ISE： パスワード回復のメカニズム
目次
はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
パスワード回復のメカニズム
ISE 仮想マシンのためのパスワードの回復
ISE-3300 シリーズ機器のためのパスワード リカバリ
SNS-3400 シリーズ機器のためのパスワード リカバリ
ISE GUI パスワードの回復メカニズム

概要
この資料は識別 サービス エンジン（使用されるアプライアンスの種類に基づいて ISE）のパスワ
ードの回復のための異なるメカニズムを CLI および GUI 解説したものです。
Prachi Chauhan 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。
●

●

ISE の基本的な知識
Cisco Integrated Management Controller の基本的な知識

使用するコンポーネント
このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。
●

●

●

ISE 仮想計算機（VMware バージョン 8、ESXi 5.x）
ISE 3300 シリーズ機器（ISE-3315-K9/ISE-3355-K9/ISE-3395-K9）
SNS-3400 シリーズ機器（SNS-3415 /SNS-3495）

パスワード回復のメカニズム
ISE 仮想マシンのためのパスワードの回復
ステップ 1.現在の ISE バージョン形式 Ciscoソフトウェア ダウンロード サイトの ISO ファイル
をダウンロードし、仮想マシンのデータストアにアップロードして下さい。

ステップ 2.電源遮断の仮想マシン。
ステップ 3.リストからの ISE VM を右クリックし、『Edit Settings』 を選択 して下さい。

ステップ 4 ダイアログボックスでは、バーチャル ハードウェア > CD/DVD へのナビゲートはデ
ータストア ISO ファイルの下で ISE バージョン ISO に、参照します。
ステップ 5.イメージに示すように電力投入時、『Connect』 をクリック して下さい。

ステップ 6.オプション > ブート オプションにナビゲートし、次のブートのビオスにイメージに示
すように Force エントリのためのオプションをイネーブルにし、『OK』 をクリック して下さい
。

ステップ 7. VM の電源および開いた VM はコンソール接続を行います。
ステップ 8 BIOS プロンプトが表示されます。
ステップ 9.ハード ドライブの前にあるために CD-ROMドライブの順序を変更して下さい。

ステップ 10. 『Enter』 をクリック すれば、このイメージに示すようにオプションを、得ます。

ステップ 11. 3.を『Option』 を選択 して下さい。 この画面でプロンプト表示されます。

ユーザ名 admin のための 1 つを『Option』 を選択 し、新しいパスワードを入力して下さい。
正常なパスワード リセットの後。 それはステップ 10 で示されているプロンプトにリダイレクト
します
ステップ 12 既存のハードディスクからの ISE を起動するために『Enter』 をクリック して下さ
い。
ステップ 13 （オプション）。 canredo ステップ 6-8 ブート順序を管理者 パスワード リカバリ
プロンプトを毎回入力することを避けるために正常なパスワードの回復の後で優先買受権として
ハード ドライブに復元するためユーザアクセス ISE VM コンソール。

ISE-3300 シリーズ機器のためのパスワード リカバリ
ISE をサポートする 3 つのタイプには ISE 3300 シリーズ機器があります。
ISE-3315-K9
ISE-3355-K9
ISE-3395-K9
これらのデバイスは CD/DVD ドライブが含まれています。
●

●

●

注: ISE 3300 アプライアンス シリーズは ISE 2.x バージョンによってサポートされません。
それは ISE 1.4 までしかサポートされません。

ISE-33XX apliance のためのパスワードを回復ステップは次のとおりです:
ステップ 1： Cisco ISE アプライアンスが電源投入されるようにして下さい。
ステップ 2. Cisco ISE ソフトウェア DVD を挿入して下さい。
注: オリジナル DVD がない場合、cisco ISE ISO ファイルを Ciscoソフトウェア サイトから
コピーし、新しい DVD に焼き付ける必要があります。
ステップ 3. DVD から起動するために Cisco ISE アプライアンスをリブートして下さい。
操作卓表示機構このメッセージ（この例は Cisco ISE を 3355）示したものです:

Welcome to Cisco Identity Services Engine - ISE 3355
To boot from hard disk press <Enter>
Available boot options:
[1] Cisco Identity Services Engine Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Cisco Identity Services Engine Installation (Serial Console)
[3] Reset Administrator Password (Keyboard/Monitor)
[4] Reset Administrator Password (Serial Console)
<Enter> Boot from hard disk
Please enter boot option and press <Enter>
boot: 3

ステップ 4 システム プロンプトで、ローカル シリアルコンソール ポート接続を使用する場合ア
プライアンスへのキーボードおよびビデオ モニタ接続を使用したら入力して下さい、または 4 つ
を入力して下さい 3 つを。 操作卓表示機構パラメータセット。
ステップ 5.リストされている説明の使用によってパラメータを入力して下さい:

Admin ユーザ名
パスワードを変えたいと思う管理者の数を入力して下さい。
password
新しいパスワードを入力して下さい。
パスワードを確認して下さい
再度パスワードを入力します。
変更を保存し、リブートして下さい 保存するために Y を入力して下さい。
操作卓表示機構:

Admin username:
[1]:admin
[2]:admin2
[3]:admin3
[4]:admin4>
Enter number of admin for password recovery:2
Password:
Verify password:
Save change and reboot? [Y/N]:

ステップ 6. DVD を取除いて下さい。
注: アプライアンスの BIOS モードを力強く開始するために、動力を与え、機能 キー F1 に
押して下さい。 ISE アプライアンスが「管理者 パスワード リカバリ」プロンプトまで
DVD の挿入の後でさえも起動しないときこのオプションを必要とする場合もあります。 こ
の場合、パワーオンの BIOS モードを F1 を押すことによって開始し、次に優先買受権とし
て CD/DVD ドライブにブート順序を変更する必要があります。 同様に、正常なパスワード

