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Cisco ISE 分散展開
複数のCisco ISEノードがある展開は、分散展開と呼ばれます。フェールオーバーをサポートし、
パフォーマンスを改善するために、展開に複数のCisco ISEノードを分散方式でセットアップでき
ます。Cisco ISEの分散展開では、管理およびモニタリングアクティビティは一元化され、処理は
ポリシーサービスノード間で分配されます。パフォーマンスのニーズに応じて、導入環境の規模

を変更できます。展開の各 Cisco ISEノードは、管理、ポリシーサービス、およびモニタリング
のペルソナのいずれかを担当することができます。

Cisco ISE 展開の用語
次の用語は Cisco ISE展開シナリオの説明に一般に使用されるものです。

•サービス：サービスは、ネットワークアクセス、プロファイラ、ポスチャ、セキュリティ
グループアクセス、モニタリング、トラブルシューティングなどの、ペルソナが提供する固

有の機能です。

•ノード：Cisco ISEソフトウェアを実行する個別インスタンスです。Cisco ISEはアプライア
ンスとして使用でき、VMwareで実行できるソフトウェアとしても使用できます。Cisco ISE
ソフトウェアを実行する各インスタンス、アプライアンス、またはVMwareはノードと呼ば
れます。

•ペルソナ：ノードのペルソナによって、そのノードが提供するサービスが決まります。Cisco
ISEノードは、管理、ポリシーサービス、モニタリング、および pxGridのペルソナのいずれ
かを担うことができます。管理者ポータルで使用できるメニューオプションは、Cisco ISE
ノードが担当するロールおよびペルソナによって異なります。

•展開モデル：展開が分散か、スタンドアロンか、スタンドアロンのハイアベイラビリティ
（基本的な 2ノード構成）かを決定します。

分散 Cisco ISE 展開のペルソナ
Cisco ISEノードは、管理、ポリシーサービス、またはモニタリングのペルソナを担当できます。

Cisco ISEノードは担当するペルソナに基づき、各種のサービスを提供できます。導入の各ノード
は、管理、ポリシーサービス、およびモニタリングのペルソナのいずれかを担当することができ

ます。分散展開では、ネットワーク上で次の組み合わせのノードを使用できます。

•ハイアベイラビリティ用のプライマリ管理ノードとセカンダリ管理ノード

•自動フェールオーバー用の管理ノードのヘルスチェック用の非管理ノードの 1つまたはペア

• PAN自動フェールオーバー用のヘルスチェックノードのペアまたは単一のヘルスチェック
ノード

•セッションフェールオーバー用の 1つ以上のポリシーサービスノード
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DNSに ISEホスト名の正規名（CNAME）レコードを追加する必要があります。Cisco ISEノード
ごとに、AレコードとともにCNAMERRを作成するようにします。CNAMEレコードが作成され
ていない場合、「CNAME<ノードのホスト名>のDNS解決に失敗しました（DNSResolution failed
for CNAME <hostname of the node>）」というアラームが発生することがあります。

管理ノード
管理ペルソナの Cisco ISEノードは、Cisco ISEのすべての管理操作を実行することができます。
認証、許可、監査などの機能に関連したすべてのシステム関連設定を処理します。分散環境では、

最大 2つの管理ペルソナを実行するノードを実行できます。管理ペルソナは、スタンドアロン、
プライマリ、またはセカンダリのロールのいずれかを担当できます。

管理ノードのハイアベイラビリティ

ハイアベイラビリティ構成では、PANがアクティブ状態になり、すべての設定変更がそのノード
に対して行われます。セカンダリ管理ノードはスタンバイ状態になり、PANからすべての設定更
新を受信します。そのため、PANの設定の完全なコピーが常に存在することになります。

Cisco ISEは、管理ペルソナの自動フェールオーバーをサポートしています。PANがダウンした場
合は、セカンダリ管理ノードの自動プロモーションが開始されます。この場合、非管理セカンダ

リノードが各管理ノードのヘルスチェックノードとして指定されます。ヘルスチェックノード

は、「ポーリング間隔」と呼ばれる設定された間隔で PANの正常性を確認します。PANの正常
性について受信されたヘルスチェック応答がダウンしたり到達不能である場合、ヘルスチェック

ノードは、「フェールオーバー前の障害の数（Count of failures before failover）」に設定されたし
きい値まで待機した後、プライマリロールを引き継ぐようにセカンダリ管理ノードのプロモー

ションを開始します。

自動フェールオーバー機能をイネーブルにするには、分散セットアップで少なくとも 2つのノー
ドが管理ペルソナを引き継ぎ、1つのノードが非管理ペルソナを引き継ぐ必要があります。

次の表に、PANがダウンし、セカンダリ管理ノードがまだ引き継がれていない場合に影響を受け
る機能を示します。

PAN のダウン時に使用できるかどうか（はい/い
いえ）

機能

○既存の内部ユーザの RADIUS認証

○既存または新しい ADユーザの RADIUS認証

○プロファイル変更がない既存のエンドポイント

なしプロファイル変更がある既存のエンドポイント

なしプロファイリングで学習した新しいエンドポイ

ント
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PAN のダウン時に使用できるかどうか（はい/い
いえ）

機能

○既存のゲスト：LWA

はい（自動デバイス登録機能を持つホットス

ポット、BYOD、CWAなどのデバイス登録に
有効なフローを除く）

既存のゲスト：CWA

なしゲストのパスワード変更

なしゲスト：AUP

なしゲスト：ログイン失敗の最大回数の適用

なし新しいゲスト（Sponsored-Guestまたはアカウン
ト登録）

○ポスチャ（Posture）

なし内部 CAによる BYOD

○登録済みの既存のデバイス

なしMDMオンボーディング

なしpxGridサービス

内部認証局による証明書のプロビジョニングの場合は、プロモーションの後に元のPANのルート
証明書とそのキーを新しいプライマリノードにインポートする必要があります。証明書のプロビ

ジョニングは、新しく追加された、つまり、PANへのセカンダリノードのプロモーションの後に
追加された PSNノードからの自動フェールオーバー後は機能しません。

ハイアベイラビリティのヘルスチェックノード

PANのヘルスチェックノードはアクティブなヘルスチェックノードと呼ばれるのに対し、セカ
ンダリ管理ノードのヘルスチェックノードはパッシブなヘルスチェックノードと呼ばれます。

アクティブなヘルスチェックノードは、PANのステータスをチェックし、管理ノードの自動
フェールオーバーを管理する役割があります。ヘルスチェックノードとして指定された 2つの非
管理 ISEノードをそれぞれプライマリおよびセカンダリの管理ノードに設定することを推奨しま
す。また、PANおよびセカンダリ管理ノードの両方にヘルスチェックノードとして単一の非管
理 ISEノードを指定することもできます。単一のヘルスチェックノードが PANとセカンダリ管
理ノード両方の状態を確認する場合、そのノードはアクティブおよびパッシブ両方の役割を担い

ます。
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ヘルスチェックノードは非管理ノードで、ポリシーサービスノード、モニタリングノード、ま

たは pxGridノード、あるいはそれらの組み合わせにできます。管理ノードとして同じデータセン
ターにある PSNノードはハイアベイラビリティのヘルスチェックノードとして指定することを
推奨します。ただし、2つの管理ノードが同じ場所（LANまたはデータセンター）にある小規模
または一元化された展開では、管理ペルソナを持っていないノード（PSN/pxGrid/MnT）をハイア
ベイラビリティのヘルスチェックノードとして使用できます。

ヘルスチェックノードによるヘルスプローブ

PANのヘルスチェックノードは、設定したポーリング間隔の間、そのヘルスステータスを取得
しようとします。PANのヘルスステータスがダウンの場合、または設定した「フェーオーバーの
前に障害が発生したポール数（Number of Failure Polls before Failover）」の値に対して到達不能で
ある場合、プライマリヘルスチェックノードは展開の PANとして引き継ぐようにセカンダリ管
理ノードに通知します。

