
アップグレードパスの計画

次のガイドラインを使用して、アップグレードパスを構築できます。

•アップグレードパスについて：アップグレード可能かどうか （1ページ）
•メジャーアップグレードとパッチ（5ページ）
•プレインストールパッケージの特定（7ページ）
•新しいデバイスを追加するときを特定する（8ページ）
•トラフィックフローおよびインスペクションでの中断を特定する（8ページ）
•その他のメジャータスクを特定する（9ページ）

アップグレードパスについて：アップグレード可能かど

うか
アップグレードパスは、何をいつアップグレードするのかについての詳細な計画です。通常、

FirepowerManagementCenterをアップグレードしてから、その管理対象デバイスをアップグレー
ドします。ただし、場合によっては、最初にデバイスをアップグレードする必要があります。

展開を評価済みの場合、つまり何があり、何をしたいのかがわかっている場合は、アップグ

レードパスを構築する準備が整っています。

特に、FMCとデバイスのアップグレードを交互に行う必要がある大規模展開の環境では、中
間バージョンを必要とするアップグレードパスに時間がかかる場合があります。この時間を短

縮するために、アップグレードする代わりに、古いデバイスを再イメージ化することができま

す。最初に、FMCからデバイスを削除します。その後、FMCをアップグレードし、デバイス
を再イメージ化してから、それらを FMCに追加しなおしてください。

ヒント

2つの重要な質問への回答は「はい」

FMCまたはデバイスのいずれかをアップグレードするたびに、次の両方の質問に「はい」と
答えることができる必要があります。

•直接アップグレードできるか（2ページ）
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• FMCデバイスのバージョン互換性を維持できるか（3ページ）

どちらかの質問に対する答えが「いいえ」の場合、そのアップグレードパスは無効です。

直接アップグレードできるか

現在のバージョンからターゲットバージョンに直接アップグレードできない場合は、アップグ

レードパスに中間バージョンまたは戦略的再イメージ化を含める必要があります。Firepower
にパッチを適用するには、基礎となるメジャーバージョンを実行している必要があります。以

前のメジャーバージョンからパッチに直接アップグレードすることはできません。

メジャーアップグレードに関して、次の表に、Firepower Management Centerおよびその管理対
象デバイスのアップグレード可能性を示します。最初の列で現在使用しているメジャーバー

ジョンを見つけ、横に移動してターゲットバージョンに直接アップグレードできるかどうかを

確認してください。各アプライアンスタイプのアップグレードパスについては、アップグレー

ドの章（「FirePOWERアプライアンスのアップグレード」）を参照してください。

表 1 : Firepowerの直接アップグレードのサポート

ターゲットバージョン（直接アップグレードをサポート）現在の

バージョ

ン
6.0.06.0.16.1.06.2.06.2.16.2.26.2.36.3.06.4.0～ 6.5.0

—————————あり6.4.0～

————————ありあり6.3.0

———————ありありあり6.2.3

——————ありありあり—6.2.2

—————ありありありあり—6.2.1

—————ありありありあり—6.2.0

———あり——ありありあり—6.1.0

——あり———————6.0.1

—あり————————6.0.0

あり*—————————5.4.x

*バージョン 6.0にアップグレードするには、バージョン 5.4.0.2/5.4.1.1以降を実行している必
要があります。

† Firepower 4100/9300シリーズデバイスをバージョン 6.1からバージョン 6.4に直接アップグ
レードすることはできません。中間バージョンとしてバージョン 6.2.3を使用することを推奨
します。
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FMCデバイスのバージョン互換性を維持できるか
Firepower Management Centerをアップグレードする前に、アップグレードされた FMCが現在
のデバイスを管理できることを確認します。できない場合は、最初にデバイスをアップグレー

ドしてください。FMCのメジャーバージョンを超えているデバイスをアップグレードするこ
とはできません。

FMCにパッチを適用せずにデバイスにパッチを適用することは可能で、その逆もまた同様で
す。ただし、両方をアップグレードすることを強くお勧めします。これにより、新機能とバグ

