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Cisco ISE アップグレードの概要
• Cisco ISE アップグレードの概要, 1 ページ
• 仮想マシンでサポートされるオペレーティング システム, 23 ページ
• アップグレードにかかる時間, 23 ページ

Cisco ISE アップグレードの概要
このマニュアルは、Cisco ISE アプライアンスおよび仮想マシンで Cisco Identity Services Engine
（ISE）ソフトウェアをリリース 2.3 にアップグレードする方法について説明します。
Cisco ISE 展開のアップグレードは複数段階のプロセスであり、このマニュアルで指定されている
順序で実行する必要があります。最小限のダウンタイムでのアップグレードを計画するには、こ
のマニュアルで示されている推定所要時間を使用します。PSN グループに複数の PSN を含む展開
では、ダウンタイムはありません。アップグレード対象の PSN で認証されるエンドポイントが
あった場合は、要求はノード グループ内の別の PSN で処理されます。エンドポイントは、認証の
成功後に再認証されて、ネットワーク アクセスが付与されます。
スタンドアロン展開または PSN が単一の展開の場合は、PSN のアップグレード中すべての認証に
ダウンタイムが発生する可能性があります。
次のリリースはすべて、リリース 2.3 に直接アップグレードできます。
• Cisco ISE、リリース 2.0
• Cisco ISE、リリース 2.0.1
• Cisco ISE、リリース 2.1
• Cisco ISE、リリース 2.2

Cisco Identity Services Engine リリース 2.3 アップグレード ガイド
1

Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

（注）

Cisco ISE リリース 2.3 以降では、すべてのネットワーク アクセス ポリシーとポリシー セット
を置き換える、新しい拡張された [ポリシーセット（Policy Sets）] ページが提供されます。以
前のリリースからリリース 2.3 以降にアップグレードすると、すべてのネットワーク アクセス
ポリシーの設定（認証および承認の条件、ルール、ポリシー、プロファイル、および例外を含
む）が ISE GUI の新しい [ポリシーセット（Policy Sets）] 領域に移行されます。変更の詳細に
ついては、新規ポリシー モデル, （2 ページ） を参照してください。
Cisco ISE リリース 2.0 より前のバージョンの場合は、はじめに上記のリリースのいずれかにアッ
プグレードしてから、リリース 2.3 にアップグレードする必要があります。
アップグレード バンドルは Cisco.com からダウンロードすることができます。リリース 2.3 では、
次のアップグレード バンドルを使用できます。
• ise-upgradebundle-2.0.x-to-2.3.0.x.SPA.x86_64.tar.gz：リリース 2.0 または 2.0.1 から 2.3 にアッ
プグレードするには、このバンドルを使用します。
• ise-upgradebundle-2.3.0.x.SPA.x86_64.tar.gz：リリース 2.1 または 2.2 から 2.3 にアップグレー
ドするには、このバンドルを使用します。
Cisco ISE のこのリリースでは、GUI ベースおよび CLI ベース両方のアップグレードをサポートし
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 以降で、リリース 2.3
にアップグレードする場合にのみサポートされます。詳細については、GUI からの Cisco ISE 展開
のアップグレード, （39 ページ）を参照してください。
Cisco ISE の CLI からは、リリース 2.0、2.0.1、2.1、または 2.2 からリリース 2.3 に直接アップグ
レードできます。詳細については、CLI からの Cisco ISE 展開のアップグレード, （49 ページ）を
参照してください。

新規ポリシー モデル
認証、許可、例外を含むすべてのネットワーク アクセス ポリシーとポリシー セットが、[ポリシー
（Policy）] > [ポリシー セット（Policy Sets）] からアクセスできる改良された [ポリシーセット
（Policy Sets）] 領域で統合されました。各ポリシー セットは、ポリシー階層の最上位レベルで定
義されたコンテナであり、その下にそのセットのすべての関連する認証および許可ポリシーおよ
びポリシー例外ルールが設定されます。
すべて条件に基づいて、認証と許可の両方に複数のルールを定義できます。また、条件とその他
の関連設定に簡単にアクセスして、新しいポリシーセットインターフェイスから直接再利用でき
るようになりました。ポリシー セットが照合される順序は、新しいインターフェイスに表示され
る順序によって決定され、[ポリシー セット（Policy Set）] テーブルの最初の行から開始され、一
致が見つかるまでチェックが続行されます。一致するものが見つからない場合は、システムのデ
フォルトポリシーセットが使用されます。同じ論理を使用して正しい認証ルールの照合と選択が
行われ、次に正しい許可ルールの照合と選択が行われます。各テーブルの先頭から開始し一致が
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見つかるまで各ルールがチェックされます。一致する他のルールがない場合は、デフォルト ルー
ルが使用されます。
新しいポリシーモデルは、古いユーザインターフェイスを使用して以前のバージョンで追加され
た可能性のあるすべてのポリシーを表しますが、ネットワーク アクセスを論理的に管理できる大
幅に簡素化された改良済みのインターフェイスが提供されます。
スタンドアロンの認証および許可ポリシーの変更
スタンドアロンの認証ルールを使用する場合、ISE 2.2 以下のバージョンからのルールは新しいポ
リシー モデルに変換されます。認証ルールに割り当てられている許可されたプロトコルに基づい
て、2 つの個別のシナリオがあります。
1 システム内のすべての「外部パート」に、デフォルト パートを含む同じ許可されたプロトコル
が割り当てられている場合、すべての元の認証ルールは次のように ISE 2.3 以降に変換されま
す。
すべての「外部パート」は、新しいポリシー モデルの単一のポリシー セットに変換されます。
新しいポリシー セットはデフォルトと呼ばれ、ポリシー セット レベルでは条件が定義されず、
統一された許可プロトコルが割り当てられます。すべての内部パートは、新しいデフォルト ポ
リシー セット内の認証ポリシーの一部としてルールに変換されます。
次の表に、同じ許可されたプロトコルを使用する古いスタンドアロン認証ルールのセットの変
換を示します（シナリオ 1）。この表では、各行の形式は次のとおりです。
名前（条件/結果）
たとえば認証外部パート 1（外部条件/許可されるプロトコル A）の場合：
• 名前：認証外部パート 1
• 条件：外部条件
• 結果：許可されるプロトコル A
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表 1：同じ許可されたプロトコルを使用したスタンドアロン認証ポリシー