自動フェールオーバーのヘルスチェックノードはシングルポイント障害です。PANのヘルス
チェックノード自体がダウンすると、ハイアベイラビリティフェールオーバーは行われません。

ヘルスチェックノードの起動

セカンダリ管理ノードのヘルスチェックノードはパッシブモニタです。セカンダリ管理ノード

がPANとして昇格するまで、このノードはアクションを実行しません。セカンダリ管理ノードが
プライマリロールを引き継ぐと、関連するヘルスチェックノードは管理ノードの自動フェール

オーバーを管理するアクティブロールを担います。以前の PANのヘルスチェックノードはセカ
ンダリ管理ノードのヘルスチェックノードになり、受動的にモニタリングを行います。

ヘルスチェックノードのシャットダウン

ノードがヘルスチェックロールから削除された場合、または自動フェールオーバー設定が無効な

場合、ヘルスチェックサービスはそのノードで停止します。自動フェールオーバー設定が指定さ

れたハイアベイラビリティヘルスチェックノードでイネーブルになると、ノードは管理ノード

の正常性のチェックを再度開始します。ノードでハイアベイラビリティヘルスチェックロール

を指定または削除しても、そのノードのいずれのアプリケーションが再起動されることはありま

せん。ヘルスチェックアクティビティのみが開始または停止します。

ヘルスチェックノードの再起動

ハイアベイラビリティのヘルスチェックノードを再起動すると、PANの以前のダウンタイムが
無視され、再びヘルスステータスのチェックが開始されます。

プライマリ管理ノードのヘルスチェック

アクティブなヘルスチェックノードは、設定したポーリング間隔でプライマリ管理ノード（PAN）
のヘルスステータスをチェックします。PANに要求を送信し、受信した応答が指定した設定を満
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たせば、ヘルスチェックノードは PANが良好な状態であると見なします。そうでなければ、ヘ
ルスチェックノードは PANが不良な状態であると見なします。PANの状態が設定した「フェー
ルオーバーの前に障害が発生したポール数（Number of Failure Polls before Failover）」の値を超え
て連続的に不良である場合、ヘルスチェックノードはセカンダリ管理ノードへのフェールオー

バーを開始します。

ヘルスチェックの任意の時点で、「フェールオーバーの前に障害が発生したポール数（Numberof
Failure Polls before Failover）」の値内で前に不良と報告された後にヘルスステータスが良好であ
ると検出されると、ヘルスチェックノードは PANのステータスを良好としてマークし、ヘルス
チェックサイクルをリセットします。

PANのヘルスチェックからの応答は、そのヘルスチェックノードで使用可能な設定値に照らし
て検証されます。応答が一致しない場合、アラームが発生します。ただし、プロモーション要求

はセカンダリ管理ノードに行われます。

たとえば、ヘルスチェックノード（N1）が非同期になり、他のノード（N2）が PANのヘルス
チェックノードになるとします。この場合、PANがダウンした時点で、同じ PANをチェックし
ている別のノード（N2）があることをN1が認識する方法はありません。その後、N2もダウンし
たりネットワークから出た場合は、実際のフェールオーバーが必要になります。しかし、セカン

ダリ管理ノードはプロモーション要求を拒否する権限を保持します。したがって、セカンダリ管

理ノードがプライマリロールに昇格すると、さらなるプロモーション要求（ノード N2をチェッ
クするノードから）がエラーとともに拒否されます。PANの高可用性ヘルスチェックノードが
非同期の場合でも、PANの状態は引き続きチェックされます。ヘルスチェック応答がフェール
オーバーに有効な場合（つまり、正しい PANが正しいヘルスチェックノードによってチェック
され、ヘルスチェックノードに正しいセカンダリ管理ノードの情報が含まれていることが応答に

よって示されている場合）は、PANがフェールオーバーの基準を満たしている場合に、セカンダ
リ管理ノードへのフェールオーバーも試行されます。

セカンダリ管理ノードの自動フェールオーバー

セカンダリ管理ノードがフェールオーバーコールを受信すると、実際のフェールオーバーに進む

前に、次の検証が行われます。

• PANがネットワークで使用可能かどうか。

•フェールオーバー要求が有効なヘルスチェックノードから受信されたものかどうか。

•フェールオーバー要求が不正なノードで受信されていないかどうか。

すべての検証に合格すると、セカンダリ管理ノードはプライマリロールに自身を昇格させます。

次に、セカンダリ管理ノードの自動フェールオーバーが試行されるシナリオのサンプルを示しま

す（ただしこれに限定されません）。

•ポーリング期間中に、PANの正常性が「フェールオーバーの前に障害が発生したポール数
（Number of failure polls before failover）」の値に対して一貫して良好でない。
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• PANの Cisco ISEサービスが手動で停止され、設定された「フェールオーバーの前に障害が
発生したポール数（Number of Failure Polls before Failover）」の値に対しそのままになってい
る。

• PANがソフトの停止または再起動のオプションを使用してシャットダウンされ、設定された
「フェールオーバーの前に障害が発生したポール数（Number of Failure Polls before Failover）」
の値に対しそのままになっている。

• PANが突然ダウン（電源オフ）し、設定された「フェールオーバーの前に障害が発生した
ポール数（Number of Failure Polls before Failover）」の値に対してそのままになっている。

• PANのネットワークインターフェイスがダウンしたか（ネットワークポートのオフまたは
ネットワークサービスのダウン）、または他の理由でヘルスチェックノードによって到達

不能であり、設定された「フェールオーバーの前に障害が発生したポール数（Number of
Failure Polls before Failover）」の値に対してそのままになっている。

自動フェールオーバーが回避された場合のシナリオ例

次に、ヘルスチェックノードによる自動フェールオーバーが回避された場合、またはセカンダリ

ノードへのプロモーション要求が拒否された場合を表すシナリオの例を示します。

•プロモーション要求を受信するノードがセカンダリノードでない。

•プロモーション要求に正しい PANの情報がない。

•プロモーション要求が不正なヘルスチェックノードから受信された。

•プロモーション要求が受信されたが、PANが起動していて良好な状態である。

•プロモーション要求を受信するノードが同期していない。

元の PAN へのフォールバック
Cisco ISEは、元の PANへのフォールバックをサポートしていません。これは、セカンダリ管理
ノードへの自動フェールオーバーが開始された後に、元のPANがネットワークで再度起動される
と、元のプライマリノードがセカンダリロールを所有し続け、プライマリロールに昇格されな

いことを意味します。

セカンダリ管理ノードの手動プロモーション

Cisco ISEは、プライマリロールへのセカンダリ管理ノードの自動および手動プロモーションをサ
ポートしています。自動フェールオーバーが有効な場合、セカンダリ管理ノードの手動プロモー

ションを引き続き実行できます。プライマリロールへのセカンダリ管理ノードのプロモーション

は完全に独立しており、プロモーションが手動または自動で実行されるかどうかにかかわらず影

響を受けません。
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PAN 自動フェールオーバー機能の影響を受ける機能
次の表に、PANの自動フェールオーバーの設定が展開でイネーブルの場合にブロックされる機
能、または追加の設定変更を必要とする機能を示します。

