ASA 5515-X、ASA
5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X）以上に
ASDM のバージョンは ASA で動作するバージョンによって決まります。 詳しい互換性 マト
リックス ASA および ASDM 互換性
この資料に記載されている情報は特定のラボ環境のデバイスから作成されます。 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。
●

●

●

背景説明
更新の型
Firepower モジュールは更新のこれらの型を備えています:
●

●
●
●

製品（ファームウェア）アップグレード パッチ
脆弱性データベース（VDB）アップデート
ルール（シグニチャ）アップデート
Geolocation アップデート

設定 Firepower モジュール更新
製品（ファームウェア）アップデートをインストールして下さい
製品の更新は 2 つの型です。
タイプ 1。 バージョン アップはマイナー バージョンからのメジャー バージョンへアップグレー
ド システムです。
例： バージョン 5.4.x から 6.0.x への Firepower のアップグレード。 これらの更新は製品機能性
で主要な機能拡張が含まれています。
タイプ 2。 最新バージョンのためのバグ修正が含まれているパッチ インストールはマイナーなア
ップグレードです。
例： バージョン 5.4.1 から 5.4.x への Firepower モジュールのアップグレード。
: Cisco /

Firepower モジュールのための製品の更新/パッチを、移動設定 > ASA Firepower 設定 > 更新にイ

ンストールするため。

ここでは、2 つのオプションを得ます。
オート ダウンロード: Firepower モジュールにアクセスできる場合、更新は Cisco サイトからダ
ウンロード更新をクリックして直接ダウンロードすることができます。
手動アップデート: バージョン アップ パッチを Cisco サイトからローカル システムにダウンロー
ドし、Update を『Upload』 をクリック することクリックして手動でアップロードして下さい。
『File』 を選択 し、参照しましたりローカル システムからのファイルをそして『Upload』 をク
リック します選択して下さい。
イメージに示すように、経過表示バーはファイルを Firepower モジュールにアップロードしてい
る間現われます。

アップデートが Cisco サイトから手動でアップ ロードされるか、またはダウンロードされたら、
バージョンを選択し、イメージに示すように Install アイコンを、クリックして下さい。

1. ヒント： モニタリングへの移動 > アップグレード インストールを監視するタスク ステー
タス。

インストール VDB アップデート
脆弱性データベース（VDB）アップデートはアプリケーション 検出（アプリケーション フィル
タ）および VDB アップデートのための更新が含まれています。 VDB アップデートは製品の更新
の下でリストされています。
VDB アップデートを、移動設定 > ASA Firepower 設定 > 更新に設定するため。 Hereyou は 2 つ
のオプションを得ます。
オート ダウンロード: Firepower モジュールにアクセスできる場合、Firepower モジュールは
Cisco Webサイトからダウンロード更新をクリックして VDB 更新を直接ダウンロードできます。
手動アップデート: VDB アップデートを Cisco Webサイトからローカル システムにダウンロード
し、アップロード アップデートをクリックしてそれを手動でアップロードして下さい。 『File』
を選択 し、参照しましたりローカル システムからのファイルをそして『Upload』 をクリック し
ます選択して下さい。
アップデートが Cisco Webサイトから手動でアップ ロードされるか、またはダウンロードされた
ら、バージョンを選択し、イメージに示すように Install アイコンを、クリックして下さい。

1. ヒント： > タスク ステータス、VDB インストールを監視するモニタリングへの移動。

ルール更新をインストールして下さい
ルール（シグニチャ）更新は最新の脅威にカバレッジを提供するために Cisco TALOS チームが
定期的にリリースする Cisco IOS 侵入防御システム（IPS） シグニチャアップデートです。
ルール更新、移動を設定 > ASA Firepower 設定 > 更新にインストールし、次にルール更新をクリ
ックするため。
ルール更新を設定する 2 つのオプションがあります。
●

