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アップグレードの準備
アップグレードプロセスを開始する前に、次のタスクを必ず実行してください。

• VMware仮想マシンのゲストオペレーティングシステムと設定を変更します。

•通信用のファイアウォールポートを開きます。

•構成と運用データをバックアップします。

•システムログをバックアップします。

•証明書の有効性を確認します。

•証明書および秘密キーをエクスポートします。

•アップグレードの前に PANの全自動フェールオーバーとバックアップスケジュールを無効
にします。

•プロファイラ設定を記録します。

• Active Directoryおよび内部管理者アカウントの資格情報を取得します。

•アップグレードの前に、MDMベンダーをアクティベートします。

•リポジトリを作成してアップグレードバンドルをコピーします。

VMware 仮想マシンのゲストオペレーティングシステムと設定の変更
仮想マシンの Cisco ISEノードをアップグレードする場合は、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7
にゲストオペレーティングシステムを変更してあることを確認します。これを行うには、VMの
電源をオフにし、RHEL 7にゲストオペレーティングシステムを変更し、変更後に VMの電源を
オンにする必要があります。RHEL 7は E1000および VMXNET3ネットワークアダプタのみをサ
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ポートします。アップグレードする前に、ネットワークアダプタのタイプを変更する必要があり

ます。

通信用に開く必要があるファイアウォールポート

プライマリ管理ノードと他のノードの間にファイアウォールを導入している場合、次のポートが

アップグレード前に開いている必要があります。

• TCP 1521：プライマリ管理ノードとモニタリングノード間の通信用。

• TCP 443：プライマリ管理ノードとその他すべてのセカンダリノード間の通信用。

• TCP 12001：グローバルクラスタのレプリケーション用。

• TCP 7800および 7802：（ポリシーサービスノードがノードグループの一部である場合に限
り該当）PSNグループのクラスタリング用。

Cisco ISEが使用するすべてのポートのリストについては、『Cisco Identity Services EngineHardware
Installation Guide』を参照してください。

プライマリ管理ノードからの Cisco ISE 設定および運用データのバック
アップ

コマンドラインインターフェイス（CLI）または GUIから Cisco ISEの設定および運用データの
バックアップを取得します。CLIコマンドは次のとおりです。

backupbackup-namerepositoryrepository-name{ise-config | ise-operational} encryption-key {hash | plain}
encryption-keyname

また、Cisco ISE管理者用ポータルから構成および運用データのバックアップを取得することがで
きます。バックアップファイルを格納するリポジトリを作成したことを確認します。ローカルリ

ポジトリを使用してバックアップしないでください。リモートモニタリングノードのローカル

リポジトリで、モニタリングデータをバックアップすることはできません。次のリポジトリタイ

プはサポートされていません。CD-ROM、HTTP、HTTPS、または TFTP。これは、これらのリポ
ジトリタイプが読み取り専用であるか、またはプロトコルでファイルのリストがサポートされな

いためです。

1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [バックアップ/復元（Backup and Restore）]
を選択します。

2 [すぐにバックアップ（Backup Now）]をクリックします。

3 バックアップを実行するために必要な値を入力します。

4 [OK]をクリックします。

5 バックアップが正常に完了したことを確認します。

Cisco ISEはタイムスタンプを持つバックアップファイル名を付け、指定されたリポジトリに
ファイルを保存します。タイムスタンプに加えて、Cisco ISEは設定バックアップには CFGタ
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グ、操作バックアップには OPSタグを追加します。バックアップファイルが指定リポジトリ
にあることを確認します。

分散展開では、バックアップの実行中にノードのロールを変更したり、ノードの設定を行った

りすることはできません。バックアップの実行中にノードのロールを変更すると、すべてのプ

ロセスがシャットダウンし、データに不一致が生じる場合があります。ノードのロールを変更

する際は、バックアップが完了するまで待機してください。

プライマリ管理ノードからのシステムログのバックアップ

コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、プライマリ管理ノードからシステムログ
のバックアップを取得します。CLIコマンドは次のとおりです。

backup-logsbackup-namerepositoryrepository-nameencryption-key { hash | plain} encryption-key name

証明書の有効性の確認

アップグレードプロセスは、Cisco ISEの信頼できる証明書またはシステム証明書ストアの証明書
の期限が切れていると、失敗します。アップグレードの前に、信頼できる証明書とシステム証明

書ストアの証明書の有効性を確認し、必要に応じて更新してください。

証明書および秘密キーのエクスポート

次の項目をエクスポートすることを推奨します。

•すべてのローカル証明書（展開内のすべてのノードから）およびその秘密キーを安全な場所
にエクスポートします。証明書設定（どのサービスに証明書が使用されたか）を記録しま