影響の詳細機能

ブロックされる操作

CLIによるアップグレードがブロックされます。

PANの自動フェールオーバー機能は、Cisco ISE
の以前のバージョンからリリース 1.4にアップ
グレードした後の構成で使用できます。デフォ

ルトでは、この機能は無効になっています。

PANの自動フェールオーバーをイネーブルにす
るには、展開内に少なくとも 2つの管理ノード
と 1つの非管理ノードが必要です。

アップグレード

CLIによる復元およびユーザインターフェイス
がブロックされます。

PANの自動フェールオーバーの設定が復元前に
イネーブルであった場合は、正常に復元した後

に再設定する必要があります。

バックアップの復元

ユーザインターフェイスによる次のノードペ

ルソナの変更がブロックされます。

•両方の管理ノード内の管理ペルソナ。

• PANのペルソナ。

• PANの自動フェールオーバー機能をイネー
ブルにした後の、ヘルスチェックノード

の登録解除。

ノードペルソナの変更

CLIによる次の管理操作がブロックされます。

•パッチのインストールおよびロールバック

• DNSサーバの変更

• eth1、eth2、および eth3インターフェイス
の IPアドレスの変更

• eth1、eth2、および eth3インターフェイス
のホストエイリアスの変更

•タイムゾーンの変更

その他の CLI操作
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影響の詳細機能

ユーザインターフェイスによる次の管理操作が

ブロックされます。

•パッチのインストールおよびロールバック

• HTTPS証明書の変更。

•管理者認証タイプの変更（パスワードベー
スの認証から証明書ベースの認証へ、およ

びその逆）。

他の管理ポータル操作

PANの自動フェールオーバーをディセーブルにする必要がある操作

PANの自動フェールオーバーの設定がイネーブ
ルの場合、CLIによる次の管理操作では警告メッ
セージが表示されます。サービス/システムが
フェールオーバーウィンドウ内で再起動されな

い場合、これらの操作によって自動フェール

オーバーが起動する場合があります。そのた

め、以下の操作の実行時には、PANの自動
フェールオーバーの設定を無効にすることを推

奨します。

•手動による ISEサービスの停止

•管理 CLIを使用したソフトリロード（リ
ブート）

CLIの操作

ポリシーサービスノード
ポリシーサービスペルソナの Cisco ISEノードは、ネットワークアクセス、ポスチャ、ゲストア
クセス、クライアントプロビジョニング、およびプロファイリングサービスを提供します。この

ペルソナはポリシーを評価し、すべての決定を行います。複数のノードがこのペルソナを担当で

きます。通常、1つの分散展開に複数のポリシーサービスノードが存在します。同じ高速ローカ
ルエリアネットワーク（LAN）またはロードバランサの背後に存在するポリシーサービスノー
ドはすべて、グループ化してノードグループを形成することができます。ノードグループのいず

れかのノードで障害が発生した場合、その他のノードは障害を検出し、URLにリダイレクトされ
たセッションをリセットします。

分散セットアップでは、少なくとも 1つのノードがポリシーサービスペルソナを担当する必要が
あります。
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ポリシーサービスノードのハイアベイラビリティ

ノード障害を検出し、障害が発生したノードでURLがリダイレクトされたすべてのセッションを
リセットするために、2つ以上のポリシーサービスノードを同じノードグループに配置できま
す。ノードグループに属しているノードがダウンすると、同じノードグループの別のノードが、

障害が発生したノードでURLがリダイレクトされたすべてのセッションに関する許可変更（CoA）
を発行します。

同じノードグループ内のすべてのノードが、ネットワークアクセスデバイス（NAD）でRADIUS
クライアントとして設定され、CoAの許可を得る必要があります。これは、それらすべてのノー
ドで、ノードグループ内の任意のノードを介して確立されたセッションに関するCoA要求を発行
できるためです。ロードバランサを使用していない場合、ノードグループ内のノードは、NAD
で設定されている RADIUSサーバおよびクライアントと同じであるか、またはこれらのサブセッ
トである必要があります。これらのノードは RADIUSサーバとしても設定できます。

多数の ISEノード（RADIUSサーバおよび動的許可クライアントとして）を持つ単一のNADを設
定できますが、すべてのノードが同じノードグループに属している必要はありません。

ノードグループのメンバーは、ギガビットイーサネットなどの高速 LAN接続を使用して相互に
接続する必要があります。ノードグループのメンバーはL2隣接関係である必要はありませんが、
十分な帯域幅と到達可能性を確保するにはL2隣接関係が強く推奨されます。詳細については、ポ
リシーサービスノードグループの作成, （23ページ）の項を参照してください。

PSN 間で均等に要求を分散するためのロードバランサ
展開内に複数のポリシーサービスノードがある場合、ロードバランサを使用して要求を均等に

分散できます。ロードバランサは、その背後にある機能ノードに要求を分散します。ロードバラ

ンサの背後に PSNを展開する詳細とベストプラクティスについては、『Cisco and F5 Deployment
Guide: ISE Load Balancing using BIG-IP』を参照してください。

ポリシーサービスノードでのセッションフェールオーバー

アクティブな URLにリダイレクトされたセッションがあるポリシーサービスノードがダウンす
ると、エンドポイントが中間状態となります。リダイレクトエンドポイントが通信していたポリ

シーサービスノードのダウンを検出した場合でも、許可を再開することはできません。

ポリシーサービスノードがノードグループに属している場合は、ノードグループ内のノード間

でハートビートメッセージが交換され、ノードの障害が検出されます。ノードに障害が発生した

場合、ノードグループのピアの 1つによって、障害が発生したノードのアクティブな URLにリ
ダイレクトされたセッションが学習され、それらのセッションへの接続を解除するためのCoAが
発行されます。

その結果、同じノードグループで使用可能な別のポリシーサービスノードによって、セッショ

ンが処理されます。セッションフェールオーバーでは、ダウンしたポリシーサービスノードか

ら使用可能なポリシーサービスノードにセッションが自動的に移動しませんが、セッションを移

動するための CoAが発行されます。
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分散展開のポリシーサービスノードは、マシンアクセス制限（MAR）キャッシュを相互に共有
しません。Cisco ISEでMAR機能を有効にしていて、クライアントマシンが障害が発生したポリ
シーサービスノードによって認証される場合は、展開内の別のポリシーサービスノードがユー

ザ認証を処理します。ただし、2番目のポリシーサービスノードでは、そのMARキャッシュに
ホスト認証情報がないため、ユーザ認証が失敗します。

ポリシーサービスノードグループ内のノード数

ノードグループに含めることができるノードの数は、展開要件によって異なります。ノードグ

ループを使用すると、確実に、ノードの障害が検出され、許可されたがポスチャされていないセッ

ションに関するCoAがピアによって発行されます。ノードグループのサイズはあまり大きくする
必要はありません。

ノードグループのサイズが増加すると、ノード間で交換されるメッセージおよびハートビートの

数が大幅に増加します。その結果、トラフィックも増加します。ノードグループ内のノードの数

を少なくすることで、トラフィックを削減でき、同時にポリシーサービスノードの障害を検出す

るのに十分な冗長性が提供されます。

1つのノードグループクラスタに最大 10個のポリシーサービスノードを設定できます。

モニタリングノード
モニタリングペルソナの機能を持つ Cisco ISEノードがログコレクタとして動作し、ネットワー
ク内のすべての管理およびポリシーサービスノードからのログメッセージを保存します。この

ペルソナは、ネットワークとリソースを効果的に管理するために使用できる高度な監視およびト

ラブルシューティングツールを提供します。このペルソナのノードは、収集するデータを集約し

て関連付けて、意味のある情報をレポートの形で提供します。

Cisco ISEでは、プライマリロールまたはセカンダリロールを担うことができるこのペルソナを
持つノードを最大 2つ使用してハイアベイラビリティを実現できます。プライマリモニタリング
ノードおよびセカンダリモニタリングノードの両方で、ログメッセージを収集します。プライ

マリモニタリングノードがダウンした場合は、セカンダリモニタリングノードが自動的にプラ

イマリモニタリングノードになります。

分散セットアップでは、少なくとも 1つのノードが監視ペルソナを担当する必要があります。同
じ Cisco ISEノードで、モニタリングペルソナとポリシーサービスペルソナを有効にしないこと
を推奨します。最適なパフォーマンスを実現するために、ノードをモニタリング専用とすること

を推奨します。

[モニタリング（Monitoring）]メニューには、展開内の PANおよびプライマリモニタリングノー
ドからアクセスできます。

モニタリングノードでの自動フェールオーバー

モニタリングノードでは真の意味でハイアベイラビリティがサポートされていないため、自動

フェールオーバーという用語が使用されます。モニタリングノードの場合、操作監査データはポ
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リシーサービスノードによって複製されます。ポリシーサービスノードは、コピーをプライマ