修正を利用することができます。

この表は、FMCメジャーバージョンと、それらが管理できるデバイスのメジャーバージョン
を示します。最初の列で現在の主要バージョンを検索してから、どのデバイスを管理できるか

判別します。

表 2 : FMCデバイスのバージョン互換性

デバイスバージョンFMC
バー

ジョン
5.4.05.4.16.0.06.0.16.1.06.2.06.2.16.2.26.2.36.3.06.4.06.5.0

————————ありありありあり6.5.0

————ありありありありありありあり—6.4.0

————ありありありありありあり——6.3.0

————ありありありありあり———6.2.3

————ありありありあり————6.2.2

————ありありあり—————6.2.1

————ありあり——————6.2.0

あり*あり*ありありあり———————6.1.0

あり*あり*ありあり————————6.0.1

あり*あり*あり—————————6.0.0

ありあり——————————5.4.1

あり———————————5.4.0

*バージョン 6.0、6.0.1、または 6.1の FMCで管理するには、デバイスが少なくともバージョ
ン 5.4.0.2/5.4.1.1を実行している必要があります。
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最初に行う作業

アップグレードパスの計画をどのように開始すべきか迷う場合は、展開アセスメントを参照し

て、この表でプラットフォームを確認してください。

表 3 :現在のメジャーバージョンに基づく Firepowerのアップグレードの開始

詳細最初にアップグレードするものデバイスFMC

バージョン 6.5の FMCでは、デ
バイスを管理してバージョン6.2.3
に戻すことができます。

FMC→ 6.56.2.3～ 6.46.4

FMCをバージョン 6.5にアップ
グレードする予定の場合は、デバ

イスをバージョン 6.2.3+にアッ
プグレードします。

Devices→ 6.2または 6.2.2または
6.2.3または 6.3または 6.4

6.1～ 6.2.2

これらのFMCsでは、デバイスを
管理してバージョン 6.2.3に戻す
ことができます。

FMC→ 6.4または 6.56.2.3～ 6.36.3

FMCをバージョン 6.5にアップ
グレードする予定の場合は、デバ

イスをバージョン 6.2.3+にアッ
プグレードします。

Devices→ 6.2または 6.2.2または
6.2.3または 6.3

6.1～ 6.2.2

これらのFMCsでは、デバイスを
管理してバージョン 6.2.3に戻す
ことができます。

FMC→ 6.3または 6.4または 6.56.2.36.2.3

FMCをバージョン 6.5にアップ
グレードする予定の場合は、デバ

イスをバージョン 6.2.3にアップ
グレードします。

Devices→ 6.2または 6.2.2または
6.2.3

6.1～ 6.2.2

これらのFMCsでは、デバイスを
管理してバージョン 6.1に戻すこ
とができます。

FMC→ 6.2.3または 6.3または 6.46.1～ 6.2.26.2.2

これらのFMCsでは、デバイスを
管理してバージョン 6.1に戻すこ
とができます。

FMC→ 6.2.2または 6.2.3または
6.3または 6.4

6.1～ 6.2.16.2.1

これらのFMCsでは、デバイスを
管理してバージョン 6.1に戻すこ
とができます。

FMC→ 6.2.2または 6.2.3または
6.4

6.1～ 6.26.2
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詳細最初にアップグレードするものデバイスFMC

これらのFMCsでは、デバイスを
管理してバージョン 6.1に戻すこ
とができます。

FMC→ 6.2または 6.2.3または 6.3
または 6.4

6.16.1

バージョン 6.1以降の FMCを
アップグレードする予定の場合

は、デバイスをバージョン 6.1に
アップグレードする必要がありま

す。

デバイス→ 6.15.4～ 6.0.1

バージョン 6.1の FMCでは、デ
バイスを管理してバージョン 5.4
に戻すことができます。

FMC→ 6.15.4～ 6.0.16.0.1

バージョン 6.0.1の FMCでは、
デバイスを管理してバージョン

5.4に戻すことができます。

FMC→ 6.0.15.4～ 6.06.0

バージョン 6.0の FMCでは、
バージョン 5.4のデバイスを管理
できます。

FMC→ 6.05.45.4

メジャーアップグレードとパッチ
メジャーアップグレードはパッチよりも複雑で時間がかかります。

展開全体をアップグレードすることをお勧めしますが、FMCにパッチを適用せずにデバイス
にパッチを適用することも、その逆も可能です。両方にパッチを当てるまでは、新機能とバグ