の回復の後で優先買受権としてハード ドライブを使用するためにブート順序を変更するよ
うに BIOS モードを開始できま避けるユーザアクセス ISE コンソール「管理者 パスワード
リカバリ」プロンプトをに毎回行きます。

SNS-3400 シリーズ機器のためのパスワード リカバリ
ISE をサポートする 2 つのタイプには SNS 3400 シリーズ機器があります:
SNS-3415
SNS-3495
SNS 3400 シリーズは ISE 1.x および ISE 両方 2.x をサポートします（2.0 および 2.1）バージョ
ン。
●

●

SNS 3400 デバイスは CD/DVD ドライブが含まれていません。
SNS 3400 アプライアンスのパスワードを回復 2 つの方式があります:
Cisco Integrated Management Controller を使用するパスワードの回復（CIMC）
起動可能な USB を使用するパスワードの回復
CIMC を使用するパスワードの回復
●

●

この方式のための PC の CIMC を設定する必要があります。 参照できま CIMC を設定します
機器のための CIMC を設定した後、Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 機器を管理するの
にそれを使用できます。 CIMC によって Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 機器の BIOS
設定を含むすべてのオペレーションを行うことができます。
ステップ 1.サーバ管理のための CIMC への接続応答。 NIC モード設定で選択したポートを使用し
て LAN からサーバにイーサネットケーブルを、接続して下さい。 アクティブ-アクティブおよび
アクティブ・パッシブ NIC 冗長性設定は 2 つのポートに接続するように要求します。
ステップ 2： CIMC セットアップユーティリティにログインに CIMC のブラウザおよび IP アドレ
スを使用して下さい。 IP アドレスは作った CIMC 構成設定に基づいています（スタティック ア
ドレスか DHCPサーバによって割り当てられるアドレス）。
注: サーバのデフォルトユーザ名は admin です。デフォルトパスワードはパスワードです。
ステップ 3： ログインに CIMC 信任状を使用して下さい。
ステップ 4.起動 KVM コンソールをクリックして下さい。
ステップ 5.バーチャル Media タブをクリックして下さい。
ステップ 6.クライアント ブラウザを稼動するシステムから現在の ISE バージョン ISO を選択す
るためにイメージを『Add』 をクリック して下さい。
ステップ 7 作成したバーチャル CD/DVD ドライブに対してマップされたチェックボックスをチェ
ックして下さい。
ステップ 8. KVM タブをクリックして下さい。

ステップ 9. ISO イメージを使用して Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 機器を起動するマ
クロ > Ctrl AltDel を選択して下さい。
ステップ 10.始動に F6 をブート メニュー入力して下さい。 同じような画面はこのイメージに示
すように、現われます。

ステップ 11.
Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery
Available boot options:
[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)
[3] Recover administrator password (Keyboard/Monitor]
[4] Recover administrator password (Serial Console)
<Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter> boot:

ステップ 12 ブート プロンプトで、3 つを入力し、『Enter』 を押して下さい。
ステップ 13 オプションを正しいユーザ名に選択し、『Enter』 を押して下さい。 パスワードを
変えて下さい。
操作卓表示機構:

Admin username:
[1]:admin
[2]:admin2
[3]:admin3
[4]:admin4

Enter number of admin for password recovery:2
Password:
Verify password:
Save change and reboot? [Y/N]:y
Password reset is completed.

起動可能な USB を使用するパスワードの回復
はじめる前に
起動可能な USB ドライブを作成する必要があります。 起動可能な USB ドライブを作成すること
を参照して下さい。

ステップ 1. Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 機器の電力。
ステップ 2.起動可能な USB ドライブのプラグを差し込んで下さい USBポートに Cisco Secure
ISE ISO イメージがある。
ステップ 3. SNS-34xx 機器を再起動し、コンソールの BIOS モードに行って下さい
ステップ 4 BIOS モードで、起動します USB から選択して下さい。
ステップ 5. BIOS モードから終了し、『SAVE』 をクリック して下さい。
ステップ 6 再度、再起動 ACS は USB から起動し。
このメッセージが表示されます。

Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery
To boot from hard disk press <Enter>
Available boot options:
[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)
[3] Reset administrator password (Keyboard/Monitor
[4] Reset administrator password (Serial Console)
<Remove USB key and reboot to boot existing Hard Disk>
Please enter boot option and press <Enter>
boot: 3

ステップ 8 ブート プロンプトで、シリアルコンソールを使用している場合キーボード モニタを
使用している場合 3 つを入力するか、または『4』 を押して下さい
『Enter』 を押して下さい。
ステップ 9.オプションを正しいユーザ名に選択し、eneter を押して下さい。 パスワードを変えて
下さい。
操作卓表示機構:

Admin username:
[1]:admin
[2]:admin2
[3]:admin3
[4]:admin4

Enter number of admin for password recovery:2
Password:
Verify password:
Save change and reboot? [Y/N]:y
Password reset is completed.

ISE GUI パスワードの回復メカニズム
ステップ 1. CLI 管理者アカウントを使用してコンソールのログイン。
コンソール管理者アカウントが Web UI 管理者アカウントと異なっていることを覚えていて下さ
い。 それらに同じ ユーザ名がありましたり異なるパスワードを持つ場合があります。
ステップ 2： コマンド プロンプトから、新しい Web UI 管理者 パスワードを設定するアプリケー
ション リセット パスワード ise admin コマンドを使用して下さい。
ステップ 3： このイメージに示すようにパスワードを、変えるためにプロンプトが表示されます
。

ステップ 4 新しいパスワードを入力できます。
ステップ 5.パスワード リセットは正常です。 GUI にログイン することによってテストできます