Cisco ISE 2.3 より前：デフォルト認証

1 認証外部パート 1（外部条件 1/許可される
プロトコル A）
a 認証内部パート 1.1（内部条件 1.1/ID ス
トア A）
b 認証内部パート 1.2（内部条件 1.2/ID ス
トア A）
c 認証内部パート 1.3（内部条件 1.3/ID ス
トア A）
d 認証内部 1 デフォルト（条件なし/ID ス
トア B）
2 認証外部パート 2（外部条件 2/許可される
プロトコル A）
a 認証内部パート 2.1（内部条件 2.1/ID ス
トア A）
b 認証内部パート 2.2（内部条件 2.2/ID ス
トア A）
c 認証内部パート 2.3（内部条件 2.3/ID ス
トア A）
d 認証内部 2 デフォルト（条件なし/ID ス
トア B）
3 a 認証外部パート 3（外部条件 3/許可され
るプロトコル A）
a 認証内部 3 デフォルト（条件なし/ID
ストア B）
4 デフォルト認証外部パート（条件なし/許
可されるプロトコル A/デフォルト ID スト
ア）
5 例外 1
6 許可ルール 1
7 許可ルール 2
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Cisco ISE 2.3 より前：デフォルト認証

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後：ポリ
シー セット
1 デフォルト（条件なし/許可されるプロト
コル A）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証外部パート 1：認証内部パート
1.1（外部条件 1 + 内部条件 1.1/ID ス
トア A）
b 認証外部パート 1：認証内部パート
1.2（外部条件 1 + 内部条件 1.2/ID ス
トア A）
c 認証外部パート 1：認証内部パート
1.3（外部条件 1 + 内部条件 1.3/ID ス
トア A）
d 認証外部パート 1：認証内部 1 デ
フォルト（外部条件 1/ID ストア B）
e 認証外部パート 2：認証内部パート
2.1（外部条件 2 + 内部条件 2.1/ID ス
トア A）
f

認証外部パート 2：認証内部パート
2.2（外部条件 2 + 内部条件 2.2/ID ス
トア A）

g 認証外部パート 2：認証内部パート
2.3（外部条件 2 + 内部条件 2.3/ID ス
トア A）
h 認証外部パート 2：認証内部 2 デ
フォルト（外部条件 2/ID ストア B）
i

認証外部パート 3：認証内部 3 デ
フォルト（外部条件 3/ID ストア B）

j

デフォルト認証外部パート（条件な
し/デフォルト ID ストア）

b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2
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2 システム内の「外部パート」の少なくとも 1 つに、デフォルト パートなどの他の部分とは異な
る許可されたプロトコルが割り当てられている場合、すべての元の認証ルールは次のように
2.3 以降に変換されます。
各「外部パート」は、新しいポリシー モデルの個別のポリシー セットに変換されます。新し
いポリシー セットは、その特定の新しいセットの元の外部パートの名前に基づいて名前が付け
られます。各ポリシー セットのポリシー セット レベルでは、元の外部パートの条件と許可さ
れたプロトコルが割り当てられます。各外部パートのすべての内部パートは、新しいポリシー
セット内の認証ポリシーの一部として 1 対 1 で認証ルールに変換されます。
次の表に、異なる許可されたプロトコルを使用する古いスタンドアロン認証ルールのセットの
変換を示します（シナリオ 2）。この表では、各行の形式は次のとおりです。
名前（条件/結果）
たとえば認証外部パート 1（外部条件/許可されるプロトコル A）の場合：
• 名前：認証外部パート 1
• 条件：外部条件
• 結果：許可されるプロトコル A
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表 2：異なる許可されたプロトコルを使用したスタンドアロン認証ポリシー

Cisco ISE 2.3 より前：デフォルト認証

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後：ポリ
シー セット

1 認証外部パート 1（外部条件 1/許可される
プロトコル A）
a 認証内部パート 1.1（内部条件 1.1/ID ス
トア A）
b 認証内部パート 1.2（内部条件 1.2/ID ス
トア A）
c 認証内部パート 1.3（内部条件 1.3/ID ス
トア A）
d 認証内部 1 デフォルト（条件なし/ID ス
トア B）
2 認証外部パート 2（外部条件 2/許可される
プロトコル B）
a 認証内部パート 2.1（内部条件 2.1/ID ス
トア A）
b 認証内部パート 2.2（内部条件 2.2/ID ス
トア A）
c 認証内部パート 2.3（内部条件 2.3/ID ス
トア A）
d 認証内部 2 デフォルト（条件なし/ID ス
トア B）
3 a 認証外部パート 3（外部条件 3/許可され
るプロトコル C）
a 認証内部 3 デフォルト（条件なし/ID
ストア B）
4 デフォルト認証外部パート（条件なし/許
可されるプロトコル A/ID ストア C）
5 例外 1
6 許可ルール 1
7 許可ルール 2
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Cisco ISE 2.3 より前：デフォルト認証