リモニタリングノードとセカンダリモニタリングノードの両方に送信します。

モニタリングは、プライマリ（アクティブ）モニタリングノードで行われます。アクティブ

ノードがダウンした場合、モニタリングデータは、セカンダリ（スタンバイ）モニタリング

ノードからのみ提供されます。セカンダリモニタリングノードは読み取り専用です。

（注）

自動フェールオーバープロセス

プライマリモニタリングノードがダウンした場合は、セカンダリモニタリングノードがすべて

のモニタリング情報およびトラブルシューティング情報を引き継ぎます。セカンダリノードは、

読み取り専用機能を提供します。

既存のセカンダリノードをアクティブなプライマリノードに変換するには、管理者は初めに手動

でセカンダリノードをプライマリロールに昇格する必要があります。セカンダリノードが昇格

された後にプライマリノードが復旧した場合、プライマリノードはセカンダリロールを担当し

ます。セカンダリノードが昇格されなかった場合、プライマリモニタリングノードは、復旧後

にそのロールを再開します。

プライマリノードがフェールオーバー後に復旧すると、バックアップを取得してデータを復

元し、プライマリノードを最新の状態にします。

注意

モニタリングノードのアクティブ/スタンバイペアを設定するためのガイドライン

ISEネットワークでは 2つのモニタリングノードを指定して、アクティブ/スタンバイペアを作成
できます。セカンダリモニタリングノードを登録する場合は、プライマリモニタリングノード

をバックアップしてから、新しいセカンダリモニタリングノードにデータを復元することを推奨

します。これにより、新しい変更内容が複製されるため、プライマリモニタリングノードの履歴

が新しいセカンダリノードと同期状態となります。アクティブ-スタンバイペアを定義すると、
次のルールが適用されます。

•すべての変更は、プライマリモニタリングノードで行う必要があります。セカンダリノー
ドは読み取り専用です。

•プライマリノードで行った変更は、セカンダリノードに自動的に複製されます。

•プライマリノードとセカンダリノードは両方とも、他のノードがログを送信するログコレ
クタとしてリストされます。

• Cisco ISEダッシュボードは、モニタリングおよびトラブルシューティングの主要なエントリ
ポイントとなります。プライマリモニタリングノードからのモニタリング情報が、ダッシュ

ボードに表示されます。プライマリノードがダウンすると、セカンダリノードから情報が

提供されます。

•モニタリングデータのバックアップおよび消去は、標準 Cisco ISEノードのバックアッププ
ロセスでは行われません。プライマリモニタリングノードとセカンダリモニタリングノー
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ドの両方でバックアップとデータ消去用のリポジトリを設定し、それぞれに同じリポジトリ

を使用する必要があります。

モニタリングノードのフェールオーバーシナリオ

次のシナリオは、モニタリングノード数に応じてアクティブ/スタンバイまたは単一ノード構成に
適用されます。

•モニタリングノードのアクティブ/スタンバイ構成では、プライマリ管理ノード（PAN）は、
常にアクティブモニタリングノードに接続してモニタリングデータを収集します。アクティ

ブなモニタリングノードに障害が発生した後に、PANはスタンバイモニタリングスタンバ
イノードに接続します。アクティブなモニタリングノードからスタンバイモニタリング

ノードへのフェールオーバーは、アクティブなモニタリングノードのダウンから 5分以上経
過した後に行われます。

ただし、アクティブノードに障害が発生した後に、スタンバイノードはアクティブノード

になりません。アクティブノードが復旧すると、管理ノードは再開されたアクティブノー

ドからのモニタリングデータの収集を再び開始します。

•アクティブなモニタリングノードがダウンしている間に、スタンバイモニタリングノード
をアクティブステータスに昇格する場合は、既存のアクティブモニタリングノードを登録

解除する必要があります。既存のアクティブモニタリングノードを登録解除すると、スタ

ンバイノードがアクティブなモニタリングノードになり、PANは新しく昇格されたアクティ
ブノードに自動的に接続を開始します。

•アクティブ/スタンバイペアでは、展開からスタンバイモニタリングノードの登録解除を選
択するか、スタンバイモニタリングノードがダウンすると、既存のアクティブモニタリン

グノードは、アクティブノードの状態を保持します。PANは、既存のアクティブノードに
接続してデータを収集します。

• ISE展開内にモニタリングノードが 1つだけ存在する場合、そのノードは PANにモニタリ
ングデータを提供するアクティブモニタリングノードとして機能します。ただし、新しい

モニタリングノードを登録して展開内でアクティブノードにすると、既存のアクティブモ

ニタリングノードは自動的にスタンバイノードになります。PANは、新しく登録されたア
クティブモニタリングノードへの接続を開始し、モニタリングデータを収集します。

Cisco pxGrid サービス
Cisco pxGridを使用すると、Cisco ISEセッションディレクトリからの状況依存情報を、ISEエコ
システムのパートナーシステムなどの他のネットワークシステムや他のシスコプラットフォー

ムと共有できます。また、pxGridフレームワークは、Cisco ISEとサードパーティのベンダー間で
のタグおよびポリシーオブジェクトの共有のように、ノード間でのポリシーおよび設定データの

交換に使用でき、その他の情報交換にも使用できます。また、pxGridでは、サードパーティシス
テムが適応型ネットワーク制御アクション（EPS）を起動して、ネットワークイベントまたはセ
キュリティイベントに応答してユーザ/デバイスを隔離できます。タグ定義、値、および説明のよ
うな TrustSec情報は、TrustSecトピックを通して Cisco ISEから別のネットワークに渡すことがで
きます。完全修飾名（FQN）を持つエンドポイントプロファイルは、エンドポイントプロファイ
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ルメタトピックを通して Cisco ISEから他のネットワークに渡すことができます。Cisco pxGrid
は、タグおよびエンドポイントプロファイルの一括ダウンロードもサポートしています。

pxGrid経由で SXPバインディング（IP-SGTマッピング）を発行および受信登録できます。SXP
バインディングの詳細については、リソースグループタグの交換プロトコルを参照してくださ

い。

ハイアベイラビリティ設定で、Cisco pxGridサーバは、PANを通してノード間で情報を複製しま
す。PANがダウンすると、pxGridサーバは、クライアントの登録およびサブスクリプション処理
を停止します。pxGridサーバのPANをアクティブにするには、手動で昇格する必要があります。

pxGrid クライアントおよび機能の管理
Cisco ISEに接続するクライアントは、pxGridサービスを使用するには登録が必要です。pxGridク
ライアントは、クライアントになるために pxGrid SDKを介してシスコから使用可能な pxGridク
ライアントライブラリを採用する必要があります。Cisco pxGridクライアントには、pxGridサー
ビスに参加するための承認済みアカウントが必要です。Cisco ISEは、自動および手動承認の両方
をサポートします。クライアントは、一意の名前と証明書ベースの相互認証を使用して pxGridに
ログインできます。スイッチの AAA設定と同様に、クライアントは設定された pxGridサーバの
ホスト名または IPアドレスに接続できます。

公開および登録するためにクライアントの pxGridで作成される、情報トピックまたはチャネル機
能があります。Cisco ISEでは、ID、適応型ネットワーク制御、SGAなどの機能のみがサポートさ
れます。クライアントが新しい機能を作成すると、その機能は [管理（Administration）] > [pxGrid
サービス（pxGrid Services）] > [機能別に表示（View by Capabilities）]に表示されます。機能は個
別に有効または無効にできます。機能情報は、発行、ダイレクトクエリー、または一括ダウン

ロードクエリーでパブリッシャから入手してください。

pxGrid クライアントの有効化

はじめる前に

• Cisco pxGridクライアントからの要求を表示するには、少なくとも 1つのノードで pxGridペ
ルソナを有効にします。

• IDマッピングを有効にします。詳細については、IDマッピングの設定を参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [pxGridサービス（pxGrid Services）]を選択します。

