
トラフィックフロー、検査、およびデバイ

ス動作

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。

•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。

• FTDアップグレード時の動作： Firepower 4100/9300シャーシ（1ページ）
• FTDアップグレード時の動作：その他のデバイス（6ページ）
• FirePOWER 7000/8000シリーズのアップグレード時の動作（8ページ）
• ASA FirePOWERアップグレード時の動作（10ページ）
• NGIPSvアップグレード時の動作（11ページ）

FTDアップグレード時の動作：Firepower 4100/9300シャー
シ

このセクションでは、FTDを搭載した Firepower 4100/9300シャーシをアップグレードすると
きのデバイスとトラフィックの動作を説明します。
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Firepower 4100/9300シャーシ：FXOSのアップグレード

シャーシ間クラスタリングまたはハイアベイラビリティペアの構成がある場合でも、各シャー

シの FXOSを個別にアップグレードします。アップグレードの実行方法により、FXOSのアッ
プグレード時にデバイスがトラフィックを処理する方法が決定されます。

表 1 : FXOSアップグレード中のトラフィックの動作

トラフィックの動作方法展開

ドロップされる—スタンドアロン

影響なしベストプラクティス：スタンバイで

FXOSを更新し、アクティブピアを
切り替えて新しいスタンバイをアッ

プグレードします。

ハイアベイラビリ

ティ

1つのピアがオンラインになるまで
ドロップされる

スタンバイでアップグレードが終了

する前に、アクティブピアで FXOS
をアップグレードします。

影響なしベストプラクティス：少なくとも 1
つのモジュールを常にオンラインに

するため、一度に 1つのシャーシを
アップグレードします。

シャーシ間クラス

タ（6.2以降）

少なくとも 1つのモジュールがオン
ラインになるまでドロップされる

ある時点ですべてのモジュールを停

止するため、シャーシを同時にアッ

プグレードします。

インスペクションなしで転送Fail-to-wire有効：[バイパス：スタン
バイ（Bypass: Standby）]または [バ
イパス：強制（Bypass-Force）]（6.1
以降）

シャーシ内クラス

タ（Firepower
9300のみ）

少なくとも 1つのモジュールがオン
ラインになるまでドロップされる

Fail-to-wire無効：[バイパス：無効
（Bypass: Disabled）]（6.1以降）

少なくとも 1つのモジュールがオン
ラインになるまでドロップされる

fail-to-wireモジュールなし。

スタンドアロン FTDデバイス：Firepowerソフトウェアのアップグレード

インターフェイスの設定により、アップグレード中にスタンドアロンデバイスがトラフィック

を処理する方法が決定されます。
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表 2 : Firepowerソフトウェアアップグレード中のトラフィックの動作：スタンドアロン FTDデバイス

トラフィックの動作インターフェイスの設定

ドロップされるEtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

次のいずれかを行います。

•ドロップ（6.1から 6.2.2.x）

•インスペクションなしで転送
（6.2.3以降）

インラインセット、fail-to-wireが有
効：[バイパス：スタンバイ（Bypass:
Standby）]または [バイパス：強制
（Bypass-Force）]（6.1以降）

IPSのみのイン
ターフェイス

ドロップされるインラインセット、fail-to-wireが無
効：[バイパス：無効（Bypass:
Disabled）]（6.1以降）

ドロップされるインラインセット、fail-to-wireモ
ジュールなし

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし

インラインセット、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ、ERSPANパッシブ

ハイアベイラビリティペア：FirePOWERソフトウェアアップグレード

ハイアベイラビリティペアのデバイスのFirePOWERソフトウェアをアップグレードする間に、
トラフィックフローまたはインスペクションが中断されることはありません。継続稼働できる

ように、一度に1つずつアップグレードされます。アップグレード中、デバイスはメンテナン
スモードで稼働します。

スタンバイ側のデバイスが最初にアップグレードされます。デバイスの役割が切り替わり、新

しくスタンバイになったデバイスがアップグレードされます。アップグレードの完了時には、

デバイスの役割は切り替わったままです。アクティブ/スタンバイの役割を維持する場合、アッ
プグレード前に役割を手動で切り替えます。それにより、アップグレードプロセスによって元

の役割に切り替わります。

クラスタ：FirePOWERソフトウェアアップグレード

Firepower Threat Defenseクラスタのデバイスで FirePOWERソフトウェアをアップグレードす
る間に、トラフィックフローまたはインスペクションが中断されることはありません。継続稼
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働できるように、一度に1つずつアップグレードされます。アップグレード中、デバイスはメ
ンテナンスモードで稼働します。