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後：ポリ
シー セット
1 デフォルト認証外部パート 1（外部条件 1/
許可されるプロトコル A）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証内部パート 1.1（内部条件 1.1/ID
ストア A）
b 認証内部パート 1.2（内部条件 1.2/ID
ストア A）
c 認証内部パート 1.3（内部条件 1.3/ID
ストア A）
d 認証内部 1 デフォルト（条件なし/ID
ストア B）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

1 デフォルト認証外部パート 2（外部条件 2/
許可されるプロトコル B）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証内部パート 2.1（内部条件 2.1/ID
ストア A）
b 認証内部パート 2.2（内部条件 2.2/ID
ストア A）
c 認証内部パート 2.3（内部条件 2.3/ID
ストア A）
d 認証内部 2 デフォルト（条件なし/ID
ストア B）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.3 より前：デフォルト認証

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後：ポリ
シー セット
1 デフォルト認証外部パート 3（外部条件 3/
許可されるプロトコル C）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証内部 3 デフォルト（条件なし/ID
ストア B）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

1 デフォルト（条件なし/許可されるプロト
コル A）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a デフォルト認証ルール（条件なし/ID
ストア C）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

ポリシー セットの変更
以前のバージョンから ISE 2.3 以降にアップグレードする場合、表示される新しいポリシー セッ
トはここで説明する古い ISE バージョンの場合とは異なりますが、動作はまったく同じままです。
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新規ポリシー モデル

次の図は、Cisco ISE 2.3 へのアップグレード後のポリシー セットの変更を示しています。
図 1：ISE 2.3 より前：ポリシー セット

図 2：ISE 2.3 から：ポリシー セット
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

ISE 2.2 以下のバージョンからのポリシーは、新しいポリシー モデルに変換されます。認証ルール
に割り当てられている許可されたプロトコルに基づいて、2 つの個別のシナリオがあります。
1 単一のポリシー セット内のすべての「外部パート」に同じ許可されたプロトコルが割り当てら
れている場合、元のポリシー セットはすべて次のように ISE 2.3 以降に変換されます。
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

• すべての「外部パート」は、新しいポリシー モデルの単一のポリシー セットに変換され
ます。新しいポリシーセットは、元のポリシーセットと同じ名前になります。たとえば、
古いモデルでポリシー セットの名前が「全従業員」になっている場合、新しいモデルで
も「全従業員」と呼ばれます。
次の表に、同じ許可されたプロトコルを使用する認証ルールを含む古いポリシー セット
の変換を示します（シナリオ 1）。この表では、各行の形式は次のとおりです。
名前（条件/結果）
たとえば認証外部パート 1（外部条件/許可されるプロトコル A）の場合：
◦ 名前：認証外部パート 1
◦ 条件：外部条件
◦ 結果：許可されるプロトコル A
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

表 3：同じ許可されたプロトコルを使用したポリシー セットの変換

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト
1 ポリシー セット A（条件 A/結果なし）
a 認証外部パート 1（外部条件 1/許可
されるプロトコル A）
a 認証内部パート 1.1（内部条件
1.1/ID ストア A）
b 認証内部パート 1.2（内部条件
1.2/ID ストア A）
c 認証内部パート 1.3（内部条件
1.3/ID ストア A）
d 認証内部 1 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
b 認証外部パート 2（外部条件 2/許可
されるプロトコル A）
a 認証内部パート 2.1（内部条件
2.1/ID ストア A）
b 認証内部パート 2.2（内部条件
2.2/ID ストア A）
c 認証内部パート 2.3（内部条件
2.3/ID ストア A）
d 認証内部 2 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
c a 認証外部パート 3（外部条件 3/許
可されるプロトコル A）
a 認証内部 3 デフォルト（条件
なし/ID ストア B）
d デフォルト認証外部パート（条件な
し/許可されるプロトコル A/ID スト
ア C）
e 例外 1
f

許可ルール 1

g 許可ルール 2
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Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット

Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット
1 ポリシー セット A（条件 A/許可される
プロトコル A）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証外部パート 1：認証内部パー
ト 1.1（外部条件 1 + 内部条件
1.1/ID ストア A）
b 認証外部パート 1：認証内部パー
ト 1.2（外部条件 1 + 内部条件
1.2/ID ストア A）
c 認証外部パート 1：認証内部パー
ト 1.3（外部条件 1 + 内部条件
1.3/ID ストア A）
d 認証外部パート 1：認証内部 1 デ
フォルト（外部条件 1/ID ストア
B）
e 認証外部パート 2：認証内部パー
ト 2.1（外部条件 2 + 内部条件
2.1/ID ストア A）
f

認証外部パート 2：認証内部パー
ト 2.2（外部条件 2 + 内部条件
2.2/ID ストア A）

g 認証外部パート 2：認証内部パー
ト 2.3（外部条件 2 + 内部条件
2.3/ID ストア A）
h 認証外部パート 2：認証内部 2 デ
フォルト（外部条件 2/ID ストア
B）
i