●

一度だけルール アップデート ルール インポート
繰り返しルール アップデート インポート

一度だけルール アップデート/ルール インポート
一度だけルール アップデート/ルール インポートはシグニチャのアップデートの手動プロセスで
す。 ここでは、2 つのオプションがあります。
オート ダウンロード: Firepower モジュールにインターネット 接続がある場合、サポート サイト
からのルール アップデートを『Download』 を選択 して下さい。
手動アップデート: ローカル システムで Cisco Webサイトから手動でルール アップデート ファイ
ルをダウンロードする場合ルール アップデートを選択すれば署名 ファイルをアップロードするた
めにアップロードし、インストールし、それからクリックするべき rules ファイルは『File』 を
選択 します。
ルールのアップロード/ダウンロードが完了した、ルール アップデート/インストールが完了した
後自動的にすべてのアクセスコントロール ポリシーにシグニチャアップデートを加えるためにル
ール アップデート インポートがそれから『Import』 をクリック する完了した後再適用しますす
べてのポリシーを選択できます。
ポリシーを手動で適用するために、チェックボックスをチェックを外します残して下さい。

1. ヒント： ルール インポート インストールを、移動設定 > ASA Firepower 設定 > 更新 > ル
ール更新 > ルール アップデート ログに監視するため。
繰り返しルール アップデート輸入高
繰り返しルール更新オプションはルール更新があるように確認するために Firepower モジュール
をスケジュールすることです。 新しいルール データベースが利用できる場合新しいルールをダウ
ンロードし、インストールして下さい。
: Firepower Cisco

繰り返しルール更新を設定するために、サポート サイトからの繰り返しルール アップデート輸入
高を『Enable』 を選択 して下さい。 新しいルール アップデートおよびダウンロード インスト
ール ルール アップデートがあるように確認するために周波数をもし可能であれば設定して下さい
。
目標とされたデバイスに更新済ポリシーを『Deploy』 を選択 することによってアクセスポリシ
ーをモジュールへの新しいルール変更を加え、次に『SAVE』 をクリック したいと思う場合ルー
ル アップデートが完了した後自動的に適用することを選択できます。

1. ヒント： ルール インポート インストールを、移動設定 > ASA Firepower 設定 > 更新 > ル
ール更新 > ルール アップデート ログに監視するため。

Geolocation 更新をインストールして下さい
Geolocation アップデートは国および大陸に IP アドレスの更新済マッピングが含まれています。
Geolocation 更新を設定する 2 つのオプションがそれらあります次の通りあります:
Geolocation 一度だけ更新

Geolocation 一度だけ更新は Geolocation データベースのアップデートの手動プロセスです。 こ
れらの更新を受け取る 2 つの方法があります。
手動アップデート: Cisco Webサイトから手動で geolocation ファイルをダウンロードし、『
Upload』 を選択 し、geolocation アップデートをインストールし、geolocation ファイルをアップ
ロードするために『File』 を選択 しますクリックして下さい。
オート ダウンロード: Firepower モジュールにインターネット 接続がある場合、『Download』 を
選択 し、geolocation アップデートをサポート サイトからインストールし、『Import』 をクリッ
ク して下さい。
Geolocation 繰り返し更新
繰り返し Geolocation 更新オプションは geolocation 更新のアベイラビリティがあるように確認す
るべきユーザが定義するスケジュールです。 それはもし可能であれば新しいデータベースをダウ
ンロードし、インストールします。
: Firepower Cisco

利用可能チェックし、次に『SAVE』 をクリック するために定義して下さい Geolocation 繰り返
し更新を設定するために、サポート サイトからの繰り返し週間更新を『Enable』 を選択 し、
Geolocation 更新及びダウンロード インストールを更新周波数を。

1. ヒント： アップグレード インストールを、移動モニタリングに監視するため > タスク ステ
ータス。

アップデート インストールを確認して下さい
さまざまなアップデート インストールを確認するために、設定 > ASA Firepower Configuration >
System 情報にナビゲートして下さい。

ソフトウェア バージョンおよび OS: OS セクションはソフトウェアのアップグレード バージョン
を示します
VDB バージョン: VDB は VDB のアップグレード バージョンを示します
Geolocation 更新バージョン: Geolocation 更新バージョン
ルール更新バージョン: SRU バージョンを示します

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
●
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