ステップ 2 クライアントの隣にあるチェックボックスをオンにして [承認（Approve）]をクリックします。

ステップ 3 [リフレッシュ（Refresh）]をクリックすると、最新のステータスが表示されます。
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pxGrid 機能の有効化

はじめる前に

• Cisco pxGridクライアントからの要求を表示するには、少なくとも 1つのノードで pxGridペ
ルソナを有効にします。

• pxGridクライアントをイネーブルにします。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [pxGridサービス（pxGrid Services）]を選択します。

ステップ 2 右上の [機能別に表示（View by Capabilities）]をクリックします。

ステップ 3 有効にする機能を選択し、[有効（Enable）]をクリックします。

ステップ 4 [リフレッシュ（Refresh）]をクリックすると、最新のステータスが表示されます。

Cisco pxGrid ライブログ
[ライブログ（Live Logs）]ページには、すべての pxGrid管理イベントが表示されます。イベント
情報には、クライアント名と機能名、およびイベントタイプとタイムスタンプが含まれていま

す。

[管理（Administration）] > [pxGridサービス（pxGrid Services）] > [ライブログ（Live Log）]の順
に移動して、イベントリストを表示します。ログを消去して、リストを再同期またはリフレッ

シュすることもできます。

Cisco ISE 分散展開
複数のCisco ISEノードがある展開は、分散展開と呼ばれます。フェールオーバーをサポートし、
パフォーマンスを改善するために、展開に複数のCisco ISEノードを分散方式でセットアップでき
ます。Cisco ISEの分散展開では、管理およびモニタリングアクティビティは一元化され、処理は
ポリシーサービスノード間で分配されます。パフォーマンスのニーズに応じて、導入環境の規模

を変更できます。展開の各 Cisco ISEノードは、管理、ポリシーサービス、およびモニタリング
のペルソナのいずれかを担当することができます。

Cisco ISE 展開の設定
『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide』で説明されているように Cisco ISEをす
べてのノードにインストールした後、ノードはスタンドアロン状態で稼働します。次に、1つの
ノードをプライマリ管理ノード（PAN）として定義する必要があります。PANの定義時に、その
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ノードで管理ペルソナおよびモニタリングペルソナを有効にする必要があります。任意で、PAN
でポリシーサービスペルソナを有効にできます。PANのペルソナ定義のタスクの完了後に、他
のセカンダリノードを PANに登録し、セカンダリノードのペルソナを定義できます。

すべてのCisco ISEシステムおよび機能に関連する設定は、PANでだけ実行する必要があります。
PANで行った設定の変更は、展開内のすべてのセカンダリノードに複製されます。

分散展開内にモニタリングノードが少なくとも 1つ存在する必要があります。PANの設定時に、
モニタリングペルソナを有効にする必要があります。展開内のモニタリングノードを登録した

後、必要に応じて PANを編集したり、モニタリングペルソナを無効にしたりできます。

プライマリ ISE ノードからセカンダリ ISE ノードへのデータレプリケー
ション

1つの Cisco ISEノードをセカンダリノードとして登録すると、Cisco ISEはプライマリノードか
らセカンダリノードへのデータレプリケーションチャネルをすぐに作成し、複製のプロセスを

開始します。複製は、プライマリノードからセカンダリノードに Cisco ISE設定データを共有す
るプロセスです。複製によって、展開を構成するすべてのCisco ISEノードの設定データの整合性
を確実に維持できます。

通常、最初に ISEノードをセカンダリノードとして登録したときに、完全な複製が実行されま
す。完全な複製の実行後は差分複製が実行され、PANでの設定データに対する新しい変更（追
加、変更、削除など）がセカンダリノードに反映されます。複製のプロセスでは、展開内のすべ

ての Cisco ISEノードが同期されます。Cisco ISE管理者ポータルの展開のページから [ノードス
テータス（Node Status）]列で複製のステータスを表示できます。セカンダリノードとして Cisco
ISEノードを登録するか、または PANとの手動同期を実行すると、要求されたアクションが進行
中であることを示すオレンジのアイコンがノードステータスに表示されます。これが完了する

と、ノードステータスは、セカンダリノードが PANと同期されたことを示す緑に変わります。

Cisco ISE ノードの登録解除
展開からノードを削除するには、ノードの登録を解除する必要があります。PANからセカンダリ
ノードの登録を解除すると、登録解除されたノードのステータスがスタンドアロンに変わり、プ

ライマリノードとセカンダリノード間の接続が失われます。複製の更新は、登録解除されたスタ

ンドアロンノードに送信されなくなります。

PANは登録解除できません。（注）

Cisco ISE アプリケーションサーバの自動再起動
次のいずれかの変更を行う場合、Cisco ISEノード内のアプリケーションサーバが再起動して、遅
延が発生します。
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•ノードの登録（スタンドアロンからセカンダリへ）

•ノードの登録解除（セカンダリからスタンドアロンへ）

•プライマリノードからスタンドアロンへの変更（他のノードが登録されていない場合は、プ
ライマリからスタンドアロンに変更されます）

•管理ノードの昇格（セカンダリからプライマリへ）

•ペルソナの変更（ノードからポリシーサービスまたは監視ペルソナを割り当てたり、削除し
たりする場合）

•ポリシーサービスノードでのサービスの変更（セッションとプロファイラサービスを有効
または無効にします）

•プライマリでのバックアップの復元（同期操作がトリガーされ、プライマリノードからセカ
ンダリノードにデータが複製されます）

分散展開を設定する場合のガイドライン

分散環境で Cisco ISEを設定する前に、次の内容をよく読んでください。

•ノードタイプ、ISEノード、を選択します。管理、ポリシーサービス、およびモニタリング
機能の場合は、ISEノードを選択する必要があります。

•すべてのノードで、同じ Network Time Protocol（NTP）サーバを選択します。ノード間のタ
イムゾーンの問題を回避するには、各ノードのセットアップ中に同じNTPサーバ名を指定す
る必要があります。この設定で、展開内にあるさまざまなノードからのレポートとログが常

にタイムスタンプで同期されるようになります。

• Cisco ISEのインストール時に Cisco ISE管理パスワードを設定します。以前の Cisco ISE管理
のデフォルトのログインクレデンシャル（admin/cisco）は無効になっています。初期セット
アップ中に作成したユーザ名とパスワードを使用するか、または後でパスワードを変更した

場合はそのパスワードを使用します。

•ドメインネームシステム（DNS）サーバを設定します。DNSサーバに、分散展開に含まれ
るすべての Cisco ISEノードの IPアドレスと完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。
解決できない場合は、ノード登録が失敗します。

• DNSサーバに、分散展開のすべての Cisco ISEノードの逆引きDNSルックアップを設定しま
す。設定しなかった場合、Cisco ISEノードの登録時および Cisco ISEノードの再起動時に、
展開に関する問題が発生することがあります。

•（任意）PANからセカンダリ Cisco ISEノードを登録解除して、Cisco ISEをアンインストー
ルします。

•プライマリモニタリングノードをバックアップし、新しいセカンダリモニタリングノード
にデータを復元します。これにより、新しい変更内容が複製されるため、プライマリモニタ

リングノードの履歴が新しいセカンダリノードと同期状態となります。
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• PANと、セカンダリノードとして登録しようとしているスタンドアロンノードで、同じバー
ジョンの Cisco ISEが実行されていることを確認します。

プライマリノードおよびセカンダリノードで使用可能なメニューオ

プション

Cisco ISEノードは、タスクの実行に使用できる管理者ポータルを提供します。分散展開を構成す
る Cisco ISEノードで使用可能なメニューオプションは、ノードで有効なペルソナによって異な
ります。すべての管理およびモニタリングアクティビティは、プライマリ管理ノード（PAN）を
介して実行する必要があります。一部のタスクについては、セカンダリノードを使用する必要が