認証外部パート 3：認証内部 3 デ
フォルト（外部条件 3/ID ストア
B）

j

デフォルト認証外部パート（条件
なし/ID ストア C）

b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

• 新しくアップグレードされたポリシー セットには、元のポリシー セットからの外部条件
と内部条件を組み合わせて変換される認証ルールのリストが含まれています。変換中に作
成されるそれぞれの新しい認証ルールは、内部パートの名前を含むサフィックス付きの古
い外部パートの名前に基づいて名前が付けられます。たとえば、上記の表のように、古い
ポリシー セットが「ポリシー セット A」と呼ばれ、その認証の「外部パート」の 1 つが
外部パート 1 と呼ばれ、認証の「内部パート」の 1 つが内部パート 1 と呼ばれている場
合、新しく作成された認証ルールは、ポリシー セット A 内で「外部パート 1：内部パー
ト 1」と呼ばれます。同様に、古いポリシー セットが「全従業員」ポリシー セットと呼
ばれ、その認証の「外部パート」の 1 つがロンドンと呼ばれ、認証の「内部パート」の 1
つが「有線 MAB」と呼ばれている場合、新しく作成された認証ルールは「全従業員」ポ
リシー セット内で「ロンドン：有線 MAB」と呼ばれます。認証ポリシーのデフォルトの
外部パートは、デフォルトの認証ルールとして変換されます。システムのデフォルト ポ
リシー ルールは、作成または変換された他のルールに関係なく、認証テーブル全体の最
後のルールとして表示され、このルールは移動または削除できません。
• 外部パートに定義された条件（それに基づいて認証ルールが照合されます）は、内部パー
トの条件（認証に使用されるIDストアを示す）と組み合わされます。新しい結合条件は、
新しいモデルのポリシー セット内の単一の認証ルールで設定されます。ポリシー セット
内の新しい個別ルールは、古いポリシー セットの個別の外部パートごとに作成されます。
2 ポリシー セット内の「外部パート」に対して 2 つ以上の許可されたプロトコルが選択されてい
る場合、元のポリシー セットはすべて次のように ISE 2.3 以降に変換されます。
• 古いポリシー セット内の各認証ルールの各「外部パート」は、新しいモデルで新しい個
別のポリシー セットに変換されます。この新しいポリシー セットは、新しいポリシー モ
デルの [認証ポリシー（Authentication Policy）] セクションの下にある同じ元の「外部パー
ト」から「条件」を配置します。
次の表に、ISE 2.2 以前のバージョンから ISE 2.3 以降への古いポリシー セットの変換を示
します（シナリオ 2）。
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新規ポリシー モデル

表 4：異なる許可されたプロトコルを使用したポリシー セットの変換

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト
1 ポリシー セット A（条件 A/結果なし）
a 認証外部パート 1（外部条件 1/許可
されるプロトコル A）
a 認証内部パート 1.1（内部条件
1.1/ID ストア A）
b 認証内部パート 1.2（内部条件
1.2/ID ストア A）
c 認証内部パート 1.3（内部条件
1.3/ID ストア A）
d 認証内部 1 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
b 認証外部パート 2（外部条件 2/許可
されるプロトコル A）
a 認証内部パート 2.1（内部条件
2.1/ID ストア A）
b 認証内部パート 2.2（内部条件
2.2/ID ストア A）
c 認証内部パート 2.3（内部条件
2.3/ID ストア A）
d 認証内部 2 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
c a 認証外部パート 3（外部条件 3/許
可されるプロトコル A）
a 認証内部 3 デフォルト（条件
なし/ID ストア B）
d デフォルト認証外部パート（条件な
し/許可されるプロトコル A/ID スト
ア C）
e 例外 1
f

許可ルール 1

g 許可ルール 2
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Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット

Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット
1 ポリシー セット A：認証外部パート 1
（条件 A + 外部条件 1/許可されるプロト
コル A）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証内部パート 1.1（内部条件
1.1/ID ストア A）
b 認証内部パート 1.2（内部条件
1.2/ID ストア A）
c 認証内部パート 1.3（内部条件
1.3/ID ストア A）
d 認証内部 1 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

1 ポリシー セット A：認証外部パート 2
（条件 A + 外部条件 2/許可されるプロト
コル B）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証内部パート 2.1（内部条件
2.1/ID ストア A）
b 認証内部パート 2.2（内部条件
2.2/ID ストア A）
c 認証内部パート 2.3（内部条件
2.3/ID ストア A）
d 認証内部 2 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
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Cisco ISE アップグレードの概要
新規ポリシー モデル

Cisco ISE 2.2 以前からの古いポリシー セッ
ト

Cisco ISE 2.3 以降へのアップグレード後の新
しいポリシー セット
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

1 ポリシー セット A：デフォルト認証外
部パート 3（条件 A + 外部条件 3/許可さ
れるプロトコル C）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a 認証内部 3 デフォルト（条件な
し/ID ストア B）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

1 ポリシー セット A：デフォルト（条件
A/許可されるプロトコル A）
a 認証ポリシー（コンテナ）
a デフォルト認証ルール（条件な
し/ID ストア C）
b 例外 1
c 許可ポリシー（コンテナ）
a 許可ルール 1
b 許可ルール 2

• 変換時に作成される新しいポリシー セットは、外部パート名を含むサフィックスを使用
して抽出された古いポリシー セットの名前に基づいて名前が付けられます。たとえば、
上記の表のように、古いポリシー セットが「ポリシー セット A」と呼ばれ、その認証の
「外部パート」の 1 つが外部パート 1 と呼ばれている場合、新しく作成されたポリシー
セットは「ポリシー セット A：外部パート 1」と呼ばれます。同じように、古いポリシー
セットが「ロンドン」と呼ばれ、その認証の「外部パート」の 1 つが有線 MAB と呼ばれ
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新規ポリシー モデル