修正を十分に活用できないことに注意してください。

表 4 :メジャーアップグレードとパッチの特性

パッチメジャーアップグレード特性

限られた範囲の修正が含まれていま

す。機能の軽微な更新のみであり、

多くの場合、まったく更新されませ

ん。

新機能が含まれており、製品の大規

模な変更を伴うことがあります。

新機能
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パッチメジャーアップグレード特性

メジャーバージョンシーケンス内の

パッチだけを適用できます。次に例

を示します。

•可：6.4.0→ 6.4.0.5

•不可：6.2.3→ 6.4.0.5

次のメジャーバージョンには常に

アップグレード可能です。アップグ

レードするために最新のパッチを実

行する必要はありません。

多くの場合、アップグレード時にメ

ジャーバージョンをスキップできま

す。詳細については、プラット

フォームでサポートされているアッ

プグレードパスを参照してくださ

い。

アップグレード要

件

通常、付属するオペレーティングシ

ステムのアップグレードはありませ

んが、多くの場合、軽微な問題を解

決するために OSにパッチを適用で
きます。

オペレーティングシステムを個別に

アップグレードするデバイスに対し

て、付随する OSのアップグレード
がある可能性があります。

OSアップグレー
ド

新規インストールはできません。

シスコではパッチ用のインストール

パッケージを提供していません。特

定のパッチを実行するには、メ

ジャーバージョンをインストールし

てからパッチを適用してください。

新規インストール/復元ができます。

Firepowerアプライアンスをアップグ
レードできない（または必要なアッ

プグレードパスを実行したくない）

場合は、Firepowerのメジャーリリー
スを新規インストールできます。

新規インストール

アンインストールできます。

アンインストールすると、次のいず

れかになります。

•バージョン 5.4.xから 6.2.2に
アップグレードした場所に関係

なく、以前にリリースされた

パッチに戻ります。

•以前にインストールしたパッチ
（バージョン 6.2.3+から実際に
アップグレードしたパッチ）に

戻ります。

アンインストールできません。

以前のバージョンに戻す必要がある

場合は、新規インストールが必要で

す。

アンインストール
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プレインストールパッケージの特定
一部のプラットフォームでのアップグレードによっては、アップグレードを最適化する、特定

のアップグレード機能を有効にする、またはアップグレード上の問題を修正するプレインス

トールパッケージやホットフィックスを提供しています。

プレインストールパッケージやホットフィックスはシスコサポートおよびダウンロードサイト

で入手可能であり、アップグレードパッケージおよびインストールパッケージと同じ場所にあ

ります。通常のアップグレードパッケージと同様に、FMCの [システム（System）] > [更新
（Updates）]ページを使用してプレインストールまたはホットフィックスを実行します。アッ
プグレードする直前にこれを実行することをお勧めします。