スレーブセキュリティモジュールを最初にアップグレードして、その後マスターをアップグ

レードします。アップグレード中、セキュリティモジュールはメンテナンスモードで稼働しま

す。

マスターセキュリティモジュールをアップグレードする間、通常トラフィックインスペクショ

ンと処理は続行しますが、システムはロギングイベントを停止します。ロギングダウンタイム

中に処理されるトラフィックのイベントは、アップグレードが完了した後、非同期のタイムス

タンプ付きで表示されます。ただし、ロギングダウンタイムが大きい場合、システムはログ記

録する前に最も古いイベントをプルーニングすることがあります。

バージョン6.2.0、6.2.0.1、または6.2.0.2からシャーシ間クラスタをアップグレードすると、各
モジュールがクラスタから削除されるときに、トラフィックインスペクションで 2～ 3秒のト
ラフィック中断が発生します。この中断中にトラフィックがドロップされるか、それ以上イン

スペクションが行われずに受け渡されるかは、デバイスがトラフィックを処理する方法に応じ

て異なります。

（注）

ハイアベイラビリティとクラスタリングヒットレスアップグレードの要件

ヒットレスアップグレードの実行には、次の追加要件があります。

フローオフロード：フローオフロード機能でのバグ修正により、FXOSとFTDのいくつかの組
み合わせはフローオフロードをサポートしていません。『Cisco FirepowerCompatibilityGuide』
を参照してください。ハイアベイラビリティまたはクラスタ化された展開でヒットレスアップ

グレードを実行するには、常に互換性のある組み合わせを実行していることを確認する必要が

あります。

アップグレードパスに FXOSの2.2.2.91、2.3.1.130、またはそれ以降のアップグレード（FXOS
2.4.1. x、2.6.1などを含む）が含まれている場合、次のパスを使用します。

1. FTDを 6.2.2.2以降にアップグレードします。

2. FXOSを 2.2.2.91、2.3.1.130、またはそれ以降にアップグレードします。

3. FTDを最終バージョンにアップグレードします。

たとえば、FXOS 2.2.2.17/FTD 6.2.2.0を実行していて、FXOS 2.6.1/FTD 6.4.0にアップグレード
する場合は、次を実行できます。

1. FTDを 6.2.2.5にアップグレードします。

2. FXOSを 2.6.1にアップグレードします。

3. FTDを 6.4.0にアップグレードします。

バージョン 6.1.0へのアップグレード：FTDハイアベイラビリティペアのバージョン 6.1.0への
ヒットレスアップグレードを実行するには、プレインストールパッケージが必要です。詳細に
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ついては、『Firepower System Release Notes Version 6.1.0 Preinstallation Package』を参照してく
ださい。

展開時のトラフィックの動作

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『FirepowerManagement Center ConfigurationGuide』の「Configurations that Restart the Snort Process
when Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。また、Snortプロセスを再起動すると、HA/スケーラビリティ用に設定
されたものを含め、すべての Firepowerデバイスでトラフィックインスペクションが中断され
ます。インターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィックをドロッ

プするか通過するかが決定されます。

表 3 : FTD展開時のトラフィックの動作

トラフィックの動作インターフェイスの設定

ドロップされるEtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

インスペクションなしで転送

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効
で、Snortがビジーでもダウンしてい
ない場合、いくつかのパケットがド

ロップすることがあります。

インラインセット、[フェールセーフ
（Failsafe）]が有効または無効（6.0.1
～ 6.1.0.x）

IPSのみのイン
ターフェイス

ドロップされるインラインセット、[Snortフェール
オープン：ダウン（Snort Fail Open:
Down）]：無効（6.2以降）

インスペクションなしで転送インラインセット、[Snortフェール
オープン：ダウン（Snort Fail Open:
Down）]：有効（6.2+）

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし

インラインセット、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ、ERSPANパッシブ
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FTDアップグレード時の動作：その他のデバイス
このセクションでは、Firepower 1000/2100シリーズ、ASA 5500-Xシリーズ、ISA 3000、およ
び FTDvで Firepower Threat Defenseをアップグレードするときのデバイスとトラフィックの動
作を説明します。

スタンドアロン FTDデバイス：Firepowerソフトウェアのアップグレード

インターフェイスの設定により、アップグレード中にスタンドアロンデバイスがトラフィック

を処理する方法が決定されます。

表 4 : Firepowerソフトウェアアップグレード中のトラフィックの動作：スタンドアロン FTDデバイス

トラフィックの動作インターフェイスの設定

ドロップされるEtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

次のいずれかを行います。

•ドロップ（6.1から 6.2.2.x）

•インスペクションなしで転送
（6.2.3以降）

インラインセット、fail-to-wireが有
効：[バイパス：スタンバイ（Bypass:
Standby）]または [バイパス：強制
（Bypass-Force）]（6.1以降）