ている場合、新しく作成されたポリシー セットは「ロンドン：有線 MAB」と呼ばれま
す。
古い各ポリシー セットのデフォルトの外部パートも、「ロンドン：デフォルト」などの
ように、他のすべての外部パートと同様に新しいポリシー セットに変換されます。シス
テム デフォルト ポリシー セットは、作成または変換された他のポリシー セットに関係な
く、テーブル全体の最後のポリシー セットとして表示され、移動または削除できません。
• 古いポリシー セットの最上位レベルで定義された条件は、許可された正しいプロトコル
を選択するように設計された外部認証パート条件と組み合わされます。新しい結合条件
は、新しいモデルの新しいポリシー セットごとに最上位レベルのルールで構成されます。
古い各ポリシー セットの各外部パートごとに新しい個別のポリシー セットが作成されま
す。
許可ルール/例外の変更
グローバル例外とローカル例外だけでなく、許可ルールもポリシー セット内から維持されるよう
になりました。古いポリシーセット内のすべての許可ルールおよび例外は、認証ポリシールール
の変換の結果として生じるすべての新しいポリシー セットにも適用されます。許可ポリシーの変
更は、外部パートに設定されている許可されたプロトコルに関係なく、アップグレードされるす
べてのポリシー セットに適用されます。
ポリシー セットの評価
新しいインターフェイスでポリシー セットは、[ポリシー セット（Policy Set）] テーブルに表示さ
れる順序に従って一致の有無がチェックされます。たとえば、古い「ロンドン」ポリシー セット
に、変換前にステータスが異なる 3 つの外部パートがあり、古い「ニューヨーク」セットにデフォ
ルトの外部パートのみが含まれている場合、新しいポリシーセットインターフェイスのテーブル
には新しいポリシー セットとシステムのデフォルト ポリシー セットが次の順序で表示されます。
ポリシー セット名
ロンドン：有線 MAB
ロンドン：ワイヤレス MAB
ロンドン：デフォルト
ニューヨーク：デフォルト
デフォルト

最初の 2 つのセットが一致しない場合、システムは「ロンドン：デフォルト」をチェックします。
「ロンドン：デフォルト」が一致しない場合、システムは次に「ニューヨーク：デフォルト」を
チェックします。「ニューヨーク：デフォルト」も一致しない場合、システムはポリシーとして
「デフォルト」のみを使用します。
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同じ論理を使用して正しい認証ルールの照合と選択が行われ、次に正しい許可ルールの照合と選
択が行われます。各テーブルの先頭から開始し一致が見つかるまで各ルールがチェックされます。
一致する他のルールがない場合は、デフォルト ルールが使用されます。
新しく変換されたポリシー セットのステータス
認証ルールに異なる許可されたプロトコルを使用するポリシー セットを変換する際に、新しく変
換されたポリシー セットのステータスは、古いポリシー セットのステータスと古いポリシー セッ
トの「外部パート」のステータスに基づいて次のように決定されます。
古いポリシー セットのステー
タス

古いポリシー セットの「外部
パート」のステータス

新しいポリシーセットのステー
タス

無効（Disable）

無効（Disable）

無効（Disable）

無効（Disable）

モニタ（Monitor）

無効（Disable）

無効（Disable）

有効（Enable）

無効（Disable）

モニタ（Monitor）

無効（Disable）

無効（Disable）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

有効（Enable）

モニタ（Monitor）

有効（Enable）

無効（Disable）

無効（Disable）

有効（Enable）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

有効（Enable）

有効（Enable）

有効（Enable）

新しく変換された認証ルールのステータス
認証ルールに同じ許可されたプロトコルを使用するポリシー セットを変換する際に、新しく変換
された認証ルールのステータスは、古い認証ルールの「外部パート」のステータスと対応する古
い認証ルールの「内部パート」のステータスに基づいて次のように決定されます。
古い認証ルールの「外部パー
ト」のステータス

対応する古い認証ルールの「内 変換された認証ルールのステー
部パート」のステータス
タス

無効（Disable）

無効（Disable）

無効（Disable）

無効（Disable）

モニタ（Monitor）

無効（Disable）

無効（Disable）

有効（Enable）

無効（Disable）

モニタ（Monitor）

無効（Disable）

無効（Disable）
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古い認証ルールの「外部パー
ト」のステータス

対応する古い認証ルールの「内 変換された認証ルールのステー
部パート」のステータス
タス

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

有効（Enable）

モニタ（Monitor）

有効（Enable）

無効（Disable）

無効（Disable）

有効（Enable）

モニタ（Monitor）

モニタ（Monitor）

有効（Enable）

有効（Enable）

有効（Enable）

仮想マシンでサポートされるオペレーティングシステム
リリース 2.3 は、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.0 をサポートしています。
VMware 仮想マシンの Cisco ISE ノードをアップグレードする場合は、アップグレードの完了後
に、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。

アップグレードにかかる時間
アップグレード時間の計算
次の表に、Cisco ISE ノードのアップグレードの推定所要時間を示します。アップグレードにかか
る実際の時間は、いくつかの要因によって異なります。ノード グループに複数の PSN があれば、
実稼働ネットワークはアップグレード プロセス中に停止することなく動作し続けます。
展開のタイプ

ノード ペルソナ

アップグレードにかかる時間

スタンドアロン（Standalone） 管理、ポリシー サービス、モ
ニタリング

15 GB のデータごとに 240 分 +
60 分

分散型

セカンダリ管理ノード

240 分

ポリシー サービス ノード

180 分

モニタリング（Monitoring）

15 GB のデータごとに 240 分 +
60 分
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リリース 2.3 へのアップグレードでは、仮想マシンのゲスト オペレーティング システムをアップ
グレードして、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。ゲスト OS の変更で
は、システムの電源をオフにし、RHEL バージョンを変更し、電源を再度オンにする必要があり
ます。前述の表にある推定所要時間のほかに、アップグレード前のタスクにかかる時間を考慮す
る必要があります。複数 PSN の分散展開では、システムのアップグレード準備に約 2 時間必要で
す。
アップグレードにかかる時間に影響する要因
• ネットワークのエンドポイント数
• ネットワークのユーザ数とゲスト ユーザ数
• モニタリング ノードやスタンドアロン ノードのログの量
• プロファイリング サービス（イネーブルの場合）

