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GUI からの Cisco ISE 展開のアップグレード
Cisco ISEでは、管理者ポータルからGUIベースの一元化されたアップグレードが提供されます。
アップグレードプロセスはさらに簡素化され、アップグレードの進行状況およびノードのステー

タスが画面に表示されます。

[アップグレードの概要（UpgradeOverview）]ページには、展開内のすべてのノード、そのノード
で有効なペルソナ、インストールされている ISEのバージョン、およびノードのステータス（ノー
ドがアクティブか非アクティブか）がリストされます。ノードがアクティブな状態である場合に

のみアップグレードを開始できます。

管理者用ポータルからのGUIベースのアップグレードは、現在リリース 2.0で、リリース 2.0.1以
上にアップグレードする場合にのみサポートされます。

さまざまなタイプの展開

•スタンドアロンノード：管理、ポリシーサービスおよびモニタリングのペルソナを担当す
る単一の Cisco ISEノード

•マルチノード展開：複数の ISEノードによる分散展開。分散展開をアップグレードする手順
については、下記で詳しく説明します。

リリース 2.0 からリリース 2.0.1へのアップグレード
管理者ポータルから Cisco ISE展開のすべてのノードをアップグレードできます。
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GUIベースのアップグレードは、リリース 2.0からそれ以降のリリースにアップグレードする
場合、またはCisco ISE 2.0の限定提供リリースを一般提供リリースにアップグレードする場合
にのみ適用できます。

（注）

はじめる前に

アップグレードする前に、次の作業が完了していることを確認します。

• 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。

•システムログのバックアップを取得します。

•証明書および秘密キーをエクスポートします。

•リポジトリを設定します。アップグレードバンドルをダウンロードし、このリポジトリに格
納します。

• Active Directoryの参加クレデンシャルと RSA SecurIDノード秘密のメモを取ります（該当す
る場合）。この情報は、アップグレード後にActive Directoryまたは RSA SecurIDサーバに接
続するために必要です。

•アップグレードのパフォーマンスを向上させるために、運用データを消去します。

ステップ 1 [アップグレード（Upgrade）]タブをクリックします。

ステップ 2 [続行（Proceed）]をクリックします。[レビューチェックリスト（Review Checklist）]ページが表示され
ます。表示された手順を確認してください。

ステップ 3 [チェックリストを確認済み（Ihave reviewed thechecklist）]チェックボックスをオンにし、[続行（Continue）]
をクリックします。[ノードへのバンドルのダウンロード（Download Bundle to Node(s)）]ページが表示さ
れます。

ステップ 4 リポジトリからノードにアップグレードバンドルをダウンロードします。

a) アップグレードバンドルをダウンロードするノードの隣のチェックボックスをオンにします。
b) [ダウンロード（Download）]をクリックします。[リポジトリおよびバンドルの選択（Select Repository

and Bundle）]ページが表示されます。
c) リポジトリを選択します。
異なるノードで同じリポジトリまたは異なるリポジトリを選択できますが、すべてのノードで同じアッ

プグレードバンドルを選択する必要があります。

d) アップグレードに使用するバンドルの隣にあるチェックボックスをオンにします。
e) [確認（Confirm）]をクリックします。
バンドルがノードにダウンロードされると、ノードステータスが「アップグレードの準備が整いまし

た（Ready for upgrade）」に変わります。

ステップ 5 [続行（Continue）]をクリックします。
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[ノードのアップグレード（Upgrade Node(s)）]ページが表示されます。現在の展開と新しい展開のテーブ
ルが表示されます。展開内のノードおよびペルソナが表示されます。

ステップ 6 アップグレード順序を選択します。

新しい展開にノードを移動するときは、アップグレードにかかる時間の推定値が画面に表示されます。こ

の情報を使用して、アップグレードを計画し、ダウンタイムを最小化できます。管理ノードとモニタリン

グノードのペアおよび複数のポリシーサービスノードがある場合は、以下の手順に従います。この例で

は、各ノードが単一のペルソナ（プライマリ管理、セカンダリ管理、プライマリモニタリング、セカンダ

リモニタリングなど）を担当します。

a) デフォルトでは、セカンダリ管理ノードは、アップグレード手順の最初にリストされています。アッ
プグレード後に、このノードは新しい展開でプライマリ管理ノードになります。

b) プライマリモニタリングノードは、次に新しい展開にアップグレードされるノードです。
c) ポリシーサービスノードを選択し、新しい展開に移動します。PSNをアップグレードする順序を変更
できます。