IPSのみのイン
ターフェイス

ドロップされるインラインセット、fail-to-wireが無
効：[バイパス：無効（Bypass:
Disabled）]（6.1以降）

ドロップされるインラインセット、fail-to-wireモ
ジュールなし

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし

インラインセット、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ、ERSPANパッシブ

ハイアベイラビリティペア：FirePOWERソフトウェアアップグレード

ハイアベイラビリティペアのデバイスのFirePOWERソフトウェアをアップグレードする間に、
トラフィックフローまたはインスペクションが中断されることはありません。継続稼働できる
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ように、一度に1つずつアップグレードされます。アップグレード中、デバイスはメンテナン
スモードで稼働します。

スタンバイ側のデバイスが最初にアップグレードされます。デバイスの役割が切り替わり、新

しくスタンバイになったデバイスがアップグレードされます。アップグレードの完了時には、

デバイスの役割は切り替わったままです。アクティブ/スタンバイの役割を維持する場合、アッ
プグレード前に役割を手動で切り替えます。それにより、アップグレードプロセスによって元

の役割に切り替わります。

展開時のトラフィックの動作

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『FirepowerManagement Center ConfigurationGuide』の「Configurations that Restart the Snort Process
when Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。また、Snortプロセスを再起動すると、HA/スケーラビリティ用に設定
されたものを含め、すべての Firepowerデバイスでトラフィックインスペクションが中断され
ます。インターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィックをドロッ

プするか通過するかが決定されます。

表 5 : FTD展開時のトラフィックの動作

トラフィックの動作インターフェイスの設定

ドロップされるEtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス
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トラフィックの動作インターフェイスの設定

インスペクションなしで転送

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効
で、Snortがビジーでもダウンしてい
ない場合、いくつかのパケットがド

ロップすることがあります。

インラインセット、[フェールセーフ
（Failsafe）]が有効または無効（6.0.1
～ 6.1.0.x）

IPSのみのイン
ターフェイス

ドロップされるインラインセット、[Snortフェール
オープン：ダウン（Snort Fail Open:
Down）]：無効（6.2以降）

インスペクションなしで転送インラインセット、[Snortフェール
オープン：ダウン（Snort Fail Open:
Down）]：有効（6.2+）

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし

インラインセット、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ、ERSPANパッシブ

FirePOWER 7000/8000シリーズのアップグレード時の動作
次のセクションでは、Firepower7000/8000シリーズデバイスをアップグレードする際のデバイ
スおよびトラフィックの動作について説明します。

スタンドアロン 7000/8000シリーズ：Firepowerソフトウェアのアップグレード

インターフェイスの設定により、アップグレード中にスタンドアロンデバイスがトラフィック

を処理する方法が決定されます。

表 6 :アップグレード中のトラフィックの動作：スタンドアロン 7000/8000シリーズ

トラフィックの動作インターフェイスの設定

インスペクションなしで転送。ただし、トラフィックは、次

の 2つのポイントで一時的に中断します。

•アップグレードプロセスの開始時に、リンクがダウンし
てから復旧（フラップ）し、ネットワークカードがハー

ドウェアバイパスに切り替わるとき。

•アップグレードが完了した後、リンクが復旧し、ネット
ワークカードがバイパスから切り替わるとき。インスペ

クションはエンドポイントの再接続後に再開され、デバ

イスインターフェイスとのリンクを再確立します。

インライン、ハードウェアバ

イパスが有効（[バイパスモー
ド：バイパス（Bypass Mode:
Bypass）]）

トラフィックフロー、検査、およびデバイス動作
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トラフィックの動作インターフェイスの設定

ドロップされるインライン、ハードウェアバ

イパスモジュールなし、また

はハードウェアバイパスが無

効（[バイパスモード：非バイ
パス（Bypass Mode:
Non-Bypass）]）

パケットをただちに出力、コピーへのインスペクションなしインライン、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ

ドロップされるルーテッド、スイッチド

7000/8000シリーズハイアベイラビリティペア：Firepowerソフトウェアのアップグレード

ハイアベイラビリティペアのデバイス（またはデバイススタック）をアップグレードする間

に、トラフィックフローまたはインスペクションが中断されることはありません。継続稼働で

きるように、一度に1つずつアップグレードされます。アップグレード中、デバイスはメンテ
ナンスモードで稼働します。

最初にアップグレードするピアは、展開によって異なります。

•ルーテッドまたはスイッチド：最初にスタンバイがアップグレードされます。デバイスの
役割が切り替わり、新しくスタンバイになったデバイスがアップグレードされます。アッ