（注）

仮想マシン上の Cisco ISE ノードのアップグレードは、物理アプライアンスのアップグレード
よりも長い時間がかかる場合があります。
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アップグレードの準備
• アップグレードの準備, 25 ページ

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。

（注）

プライマリおよびセカンダリ PAN のマルチノード展開で、監視ダッシュボードおよびレポー
トが、データ レプリケーションの警告のため、アップグレード後に失敗することがあります。
詳細については「CSCvd79546」を参照してください。回避策として、アップグレードを開始
する前に、プライマリ PAN からセカンダリ PAN への手動での同期を実行します。

（注）

現在、リリース 2.3 では、例外のため、リリース 2.3 パッチ 1 にアップグレードできません。
詳細については「CSCvd79546」を参照してください。回避策として、アップグレードの前に、
プライマリ PAN とセカンダリ PAN を同期します。
• アップグレードの失敗を防ぐためのデータの検証, （26 ページ）
• 同じ名前の事前定義済み承認複合条件が存在する場合は、承認単純条件の名前を変更する,
（32 ページ）
• 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, （32 ページ）
• スポンサー グループ名から英語以外の文字を削除する, （32 ページ）
• 通信用に開く必要があるファイアウォール ポート, （33 ページ）
• 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, （33 ページ）
• 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, （34 ページ）
• 証明書の有効性の確認, （34 ページ）
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• 証明書および秘密キーのエクスポート, （34 ページ）
• 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, （
35 ページ）
• NTP サーバを正しく設定して到達可能にする, （35 ページ）
• プロファイラ設定の記録, （35 ページ）
• Active Directory および内部管理者アカウントの資格情報の取得, （35 ページ）
• アップグレード前の MDM ベンダーのアクティベート, （36 ページ）
• 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, （36 ページ）
• ロード バランサ構成の確認, （37 ページ）

アップグレードの失敗を防ぐためのデータの検証
Cisco ISE には、アップグレード プロセスを開始する前にデータのアップグレードの問題を検出し
修正するために実行できるアップグレード準備ツール（URT）が用意されています。
ほとんどのアップグレードの失敗は、データのアップグレードの問題が原因で発生します。URT
は、可能な場合は、必ずアップグレード前にデータを検証し、問題を特定、報告または修正する
ように設計されています。
URT は、セカンダリ ポリシー管理ノードまたはスタンドアロン ノードで実行できる個別のダウ
ンロード可能なバンドルとして利用できます。このツールを実行するのに必要なダウンタイムは
ありません。

（注）

プライマリ ポリシー管理ノードでは URT を実行しないでください。
Cisco ISE ノードのコマンドライン インターフェイス（CLI）から URT を実行できます。URT は
次のことを行います。
1 サポートされているバージョンの Cisco ISE で URT が実行されているかどうかをチェックしま
す。サポートされているバージョンは、リリース 2.0、2.0.1、2.1、および 2.2 です
2 URT がスタンドアロン Cisco ISE ノードまたはセカンダリ ポリシー管理ノード（セカンダリ
PAN）で実行されているかどうかをチェックします。
3 URT バンドルの使用開始日が 30 日未満であるかどうかをチェックします。このチェックは、
最新の URT バンドルを使用していることを確認するために行われます。
4 すべての前提条件が満たされているかどうかをチェックします。
5 構成データベースを複製します。
6 最新のアップグレード ファイルをアップグレード バンドルにコピーします。
7 複製されたデータベースでスキーマとデータのアップグレードを実行します。
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8 （複製されたデータベースでアップグレードが成功した場合）アップグレードが完了するまで
に要する予測時間を提示します。
9

• （アップグレードが成功した場合）複製されたデータベースを削除します。
• （複製されたデータベースでアップグレードが失敗した場合）必要なログを収集し、暗号
化パスワードの入力を求めるプロンプトを表示し、ログ バンドルを生成してローカルディ
スクに格納します。

次の前提条件が URT によって確認されます。
• バージョンの互換性
• ペルソナのチェック
• ディスク容量
• NTP サーバ
• メモリ
• システムと信頼できる証明書の検証

アップグレード準備ツールのダウンロードと実行
アップグレード準備ツール（URT）は、アップグレードを実際に実行する前に設定データを検証
して、アップグレードの失敗を引き起こす可能性のある問題を特定します。

（注）

URT バンドル（ise-urtbundle-2.3.0.298-1.1.0.SPA.x86_64.tar.gz）は、以下の不具合の修正プログ
ラムで更新されます。
• CSCvf54091：URT ツールが構成データベースを複製されたデータベースにインポートす
るときに失敗します
• CSCvf58433：ISE URT ツールにより、バックアップが失敗します：バックアップ スクリ
プトにアクセスできません
• CSCvf53116：25% でアップグレードが失敗します。ORA-32004：旧式または廃止予定の
パラメータ

はじめる前に
URT を実行するときは、以下を行っていないことを確認します。
• データをバックアップまたは復元する
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• ペルソナ変更の実行

ステップ 1

リポジトリの作成および URT バンドルのコピー, （28 ページ）

ステップ 2

アップグレード準備ツールの実行, （28 ページ）

リポジトリの作成および URT バンドルのコピー
リポジトリを作成して、URT 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。