す。

•プライマリ管理ノードの信頼できる証明書ストアからすべての証明書をエクスポートしま
す。証明書設定（どのサービスに証明書が使用されたか）を記録します。

アップグレード前の PAN 自動フェールオーバーとスケジュールバッ
クアップの無効化

バックアップの実行中、Cisco ISEは展開の変更をサポートしていません。アップグレードの前
に、次の設定を無効にしたことを確認してください。

•プライマリ管理ノードの自動フェールオーバー：プライマリ管理ノードを自動フェールオー
バーに設定している場合は、アップグレードの前に、自動フェールオーバーオプションを必

ず無効にします。
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•スケジュールバックアップ：アップグレード後にバックアップをスケジュールし直すように
展開のアップグレードを計画します。バックアップスケジュールを無効にし、アップグレー

ド後に再作成することができます。

スケジュール頻度が 1度のバックアップは、Cisco ISEアプリケーションが再起動するたびに
トリガーされます。このように、1度だけ実行するように設定されたバックアップスケジュー
ルは、アップグレード前に設定を無効にしてください。

プロファイラ設定の記録

プロファイラサービスを使用する場合、管理者ポータルから、各ポリシーサーバノードのプロ

ファイラ構成を必ず記録してください（[管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開
（Deployment）] > <node> > [プロファイル設定（Profiling Configuration）]）。設定をメモするか、
スクリーンショットを取得できます。

Active Directory および内部管理者アカウントの資格情報の取得
外部アイデンティティソースとしてActive Directoryを使用する場合は、Active Directoryのクレデ
ンシャルと有効な内部管理者アカウントクレデンシャルを手元に用意してください。アップグ

レード後に、Active Directory接続が失われることがあります。この場合、管理者ポータルにログ
インするために ISE内部管理者アカウント、Cisco ISEとActiveDirectoryを再接続するためにActive
Directoryのクレデンシャルが必要です。

アップグレード前の MDM ベンダーのアクティベート
MDM機能を使用する場合は、アップグレードの前に、MDMベンダーのステータスがアクティブ
であることを確認します。

アクティブではない場合は、MDMリダイレクトの既存の認証プロファイルがMDMベンダーの
詳細情報で更新されません。アップグレード後に、アクティブなベンダーでこれらのプロファイ

ルを手動で更新する必要があり、ユーザはオンボーディングフローを繰り返すことになります。

リポジトリの作成およびアップグレードバンドルのコピー

リポジトリを作成して、バックアップを取得してアップグレードバンドルをコピーします。パ

フォーマンスと信頼性を高めるために、FTPを使用することを推奨します。低速WANリンクを
介したリポジトリを使用しないでください。ノードに近い位置にあるローカルリポジトリを使用

することを推奨します。

リリース2.0.1にアップグレードするために使用できるアップグレードバンドルが2つあります。

• ise-upgradebundle-1.3.x-and-1.4.x-to-2.0.1.130.x86_64.tar.gz：リリース 1.3または 1.4から 2.0.1
にアップグレードするには、このバンドルを使用します。
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• ise-upgradebundle-2.0.x-to-2.0.1.130.SPA.x86_64.tar.gz：リリース 2.0から 2.0.1にアップグレー
ドするには、このバンドルを使用します。

アップグレード用に、次のコマンドを使用して Cisco ISEノードのローカルディスクにアップグ
レードバンドルをコピーできます。

copyrepository_url/path/ise-upgradebundle-1.3.x-and-1.4.x-to-2.0.1.130.x86_64.tar.gzdisk:/

たとえば、アップグレードバンドルのコピーに SFTPを使用するには、次を実行できます。

1 （ホストキーが存在しない場合は追加します）crypto host_key add hostmySftpserver

2 copy sftp://aaa.bbb.ccc.ddd/ise-upgradebundle-1.3.x-and-1.4.x-to-2.0.1.130.x86_64.tar.gzdisk:/

aaa.bbb.ccc.dddは SFTPサーバの IPアドレスまたはホスト名、
ise-upgradebundle-1.3.x-and-1.4.x-to-2.0.1.130.x86_64.tar.gzはアップグレードバンドルの名前で
す。

ローカルディスクにアップグレードバンドルを置くと、アップグレード時間を短縮できます。ま

た、application upgrade prepareコマンドを使用してアップグレードバンドルをローカルディス
クにコピーして抽出することもできます。
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