あります。このため、セカンダリノードのユーザインターフェイスでは、ノードで有効なペルソ

ナに基づく限定されたメニューオプションが提供されます。

1つのノードが、ポリシーサービスペルソナとアクティブロールのモニタリングペルソナを担
当するなど、複数のペルソナを担当する場合、ポリシーサービスノードおよびアクティブモニ

タリングノードにリストされているメニューオプションがそのノードで使用可能となります。

次の表に、それぞれのペルソナを担当する Cisco ISEノードで使用可能なメニューオプションを
示します。

表 1：Cisco ISE ノードおよび使用可能なメニューオプション

使用可能なメニューオプションCisco ISE ノード

•システム時刻と NTPサーバ設定の表示お
よび設定。

•サーバ証明書のインストール、証明書署名
要求の管理。すべてのサーバ証明書を一元

的に管理するプライマリ PAN経由で、展
開内のすべてのノードに対し、サーバ証明

書の操作を実行できます。

秘密キーは、ローカルデータ

ベースに格納されず、関連ノー

ドからコピーされません。秘密

キーは、ローカルファイルシス

テムに格納されます。

（注）

すべてのノード

すべてのメニューおよびサブメニュー。プライマリ管理ノード
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使用可能なメニューオプションCisco ISE ノード

•ホームおよび操作メニュー。

•プライマリモニタリングノードおよびア
クティブモニタリングノードの両方から

モニタリングデータにアクセスできるこ

とで、冗長アクセスが提供されます。

アクティブモニタリングノード

Active Directory接続への参加、脱退、およびテ
ストを行うオプション。各ポリシーサービス

ノードが別個にActiveDirectoryドメインに参加
している必要があります。最初にドメイン情報

を定義し、PANを Active Directoryドメインに
参加させる必要があります。次に、他のポリ

シーサービスノードを Active Directoryドメイ
ンに個別に参加させます。

ポリシーサービスノード

セカンダリ管理ノードを PANに昇格するオプ
ション。

PANにセカンダリノードを登録した
後は、いずれのセカンダリノードの

管理者ポータルにログインする場合

にも、PANのログインクレデンシャ
ルを使用する必要があります。

（注）

セカンダリ管理ノード

Cisco ISE ノードの設定
Cisco ISEノードをインストールすると、管理ペルソナ、ポリシーサービスペルソナ、およびモ
ニタリングペルソナによって提供されるすべてのデフォルトサービスがそのノードで実行されま

す。このノードはスタンドアロン状態となります。Cisco ISEノードの管理者ポータルにログイン
して設定する必要があります。スタンドアロンCisco ISEノードのペルソナまたはサービスは編集
できません。ただし、プライマリおよびセカンダリCisco ISEノードのペルソナおよびサービスは
編集できます。最初にプライマリ ISEノードを設定し、その後、セカンダリ ISEノードをプライ
マリ ISEノードに登録する必要があります。

ノードに初めてログインする場合は、デフォルトの管理パスワードを変更し、有効なライセンス

をインストールする必要があります。

設定済みの Cisco ISEまたは本番環境では、ホスト名とドメイン名を変更しないことを推奨しま
す。これが必要な場合は、初期展開時にアプライアンスのイメージを再作成し、変更を加え、詳

細を設定します。
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はじめる前に

Cisco ISEでの分散展開の設定方法に関する基礎を理解しておく必要があります。分散展開を設定
する場合のガイドラインを参照してください。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 設定する Cisco ISEノードの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて値を入力し、[保存（Save）]をクリックします。

プライマリ管理ノードの設定

分散展開を設定するには、最初に Cisco ISEノードを PANとして設定する必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。
当初は [登録（Register）]ボタンが無効になっています。このボタンを有効にするには、PANを設定する
必要があります。

ステップ 2 現在のノードの隣にあるチェックボックスをオンにして [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [プライマリにする（Make Primary）]をクリックして、PANを設定します。

ステップ 4 [全般設定（General Settings）]タブでデータを入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックしてノード設定を保存します。

次の作業

1 展開にセカンダリノードを追加します。

2 必要に応じて、プロファイラサービスを有効にし、プローブを設定します。

セカンダリ Cisco ISE ノードの登録
セカンダリノードを登録した後、プライマリノードのデータベースにセカンダリノードの設定

が追加され、セカンダリノードのアプリケーションサーバが再起動します。再起動が完了した

後、セカンダリノードでは、そのノードに対して有効にしたペルソナおよびサービスが実行され

ます。PANの [展開（Deployment）]ページで、行ったすべての設定変更を表示できます。ただ
し、変更が反映され、[展開（Deployment）]ページに表示されるには 5分間の遅延が生じます。
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はじめる前に

プライマリノードの証明書信頼リスト（CTL）に、登録するセカンダリノードの HTTPS証明書
を検証するための適切な認証局（CA）証明書があることを確認します。CTLにセカンダリノー
ドの証明書をインポートする場合は、セカンダリノードの証明書を検証するように PANの [ISE
内の認証用に信頼する（Trust for authentication within ISE）]チェックボックスをオンにします。

PANの CTLにインポートする証明書はセカンダリノードに複製されます。

また、セカンダリノードをプライマリノードに登録した後、セカンダリノードで HTTPS証明書
を変更する場合は、プライマリノードのCTLに適切なCA証明書をインポートする必要がありま
す。

ハイアベイラビリティを実現するために 2つの管理ノードを展開する場合は、セカンダリ管理
ノードを登録してから、その他のセカンダリノードを登録します。この順序でノードを登録する

場合は、セカンダリ管理ノードをプライマリに昇格させた後にセカンダリ ISEノードを再起動す
る必要はありません。

セッションサービスを実行する複数のポリシーサービスノードを、ノード間の相互フェールオー

バーを設定して展開する場合は、ノードグループにポリシーサービスノードを配置します。ノー

ドを登録する前にノードグループを作成する必要があります。

ステップ 1 PANにログインします。

ステップ 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 3 [登録（Register）] > [Cisco ISEノードの登録（Register an Cisco ISE Node）]を選択して、セカンダリ Cisco
ISEノードを登録します。

ステップ 4 セカンダリ Cisco ISEノードの DNS解決可能なホスト名または IPアドレスを入力します。
Cisco ISEノードの登録時にホスト名を使用する場合、登録するスタンドアロンノードの完全修飾ドメイ
ン名（FQDN）（たとえば、abc.xyz.com）は、PANから DNSを使用して解決できる必要があります。解
決できない場合は、ノード登録が失敗します。DNSサーバでセカンダリノードの IPアドレスおよびFQDN
を事前に定義しておく必要があります。

ステップ 5 [ユーザ名（Username）]フィールドおよび [パスワード（Password）]フィールドに、スタンドアロンノー
ドの UIベースの管理者クレデンシャルを入力します。

ステップ 6 [Next]をクリックします。
Cisco ISEはセカンダリノードに接続し、ホスト名、デフォルトゲートウェイなどの基本情報を取得して、
表示します。

セカンダリ Cisco ISEノードを登録するよう選択している場合は、セカンダリノードの設定を編集できま
す。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

セカンダリノードが正常に登録されると、PANで、ノードの正常な登録を確認するアラームを受
信します。セカンダリノードの PANへの登録が失敗した場合は、このアラームは生成されませ
ん。ノートが登録されると、そのノードのアプリケーションサーバが再起動します。登録および
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データベース同期が正常に完了した後、セカンダリノードのユーザインターフェイスにログイン

するにはプライマリ管理ノードのクレデンシャルを入力します。

展開の既存のプライマリノードに加えて、新しいノードの登録に成功した場合は、新しく登

録されたノードに対応するアラームは表示されません。設定変更アラームは、新しく登録され

たノードに対応する情報を反映します。新しいノードが正常に登録されたことを確認するため

にこの情報を使用できます。

（注）

次の作業

•ゲストユーザのアクセスと許可、ロギングなどの時間依存タスクの場合は、ノード間のシス
テム時刻が同期されていることを確認します。

•セカンダリ管理ノードを登録し、内部 Cisco ISE CAサービスを使用する場合は、PANから
Cisco ISE CA証明書およびキーをバックアップし、セカンダリ管理ノードに復元する必要が
あります。