はじめる前に
リポジトリとの帯域幅接続が良好であることを確認してください。

ステップ 1

Cisco.com から URT バンドルをダウンロードします（ise-urtbundle-2.3.0.x-1.1.0.SPA.x86_64.tar.gz）。

ステップ 2

（オプション：時間節約のため）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 URT バ
ンドルをコピーします。
copy repository_url/path/ise-urtbundle-2.3.0.x-1.1.0.SPA.x86_64.tar.gz disk:/

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。
(Add the host key if it does not exist) crypto host_key add host mySftpserver
copy sftp://aaa.bbb.ccc.ddd/ ise-urtbundle-2.3.0.x-1.1.0.SPA.x86_64.tar.gz disk:/

aaa.bbb.ccc.ddd は SFTP サーバの IP アドレスまたはホスト名、ise-urtbundle-2.3.0.210-1.1.0.x86_64.tar.gz は
URT バンドルの名前です。
ローカル ディスクに URT バンドルを置くと、時間を短縮できます。

アップグレード準備ツールの実行
アップグレード準備ツールは、アップグレードの失敗を引き起こす可能性のあるデータの問題を
特定し、可能な限り問題を報告または修正します。URT を実行するには、次の手順を実行しま
す。
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はじめる前に
ローカル ディスクに URT バンドルを置くと、時間を短縮できます。

application install コマンドを入力して、URT をインストールします。
application install ise-urtbundle-2.3.0.x-1.1.0.SPA.x86_64.tar.gz reponame

例：
ise/admin# application install ise-urtbundle-2.3.0.x-1.1.0.SPA.x86_64.tar.gz reponame
Save the current ADE-OS running configuration? (yes/no) [yes] ?
Generating configuration...
Saved the ADE-OS running configuration to startup successfully
Getting bundle to local machine...
Unbundling Application Package...
Verifying Application Signature...
Initiating Application Install...
###########################################
# Installing Upgrade Readiness Tool (URT) #
###########################################
Checking ISE version compatibility
- Successful
Checking ISE persona
- Successful
Along with Administration, other services (MNT,PROFILER,SESSION) are enabled on this node. Installing
and running URT might consume additional resources.
Do you want to proceed with installing and running URT now (y/n):y
Checking if URT is recent(<30 days old)
- Successful
Installing URT bundle
- Successful
########################################
# Running Upgrade Readiness Tool (URT) #
########################################
This tool will perform following tasks:
1. Pre-requisite checks
2. Clone config database
3. Copy upgrade files
4. Data upgrade on cloned database
5. Time estimate for upgrade
Pre-requisite checks
====================
Disk Space sanity check
- Successful
NTP sanity
- Successful
Appliance/VM compatibility
- Successful
Trust Cert Validation
- Successful
System Cert Validation
- Successful
5 out of 5 pre-requisite checks passed
Clone config database
=====================
[########################################] 100%

Successful
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Copy upgrade files
==================
- N/A
Data upgrade on cloned database
===============================
Modifying upgrade scripts to run on cloned database
- Successful
Running schema upgrade on cloned database
- Running db sanity to check and fix if any index corruption
- Auto Upgrading Schema for UPS Model
- Upgrading Schema completed for UPS Model
- Successful
Running sanity after schema upgrade on cloned database
- Successful
Running data upgrade on cloned database
- Data upgrade step 1/97, AuthzUpgradeService(2.0.0.308)... Done in 41 seconds.
- Data upgrade step 2/97, NSFUpgradeService(2.1.0.102)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 3/97, UPSUpgradeHandler(2.1.0.105)... ..Done in 154 seconds.
- Data upgrade step 4/97, UPSUpgradeHandler(2.1.0.107)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 5/97, NSFUpgradeService(2.1.0.109)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 6/97, NSFUpgradeService(2.1.0.126)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 7/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.127)... Done in 4 seconds.
- Data upgrade step 8/97, ProfilerUpgradeService(2.1.0.134)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 9/97, ProfilerUpgradeService(2.1.0.139)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 10/97, ProfilerUpgradeService(2.1.0.166)... ..Done in 121 seconds.
- Data upgrade step 11/97, NSFUpgradeService(2.1.0.168)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 12/97, AlarmsUpgradeHandler(2.1.0.169)... Done in 3 seconds.
- Data upgrade step 13/97, RegisterPostureTypes(2.1.0.180)... Done in 2 seconds.
- Data upgrade step 14/97, RegisterPostureTypes(2.1.0.189)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 15/97, UPSUpgradeHandler(2.1.0.194)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 16/97, TrustsecWorkflowRegistration(2.1.0.203)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 17/97, NSFUpgradeService(2.1.0.205)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 18/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.207)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 19/97, NSFUpgradeService(2.1.0.212)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 20/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.241)... Done in 2 seconds.
- Data upgrade step 21/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.242)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 22/97, UPSUpgradeHandler(2.1.0.244)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 23/97, ProfilerUpgradeService(2.1.0.248)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 24/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.254)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 25/97, UPSUpgradeHandler(2.1.0.255)... Done in 11 seconds.
- Data upgrade step 26/97, MDMPartnerUpgradeService(2.1.0.257)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 27/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.258)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 28/97, ProfilerUpgradeService(2.1.0.258)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 29/97, MDMPartnerUpgradeService(2.1.0.258)... Done in 2 seconds.
- Data upgrade step 30/97, UPSUpgradeHandler(2.1.0.279)... Done in 2 seconds.
- Data upgrade step 31/97, NSFUpgradeService(2.1.0.282)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 32/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.288)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 33/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.295)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 34/97, CertMgmtUpgradeService(2.1.0.296)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 35/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.299)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 36/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.322)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 37/97, NetworkAccessUpgrade(2.1.0.330)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 38/97, NSFUpgradeService(2.1.0.353)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 39/97, ProfilerUpgradeService(2.1.0.354)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 40/97, NSFUpgradeService(2.1.0.427)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 41/97, NSFUpgradeService(2.1.101.145)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 42/97, ProfilerUpgradeService(2.1.101.145)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 43/97, UPSUpgradeHandler(2.1.101.188)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 44/97, NetworkAccessUpgrade(2.2.0.007)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 45/97, UPSUpgradeHandler(2.2.0.118)... Done in 5 seconds.
- Data upgrade step 46/97, GuestAccessUpgradeService(2.2.0.124)... Done in 19 seconds.
- Data upgrade step 47/97, NSFUpgradeService(2.2.0.135)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 48/97, NSFUpgradeService(2.2.0.136)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 49/97, NetworkAccessUpgrade(2.2.0.137)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 50/97, NetworkAccessUpgrade(2.2.0.143)... Done in 17 seconds.
- Data upgrade step 51/97, NSFUpgradeService(2.2.0.145)... Done in 5 seconds.
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Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
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Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
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Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
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Data upgrade
Data upgrade
Data upgrade
Successful