表 5 : Firepowerプレインストールパッケージ

詳細重大度プラットフォー

ム

ター

ゲット

バー

ジョン

RAIDコントローラのファームウェアを更新
します。

参照先： FMC1000/2500/4500にはアップグ
レード前のホットフィックスが必要な場合

がある

6.2.0から 6.2.3.7が必
要です。

FMC：MC1000、
2500、4500

6.3 +

バージョン6.1へのアップグレードの準備状
況チェックを可能にします。

バージョン6.1以降は、準備状況チェックは
アップグレードパッケージに含まれていま

す。

参照：Firepower System Release Notes Version
6.1.0 Preinstallation Package

オプションFMCと FMCv

すべてのデバイ

ス

6.1

FTD HAペアのヒットレスアップグレード
を許可します。

プレインストールがない場合は、バージョ

ン6.1にアップグレードする前にハイアベイ
ラビリティを中断する必要があります。

参照：Firepower SystemRelease Notes Version
6.1.0 Preinstallation Package

オプションHAペアの FTD
デバイス

アップグレードを最適化します。

参照：Firepower System Release Notes Version
6.0.1 Preinstallation

必須FMCと FMCv6.0.1
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fpmc-upgrade-guide_chapter14.pdf#nameddest=unique_23
fpmc-upgrade-guide_chapter14.pdf#nameddest=unique_23
fpmc-upgrade-guide_chapter14.pdf#nameddest=unique_23
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/relnotes/Firepower_System_Release_Notes_Pre_Installation_Package_Version_610.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/relnotes/Firepower_System_Release_Notes_Pre_Installation_Package_Version_610.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/relnotes/Firepower_System_Release_Notes_Pre_Installation_Package_Version_610.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/relnotes/Firepower_System_Release_Notes_Pre_Installation_Package_Version_610.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/601/relnotes/Firepower-System-Release-Notes-Version601-PreInstallation.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/601/relnotes/Firepower-System-Release-Notes-Version601-PreInstallation.html


詳細重大度プラットフォー

ム

ター

ゲット

バー

ジョン

アップグレードを最適化します。STIGモー
ドでアプライアンスをアップグレードする

ことができます。

参照：FireSIGHTSystemReleaseNotesVersion
6.0.0 Preinstallation

以降で必須：

• 5.4.0.2～ 5.4.0.6

• 5.4.1.1～ 5.4.1.5

以降で推奨：

• 5.4.0.7+

• 5.4.1.6+

FMCと FMCv

すべてのデバイ

ス

6.0

新しいデバイスを追加するときを特定する
アップグレードパスに新しいデバイスの追加が含まれる場合、デバイスを追加するタイミング

は、デバイスタイプによって異なります。

•物理デバイス：デバイスが現在実行している FirePOWERバージョンを判定します。すぐ
にデバイスを追加し、Firepower Management Centerを使用して新しいデバイスを展開の残
りとともにアップグレードします。設定済みデバイスを管理できる時点を過ぎた FMCは
アップグレードしないでください。

•仮想デバイス：FMCのアップグレード後に、そのターゲットのバージョンに作成します。
新しい仮想デバイスを追加する際は、パッチのみでよく、メジャーアップグレードを実行

する必要はありません。

トラフィックフローおよびインスペクションでの中断を

特定する
アップグレード中に発生するトラフィックフローおよびインスペクションでの潜在的な中断を

特定する必要があります。これは、次の場合に発生する可能性があります。

•デバイスが再起動された場合。

•デバイス上でオペレーティングシステムまたは仮想ホスティング環境をアップグレードす
る場合。

•デバイス上で Firepowerソフトウェアをアップグレードするか、パッチをアンインストー
ルする場合。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/relnote/Firepower-System-Release-Notes-Version600-PreInstallation.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/relnote/Firepower-System-Release-Notes-Version600-PreInstallation.html


•アップグレードまたはアンインストールプロセスの一部として設定変更を展開する場合
（Snortプロセスが再開します）。

デバイスのタイプ、展開のタイプ（スタンドアロン、ハイアベイラビリティ、クラスタ化）、

およびインターフェイスの設定（パッシブ、IPS、ファイアウォールなど）によって中断の性
質が決まります。アップグレードまたはアンインストールは、保守期間中に行うか、中断によ

る展開環境への影響が最も小さい時点で行うことを強く推奨します。

詳細については、トラフィックフロー、検査、およびデバイス動作を参照してください。

その他のメジャータスクを特定する
アップグレードプロセスの多くの手順では、長時間を要することがあります。これらの手順を

計画に明示的に含める必要があります。これには、次の手順などが含まれます。

•バックアップ：設定およびイベントデータをバックアップする

•ダウンロードとプッシュ：アップグレードパッケージの取得およびプッシュ

•準備状況チェック：準備状況チェックの実行

•アップグレード前および後の設定変更：設定変更の計画
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fpmc-upgrade-guide_chapter16.pdf#nameddest=unique_26
fpmc-upgrade-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_28
fpmc-upgrade-guide_chapter4.pdf#nameddest=unique_29
fpmc-upgrade-guide_chapter5.pdf#nameddest=unique_30
fpmc-upgrade-guide_chapter6.pdf#nameddest=unique_31
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