展開内のノードの表示
[展開ノード（Deployment Nodes）]ページで、展開を構成するすべての Cisco ISEノード、つまり
プライマリノードおよびセカンダリノードを表示できます。

ステップ 1 プライマリ Cisco ISE管理者ポータルにログインします。

ステップ 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 3 左側のナビゲーションペインで、 [展開（Deployment）]をクリックします。
展開を構成するすべての Cisco ISEノードが表示されます。

プライマリおよびセカンダリの Cisco ISE ノードの同期
Cisco ISEの設定に変更を加えることができるのは、PANからのみです。設定変更はすべてのセカ
ンダリノードに複製されます。何らかの理由でこの複製が正しく実行されない場合は、PANに手
動でセカンダリ管理ノードを同期できます。
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はじめる前に

[同期ステータス（Sync Status）]が [同期していない（Out of Sync）]に設定されている場合や [複
製ステータス（Replication Status）]が [失敗（Failed）]または [無効（Disabled）]の場合は、[同期
を更新（Syncup）]ボタンをクリックして完全複製を強制的に実行する必要があります。

ステップ 1 PANにログインします。

ステップ 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 3 PANと同期させるノードの横にあるチェックボックスをオンにし、[同期を更新（Syncup）]をクリックし
て完全データベース複製を強制的に実行します。

ポリシーサービスノードグループの作成
2つ以上のポリシーサービスノード（PSN）が同じ高速ローカルエリアネットワーク（LAN）に
接続されている場合は、同じノードグループに配置することを推奨します。この設計は、グルー

プにローカルの重要度が低い属性を保持し、ネットワークのリモートノードに複製される情報を

減らすことによって、エンドポイントプロファイリングデータのレプリケーションを最適化しま

す。ノードグループメンバーは、ピアグループメンバーの可用性もチェックします。グループ

がメンバーに障害が発生したことを検出すると、障害が発生したノードのURLにリダイレクトさ
れたすべてのセッションをリセットし、回復することを試行します。

すべての PSNを同じノードグループの同じローカルネットワークの部分に置くことを推奨し
ます。PSNは、同じノードグループに参加するために負荷分散クラスタの一部である必要は
ありません。ただし、負荷分散クラスタの各ローカル PSNは通常同じノードグループに属し
ている必要があります。

（注）

ノードグループにメンバーとして PSNを追加する前に、最初にノードグループを作成する必要
があります。管理者ポータルの [展開（Deployment）]ページで、ポリシーサービスノードグルー
プを作成、編集、および削除できます。
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はじめる前に

ノードグループメンバーは TCP/7800および TCP/7802を使用して通信できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 [アクション（action）]アイコンをクリックし、[ノードグループの作成（Create NodeGroup）]をクリック
します。

ステップ 3 ノードグループに付ける一意の名前を入力します。

ステップ 4 （任意）ノードグループの説明を入力します。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックして、ノードグループを保存します。

ノードグループを保存すると、左側のナビゲーションペインにそのグループが表示されます。左

側のペインにノードグループが表示されていない場合、そのグループは非表示になっている可能

性があります。非表示オブジェクトを表示するには、ナビゲーションペインで [展開（Expand）]
ボタンをクリックします。

次の作業

ノードグループにノードを追加します。ノードを編集するには、[ノードグループのメンバー
（Member of Node Group）]ドロップダウンリストからノードグループを選択します。

Cisco pxGrid サービスの展開
スタンドアロンノードと分散展開ノードの両方で、Cisco pxGridサービスを有効にできます。

はじめる前に

• Cisco pxGridサービスを有効にするには、Plusライセンスが必要です。

• Cisco pxGridサービスは、Cisco ISE SNS 3415/3495アプライアンス上または VMwareで実行
されます。

•管理者ノードとpxGridノードが同じ場合、これらのノードは同じ自己署名証明書を使用する
ように設定されます。他の展開では、pxGridノードはルート証明書を使用して設定する必要
があります。pxGridノードに接続するすべてのクライアントは、同じルート証明書か、管理
者が署名した証明書を提示する必要があります。

•分散展開を使用しているか、または Cisco ISE 1.2からアップグレードする場合は、証明書で
pxGridサービスを有効にする必要があります。pxGridサービスを有効にするには、[管理
（Administration）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（Certificates）]に移動しま
す。展開に使用される証明書を選択し、[編集（Edit）]をクリックします。pxGridを確認し
ます。[pxGridコントローラ（pxGrid Controller）]チェックボックスの証明書を使用します。

• Cisco ISE 1.2で FIPSモードを有効にしている場合は、1.4にアップグレードした後、証明書
（自己署名証明書およびCA署名証明書を含む）の生成または編集時に pxGridオプションが
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無効になります。Cisco pxGridサービスは、FIPS対応のCisco ISEアプライアンス上では実行
されません。これは、Cisco pxGridと Cisco ISEの統合に使用される XCPサーバが FIPS準拠
ではないためです。FIPSモードがCisco ISE1.2で有効でなかった場合は、1.4にアップグレー
ドした後、pxGridオプションが証明書に対して有効になります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 [展開ノード（DeploymentNodes）]ページで、pxGridサービスを有効にするノードの隣にあるチェックボッ
クスをオンにし、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [全般設定（General Settings）]タブをクリックし、[pxGrid]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
以前のバージョンからアップグレードするとき、[保存（Save）]オプションが無効になる場合がありま
す。このことは、ブラウザキャッシュが旧バージョンの Cisco ISEの古いファイルを参照する場合に発生
します。[保存（Save）]オプションを有効にするには、ブラウザキャッシュを消去します。

ノードペルソナとサービスの変更
Cisco ISEノードの設定を編集して、そのノードで実行されているペルソナおよびサービスを変更
できます。

はじめる前に

•ポリシーサービスノードで実行されるサービスを有効または無効にしたり、ポリシーサー
ビスノードを変更したりする場合は、そのサービスが実行されるアプリケーションサーバ

プロセスを再起動します。これらのサービスが再起動されるまで遅延が発生します。
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•このサービスの再起動の遅延により、自動フェールオーバーが開始される場合があります
（展開内で有効になっている場合）。これを回避するには、自動フェールオーバー設定がオ

フになっていることを確認します。

ステップ 1 PANにログインします。

ステップ 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 3 ペルソナまたはサービスを変更するノードの隣にあるチェックボックスをオンにし、[編集（Edit）]をク
リックします。

ステップ 4 必要なサービスおよびペルソナを選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6 PANでアラームの受信を確認して、ペルソナまたはサービスの変更を確認します。ペルソナまたはサービ
スの変更が正常に保存されなかった場合、アラームは生成されません。

セカンダリ管理ノードのプライマリへの手動昇格
PANが失敗し、PANの自動フェールオーバーを設定していない場合は、セカンダリ管理ノードを
新しい PANに手動で昇格させる必要があります。

はじめる前に

PANに昇格するように管理ペルソナで設定された 2番目の Cisco ISEノードがあることを確認し
ます。

ステップ 1 セカンダリ管理ノードのユーザインターフェイスにログインします。

ステップ 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 3 [ノードの編集（Edit Node）]ページで、[プライマリに昇格（Promote to Primary）]をクリックします。
PANに昇格できるのは、セカンダリ管理ノードのみです。ポリシーサービスペルソナまたはモニタリン
グペルソナ、あるいはその両方のみを担当する Cisco ISEノードは PANに昇格できません。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

元はPANであったノードが復帰した場合は、自動的にレベル下げされ、セカンダリ管理ノードに
なります。セカンダリノードの [ノードの編集（Edit Node）]ページでは、オプションが無効なた
めペルソナまたはサービスを変更できません。変更を加えるには、管理者ポータルにログインす

る必要があります。
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自動フェールオーバー用のプライマリ管理ノードの設定