PSNを順次または同時にアップグレードできます。いくつかの PSNを（1つのセットに）グループ化
したり、同時にアップグレードしたりできます。

d) PSNの後にセカンダリモニタリングノードを選択し、新しい展開に移動します。
e) 最後に、プライマリ管理ノードを選択し、新しい展開に移動します。

管理ノードがモニタリングペルソナも担当する場合は、次の表に示す手順に従ってください。

アップグレードの順序展開内のノードペルソナ

1 セカンダリ管理/プライマリモニタリング
2 ポリシーサービスノード

3 プライマリ管理/セカンダリモニタリング

セカンダリ管理/プライマリモニタリング、PSN、
プライマリ管理/セカンダリモニタリング

1 セカンダリ管理/セカンダリモニタリング
2 ポリシーサービスノード

3 プライマリ管理/プライマリモニタリング

セカンダリ管理/セカンダリモニタリング、PSN、
プライマリ管理/プライマリモニタリング

1 セカンダリ管理

2 プライマリモニタリング

3 PSN
4 プライマリ管理/セカンダリモニタリング

セカンダリ管理、プライマリモニタリング、PSN、
プライマリ管理/セカンダリモニタリング

1 セカンダリ管理

2 セカンダリモニタリング

3 PSN
4 プライマリ管理/プライマリモニタリング

セカンダリ管理、セカンダリモニタリング、PSN、
プライマリ管理/プライマリモニタリング
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アップグレードの順序展開内のノードペルソナ

1 セカンダリ管理/プライマリモニタリング
2 PSN
3 セカンダリモニタリング

4 プライマリ管理

セカンダリ管理/プライマリモニタリング、PSN、
セカンダリモニタリング、プライマリ管理

1 セカンダリ管理/セカンダリモニタリング
2 PSN
3 プライマリモニタリング

4 プライマリ管理

セカンダリ管理/セカンダリモニタリング、PSN、
プライマリモニタリング、プライマリ管理

ステップ 7 アップグレードがアップグレード順序のいずれかの PSNで失敗した場合でもアップグレードを続行する
には、[失敗時でもアップグレードを続行する（Continuewith upgrade on failure）]チェックボックスをオン
にします。

このオプションは、セカンダリ管理ノードまたはプライマリモニタリングノードには適用されません。

これらのノードのいずれかに障害が発生すると、アップグレードプロセスはロールバックされます。PSN
のいずれかが失敗すると、セカンダリモニタリングノードおよびプライマリ管理ノードはアップグレー

ドされず、古い展開内に残ります。

ステップ 8 [アップグレード（Upgrade）]をクリックして、展開のアップグレードを開始します。
アップグレードプロセスが画面に表示されます。正常に完了すると、ノードのステータスが「アップグ

レード完了（Upgrade complete）」に変わります。

管理者用ポータルからノードをアップグレードするときに、ステータスが長い時間変わらない

（80%のまま）場合は、CLIからアップグレードログ、またはコンソールからアップグレード
のステータスをチェックできます。アップグレードの進行状況を表示するには、CLIにログイ
ンするか、Cisco ISEノードのコンソールを表示します。Cisco ISEのCLIで show loggingapplication
コマンドを使用して、upgrade-uibackend-cliconsole.logと upgrade-postosupgrade-yyyymmdd-xxxxxx.log
を表示できます。

（注）

アップグレード障害のトラブルシューティング

一般的なアップグレードエラー

次の一般的なアップグレードエラーが表示されます。

エラー：%警告：ノードはアップグレード前の状態に戻されました。（error: %Warning: The node
has been reverted back to its pre-upgrade state.）

   Cisco Identity Services Engine リリース 2.0.1 アップグレードガイド
4

GUI からの Cisco ISE 展開のアップグレード
アップグレード障害のトラブルシューティング



回避策：[詳細（Details）]リンクをクリックします。アップグレードの失敗の詳細に記載されて
いる問題を解決します。すべての問題を解決した後、[アップグレード（Upgrade）]をクリックし
て、アップグレードを再起動します。

アップグレードがブロックステータスになる

ノードステータスが「アップグレードを開始できない...」という意味のときは、アップグレード
はブロックステータスになります。この問題は、展開のすべてのノードのバージョンやパッチ

バージョンが同じでないときに発生する可能性があります。

回避策：アップグレードを開始する前に、展開内のすべてのノードを同じバージョンおよび同じ

パッチバージョンにします（アップグレードまたはダウングレード、またはパッチをインストー

ルまたはロールバックします）。

展開内にセカンダリ管理ノードが存在しない

ISEアップグレードでは、展開内にセカンダリ管理ノードが必要です。展開内のいずれかのノー
ドでセカンダリ管理ペルソナを有効にしない限り、アップグレードを行うことはできません。こ

のエラーは次の場合に発生します。

•展開内にセカンダリ管理ノードが存在しない。

•セカンダリ管理ノードがダウンしている。

•セカンダリ管理ノードはアップグレードされ、アップグレード済みの展開に移行されてい
る。セカンダリ管理ノードをアップグレード後に、展開の詳細の [更新（Details）]ボタンを
クリックしたときに、この問題が発生する可能性があります。

回避策：

•展開にセカンダリ管理ノードがない場合は、展開内のいずれかのノードでセカンダリ管理ペ
ルソナを有効にして、アップグレードを再試行します。

•セカンダリ管理ノードがダウンしている場合は、そのノードを起動し、アップグレードを再
試行します。

•セカンダリ管理ノードがアップグレードされ、アップグレード済みの展開に移行されている
場合は、コマンドラインインターフェイス（CLI）から手動で展開内の他のノードをアップ
グレードします。
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