
Cisco ISE アップグレードの障害からの復旧

この章では、アップグレードの障害からの復旧時に必要な作業について説明します。

アップグレードソフトウェアは、いくつかの検証を実行します。アップグレードで障害が発生

した場合は、画面に表示される指示に従い、復旧してリリース 1.2へのアップグレードを成功さ
せます。

また、アップグレードで、セカンダリ管理ノードを最初にアップグレードするなど、ノードの

アップグレード順序に従わないために障害が発生することがあります。このエラーが発生した

場合、このガイドに記載されているアップグレード順序に従って展開をアップグレードできま

す。

まれに、イメージを再作成し、新規インストールを実行して、データを復元することが必要にな

る場合があります。アップグレードを開始する前に、Cisco ISEの設定およびモニタリングデー
タのバックアップが存在することが重要です。構成データベースの障害発生時に自動的に変更

のロールバックが試みられますが、コンフィギュレーションおよびモニタリングデータをバッ

クアップしておくことが重要です。

モニタリングデータベースの問題により発生したアップグレードの障害は、自動的にロール

バックされません。システムのイメージを手動で再作成し、Cisco ISE、リリース 1.2をインス
トールしてから、設定データおよびモニタリングデータを復元する必要があります。

（注）

• アップグレードの障害, 1 ページ

• SSHセッションがアップ グレード中に終了する, 3 ページ

アップグレードの障害
アップグレード中、コンフィギュレーションデータベーススキーマとデータアップグレードの

障害は自動的にロールバックされます。アプライアンスは、最後の既知の正常な状態に戻りま

す。この場合、次のメッセージがコンソールとログに表示されます。

% Warning: The node has been reverted back to its pre-upgrade state.
error: %post(CSCOcpm-os-1.2.0-899.i386) scriptlet failed, exit status 1
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% Application upgrade failed. Please check logs for more details or contact Cisco Technical
Assistance Center for support.

アップグレードの障害を修復し、ノードを元の状態に戻すと、コンソールに次のメッセージが表

示されます。

% Warning: Do the following steps to revert node to its pre-upgrade state."
error: %post(CSCOcpm-os-1.2.0-899.i386) scriptlet failed, exit status 1
% Application upgrade failed. Please check logs for more details or contact Cisco Technical
Assistance Center for support.

実際のアップグレードの障害ではない認証エラーが発生した場合は、次のメッセージが表示され

ます。たとえばセカンダリPANのアップグレードの前にPSNをアップグレードしようとすると、
このエラーが表示されることがあります。このエラーが発生した場合は、このドキュメントで説

明されているアップグレードを実行できることを確認します。

STEP 1: Stopping ISE application...
% Warning: Cannot upgrade this node until the standby PAP node is upgraded and running. If
standbyPAP is already upgraded
and reachable ensure that this node is in SYNC from current Primary UI.
Starting application after rollback...

% Warning: The node has been reverted back to its pre-upgrade state.
error: %post(CSCOcpm-os-1.2.0-899.i386) scriptlet failed, exit status 1
% Application upgrade failed. Please check logs for more details or contact Cisco Technical
Assistance Center for support.

ADE-OSまたはアプリケーションのバイナリアップグレードが失敗すると、再起動後に CLIか
ら、show application status iseコマンドを実行したときに。次のメッセージが表示されます。
% WARNING: An Identity Services Engine upgrade had failed. Please consult logs. You have
to reimage and restore
to previous version

どのような種類の障害でも（アップグレードのキャンセル、コンソールセッションの切断、電源

障害など）、ノードで初めてイネーブルにしたペルソナに応じて、コンフィギュレーションとオ

ペレーションのバックアップのイメージを再作成し、復元する必要があります。ノードのイメー

ジを再作成する場合は、イメージを再作成する前に、失敗の原因を確認するために、backup-logs
CLIコマンドを実行し、リモートリポジトリ内にサポートバンドルを格納することによって、サ
ポートバンドルを生成します。

アップグレードが失敗する場合、Cisco ISE、リリース 1.2にアップグレードする前に、次のこと
を再度行います。

•ログを分析します。エラーがないかアプリケーションバンドルを検査します。

•生成したアプリケーションバンドルをCisco Technical Assistance Center（TAC）に送信して、
問題を特定および解決します。

Cisco ISE、リリース 1.1.xから 1.2へのアップグレードは、32ビットから 64ビットへのアップ
グレードです。このプロセスでは、64ビットへのADE-OSおよびアプリケーションバイナリ
のアップグレードを行い、この期間にノードが 2回リブートされます。ただし、SSH経由で
ログインし、show application status iseコマンドを使用することで、アップグレードの進行状
況を表示できます。次のメッセージが表示されます。「% NOTICE: Identity Services Engine
upgrade is in progress...」

（注）
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アップグレードがバイナリのインストール中に失敗する

問題 アプリケーションバイナリのアップグレードはデータベースのアップグレード後に発生す

る。バイナリのアップグレードで障害が発生すると、コンソールとADE.logに次のメッセージが
表示されます。
% Application install/upgrade failed with system removing the corrupted install

解決法 ロールバックまたはリカバリを行う前に、backup-logsコマンドを使用してアプリケーショ
ンバンドルを生成し、リモートリポジトリにアプリケーションバンドルを配置します。

解決法 ロールバックするには、以前の ISOイメージを使用して Cisco ISEアプライアンスのイ
メージを再作成し、バックアップファイルからデータを復元します。アップグレードを再試行す

るには、毎回新しいアップグレードバンドルが必要です。

•解決法 ログを分析します。エラーがないかアプリケーションバンドルを検査します。

•解決法 生成したアプリケーションバンドルを Cisco Technical Assistance Center（TAC）に送
信して、問題を特定および解決します。

SSH セッションがアップ グレード中に終了する
問題 SSHセッションまたはコンソールがアップグレード中に切断される可能性があります。こ
の場合、reimage、バックアップファイルからの以前の ISOイメージを復元し、以前の既知の正常
な状態に戻すことによって、Cisco ISEアプライアンスのイメージを再作成します。

解決法 新しい Cisco ISE、リリース 1.2展開にアップグレードするには、ここでもアップグレード
手順を再度開始するか、または新しい Cisco ISE、リリース 1.2展開でセカンダリノードとしてア
プライアンスが使用される場合は、イメージを再度作成し、Cisco ISE1.2 ISOイメージをそこにイ
ンストールして、新しいプライマリ管理ノードに登録します。
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