はじめる前に

自動フェールオーバー機能をイネーブルにするには、分散セットアップで少なくとも 2つのノー
ドが管理ペルソナを引き継ぎ、1つのノードが非管理ペルソナを引き継ぐようにします。

ステップ 1 PANのユーザインターフェイスにログインします。

ステップ 2 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）] > [PANのフェールオーバー（PAN
Failover）]の順に選択します。

ステップ 3 PANの自動フェールオーバーをイネーブルにするには、[PANの自動フェールオーバーを有効にする（Enable
PAN Auto Failover）]チェックボックスをオンにします。
PANに昇格できるのは、セカンダリ管理ノードのみです。ポリシーサービスペルソナ、モニタリングペ
ルソナ、または pxGridペルソナ、あるいはそれらの組み合わせのみを担当する Cisco ISEノードは PAN
に昇格できません。

ステップ 4 使用可能なすべてのセカンダリノードを含む [プライマリヘルスチェックノード（Primary Health Check
Node）]ドロップダウンリストから、PANのヘルスチェックノードを選択します。
このノードは、PANと同じロケーションまたはデータセンターに置くことを推奨します。

ステップ 5 使用可能なすべてのセカンダリノードを含む [セカンダリヘルスチェックノード（Secondary Health Check
Node）]ドロップダウンリストから、セカンダリ管理ノードのヘルスチェックノードを選択します。
このノードは、セカンダリ管理ノードと同じロケーションまたはデータセンターに置くことを推奨しま

す。

ステップ 6 管理ノードのステータスがチェックされるまでの [ポーリング間隔（Polling Interval）]時間を指定します。
有効な範囲は 30～ 300秒です。

ステップ 7 [フェールオーバーの前に障害が発生したポール数（Number of Failure Polls before Failover）]の数を指定し
ます。

フェールオーバーは、管理ノードのステータスが障害が発生したポール数として指定された数に対して良

好でない場合に発生します。有効な範囲は 2～ 60です。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

次の作業

セカンダリ管理ノードの PANへのプロモーション後に、次の操作を実行します。

•手動で古い PANを同期して、展開内に戻します。

•手動で同期されていない他のセカンダリノードを同期して、展開内に戻します。
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自動フェールオーバー用のモニタリングノードの設定
展開に 2つのモニタリング ISEノードがある場合は、自動フェールオーバーのプライマリ-セカン
ダリペアを設定して、Cisco ISEモニタリングサービスのダウンタイムを回避します。プライマ
リ-セカンダリペアによって、プライマリノードに障害が発生した場合に、セカンダリモニタリ
ングノードが自動的にモニタリングを提供します。

はじめる前に

•自動フェールオーバー用のモニタリングノードを設定するには、モニタリングノードがCisco
ISEノードとして登録されている必要があります。

•両方のノードでモニタリングロールおよびサービスを設定し、必要に応じてこれらのノード
にプライマリロールおよびセカンダリロールの名前を付けます。

•プライマリモニタリングノードとセカンダリモニタリングノードの両方でバックアップと
データ消去用のリポジトリを設定します。バックアップおよび消去を正しく動作させるに

は、両方のノードに同じリポジトリを使用します。消去は、冗長ペアのプライマリノードお

よびセカンダリノードの両方で行われます。たとえば、プライマリモニタリングノードで

バックアップおよび消去用に 2つのリポジトリが使用されている場合、同じリポジトリをセ
カンダリノードに指定する必要があります。

システム CLIの repositoryコマンドを使用してモニタリングノードのデータリポジトリを
設定します。

スケジュールバックアップと消去をモニタリング冗長ペアのノードで正しく

動作させるには、CLIを使用して、プライマリノードとセカンダリノードの
両方で同じリポジトリを設定します。リポジトリは、2つのノードの間で自動
的に同期されません。

注意

Cisco ISEダッシュボードで、モニタリングノードの準備ができていることを確認します。[シス
テム概要（SystemSummary）]ダッシュレットに、サービスが準備完了の場合は左側に緑色のチェッ
クマークが付いたモニタリングノードが表示されます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 [展開ノード（Deployment Nodes）]ページで、アクティブとして指定するモニタリングノードの隣にある
チェックボックスをオンにし、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [全般設定（General Settings）]タブをクリックし、[ロール（Role）]ドロップダウンリストから [プライマ
リ（Primary）]を選択します。
1つのモニタリングノードをプライマリとして選択すると、もう 1つのモニタリングノードが自動的にセ
カンダリとなります。スタンドアロン展開の場合、プライマリおよびセカンダリのロール設定は無効にな

ります。
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ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。アクティブノードおよびスタンバイノードが再起動します。

展開からのノードの削除
展開からノードを削除するには、ノードの登録を解除する必要があります。登録解除されたノー

ドは、スタンドアロン Cisco ISEノードになります。

これは PANから受信した最後の設定を保持し、管理、ポリシーサービス、およびモニタリング
であるスタンドアロンノードのデフォルトのペルソナを担当します。モニタリングノードを登録

解除した場合、このノードは syslogターゲットではなくなります。

PANの [展開（Deployment）]ページからこれらの変更を表示できます。ただし、変更が反映さ
れ、[展開（Deployment）]ページに表示されるには 5分間の遅延が生じます。

はじめる前に

展開からセカンダリノードを削除する前に、必要に応じて後で復元できる Cisco ISE設定のバッ
クアップを実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 削除するセカンダリノードの隣のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Deregister）]をクリック
します。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 PANのアラームの受信を確認し、セカンダリノードが正常に登録解除されたことを確認します。セカン
ダリノードの PANからの登録解除が失敗した場合は、このアラームは生成されません。

スタンドアロン Cisco ISE ノードのホスト名または IP ア
ドレスの変更

スタンドアロン Cisco ISEノードのホスト名、IPアドレス、またはドメイン名を変更できます。
ノードのホスト名として「localhost」を使用することはできません。
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はじめる前に

Cisco ISEノードが分散展開の一部である場合、展開から削除し、スタンドアロンノードであるこ
とを確認する必要があります。

ステップ 1 Cisco ISE CLIから hostname、ip address、ip domain-nameの各コマンドを使用して Cisco ISEノードのホ
スト名または IPアドレスを変更します。

ステップ 2 すべてのサービスを再起動するために、Cisco ISE CLIから application stop iseコマンドを使用して Cisco
ISEアプリケーション設定をリセットします。

ステップ 3 Cisco ISEノードは、分散展開の一部である場合、PANに登録します。
Cisco ISEノードの登録時にホスト名を使用する場合、登録するスタンドアロンノードの完全修
飾ドメイン名（FQDN）（たとえば、abc.xyz.com）は、PANから DNSを使用して解決できる必
要があります。解決できない場合は、ノード登録が失敗します。DNSサーバに、分散展開の一
部である Cisco ISEノードの IPアドレスと FQDNを入力する必要があります。

（注）

セカンダリノードとして Cisco ISEノードを登録した後、PANは IPアドレス、ホスト名、またはドメイ
ン名への変更を展開内の他の Cisco ISEノードに複製します。

Cisco ISE アプライアンスハードウェアの交換
Cisco ISEアプライアンスハードウェアは、ハードウェアに問題がある場合にのみ交換する必要が
あります。ソフトウェアに問題がある場合は、アプリケーションのイメージを再作成し、Cisco
ISEソフトウェアを再インストールできます。

ステップ 1 新しいノードで Cisco ISEソフトウェアを再インストールするか、またはイメージを再作成します。

ステップ 2 プライマリおよびセカンダリ管理ノードの UDIを使用してライセンスを取得し、PANにインストールし
ます。

ステップ 3 置き換えられた PANでバックアップを復元します。
復元スクリプトはセカンダリ管理ノードでデータの同期を試行しますが、現在セカンダリ管理ノードはス

タンドアロンノードであり、同期は失敗します。データは、PANでバックアップが実行された時刻に設
定されます。

ステップ 4 新しいノードをセカンダリサーバとして PANに登録します。
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