プグレードの完了時には、デバイスの役割は切り替わったままです。アクティブ/スタン
バイの役割を維持する場合、アップグレード前に役割を手動で切り替えます。それによ

り、アップグレードプロセスによって元の役割に切り替わります。

•アクセス制御のみ：最初にアクティブがアップグレードされます。アップグレードの完了
時に、アクティブとスタンバイの以前の役割がデバイスで維持されます。

8000シリーズスタック：FirePOWERソフトウェアアップグレード

8000シリーズスタックでは、デバイスは同時にアップグレードされます。プライマリデバイ
スがアップグレードを完了してスタックが動作を再開するまで、トラフィックはスタックがス

タンドアロンデバイスであったかのように影響を受けます。すべてのデバイスがアップグレー

ドを完了するまで、スタックは、制限付きの混合バージョンの状態で動作します。

展開時のトラフィックの動作

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『FirepowerManagement Center ConfigurationGuide』の「Configurations that Restart the Snort Process
when Deployed or Activated」を参照してください。
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展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。また、Snortプロセスを再起動すると、HA/スケーラビリティ用に設定
されたものを含め、すべての Firepowerデバイスでトラフィックインスペクションが中断され
ます。インターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィックをドロッ

プするか通過するかが決定されます。

表 7 :展開時のトラフィックの動作：7000/8000シリーズ

トラフィックの動作インターフェイスの設定

インスペクションなしで転送

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効で、Snortがビジーでもダ
ウンしていない場合、いくつかのパケットがドロップするこ

とがあります。

インライン、[フェールセーフ
（Failsafe）]が有効または無効

すぐにパケットを出力し、バイパス Snortをコピーするインライン、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ

ドロップされるルーテッド、スイッチド

ASA FirePOWERアップグレード時の動作
Snortプロセスを再起動する特定の設定を展開する場合を含め、モジュールがFirePOWERソフ
トウェアアップグレード中にトラフィックを処理する方法を決定する、ASA FirePOWERモ
ジュールへのトラフィックリダイレクトに関する ASAサービスポリシーです。

表 8 : ASA FirePOWERアップグレード中のトラフィックの動作

トラフィックの動作トラフィックリダイレクトポリシー

インスペクションなしで転送フェールオープン（sfr fail-open）

ドロップされるフェールクローズ（sfr fail-close）

パケットをただちに出力、コピーへのインス

ペクションなし

モニタのみ（sfr {fail-close}|{fail-open}
monitor-only）

ASA FirePOWER展開時のトラフィックの動作

Snortプロセスが再起動している間のトラフィックの動作は、ASA FirePOWERモジュールを
アップグレードする場合と同じです。

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。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
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『FirepowerManagement Center ConfigurationGuide』の「Configurations that Restart the Snort Process
when Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。さらに、Snortプロセスを再起動すると、トラフィックインスペク
ションが中断されます。サービスポリシーにより、中断中にインスペクションせずにトラフィッ

クをドロップするか通過するかが決定されます。

NGIPSvアップグレード時の動作
このセクションでは、NGIPSvをアップグレードするときのデバイスとトラフィックの動作を
説明します。

Firepowerソフトウェアアップグレード

インターフェイスの設定により、アップグレード中にNGIPSvがトラフィックを処理する方法
が決定されます。

表 9 : NGIPSvアップグレード中のトラフィックの動作

トラフィックの動作インターフェイスの設定

ドロップされるインライン

パケットをただちに出力、コピーへのインス

ペクションなし

インライン、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ

展開時のトラフィックの動作

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『FirepowerManagement Center ConfigurationGuide』の「Configurations that Restart the Snort Process
when Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。さらに、Snortプロセスを再起動すると、トラフィックインスペクショ
ンが中断されます。インターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィッ

クをドロップするか通過するかが決定されます。
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表 10 : NGIPSv展開時のトラフィックの動作

トラフィックの動作インターフェイスの設定

インスペクションなしで転送

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効で、Snort
がビジーでもダウンしていない場合、いくつ

かのパケットがドロップすることがあります。

インライン、[フェールセーフ（Failsafe）]が
有効または無効

すぐにパケットを出力し、バイパスSnortをコ
ピーする

インライン、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ

トラフィックフロー、検査、およびデバイス動作

12

トラフィックフロー、検査、およびデバイス動作

NGIPSvアップグレード時の動作


	トラフィックフロー、検査、およびデバイス動作
	FTD アップグレード時の動作： Firepower 4100/9300 シャーシ
	FTD アップグレード時の動作：その他のデバイス
	FirePOWER 7000/8000 シリーズのアップグレード時の動作
	ASA FirePOWER アップグレード時の動作
	NGIPSv アップグレード時の動作