step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step
step

52/97,
53/97,
54/97,
55/97,
56/97,
57/97,
58/97,
59/97,
60/97,
61/97,
62/97,
63/97,
64/97,
65/97,
66/97,
67/97,
68/97,
69/97,
70/97,
71/97,
72/97,
73/97,
74/97,
75/97,
76/97,
77/97,
78/97,
79/97,
80/97,
81/97,
82/97,
83/97,
84/97,
85/97,
86/97,
87/97,
88/97,
89/97,
90/97,
91/97,
92/97,
93/97,
94/97,
95/97,
96/97,

NSFUpgradeService(2.2.0.146)... Done in 2 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.155)... Done in 0 seconds.
CdaRegistration(2.2.0.156)... Done in 1 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.161)... Done in 0 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.2.0.166)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.169)... Done in 1 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.2.0.169)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.180)... Done in 0 seconds.
CertMgmtUpgradeService(2.2.0.200)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.208)... Done in 0 seconds.
RegisterPostureTypes(2.2.0.218)... Done in 2 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.218)... Done in 1 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.222)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.223)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.224)... Done in 2 seconds.
SyslogTemplatesRegistration(2.2.0.224)... Done in 0 seconds.
ReportUpgradeHandler(2.2.0.242)... Done in 0 seconds.
IRFUpgradeService(2.2.0.242)... Done in 0 seconds.
LocalHostNADRegistrationService(2.2.0.261)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.300)... Done in 0 seconds.
CertMgmtUpgradeService(2.2.0.300)... Done in 1 seconds.
NSFUpgradeService(2.2.0.323)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.330)... Done in 1 seconds.
NSFUpgradeService(2.2.0.340)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.340)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.2.0.342)... Done in 0 seconds.
AuthzUpgradeService(2.2.0.344)... Done in 0 seconds.
RegisterPostureTypes(2.2.0.350)... Done in 38 seconds.
ProfilerUpgradeService(2.2.0.359)... Done in 0 seconds.
DictionaryUpgradeRegistration(2.2.0.374)... Done in 19 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.2.0.403)... Done in 0 seconds.
DictionaryUpgradeRegistration(2.2.0.410)... Done in 0 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.3.0.100)... Done in 20 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.3.0.110)... Done in 1 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.3.0.145)... Done in 0 seconds.
NodeGroupUpgradeService(2.3.0.155)... Done in 0 seconds.
IRFUpgradeService(2.3.0.155)... Done in 0 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.3.0.158)... Done in 0 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.3.0.178)... Done in 1 seconds.
NetworkAccessUpgrade(2.3.0.182)... Done in 0 seconds.
CertMgmtUpgradeService(2.3.0.194)... Done in 4 seconds.
UPSUpgradeHandler(2.3.0.201)... Done in 0 seconds.
NSFUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 0 seconds.
ProfilerUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 1 seconds.
GuestAccessUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 8 seconds.

Running data upgrade for node specific data on cloned database
- Successful
Time estimate for upgrade
=========================
(Estimates are calculated based on size of config and mnt data only. Network latency between PAN
and other nodes
is not considered in calculating estimates)
Estimated time for each node (in mins):
upsdev-vm11(STANDALONE):102

Application successfully installed
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同じ名前の事前定義済み承認複合条件が存在する場合は、承認単純条
件の名前を変更する
Cisco ISE にはいくつかの事前定義された承認複合条件が付属しています。古い展開内の（ユーザ
定義された）承認単純条件が事前定義済み承認複合条件と同じ名前である場合、アップグレード
プロセスは失敗します。アップグレードする前に、次の事前定義済み承認複合条件名のいずれか
と名前が同じ承認単純条件は名前を変更する必要があります。
• Compliance_Unknown_Devices
• Non_Compliant_Devices
• Compliant_Devices
• Non_Cisco_Profiled_Phones
• Switch_Local_Web_Authentication
• Catalyst_Switch_Local_Web_Authentication
• Wireless_Access
• BYOD_is_Registered
• EAP-MSCHAPv2
• EAP-TLS
• Guest_Flow
• MAC_in_SAN
• Network_Access_Authentication_Passed

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
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。

スポンサー グループ名から英語以外の文字を削除する
リリース 2.2 より前に、英語以外の文字を持つスポンサー グループを作成した場合、アップグレー
ドの前に、スポンサー グループの名前を変更し、英語文字のみを使用するようにしてください。
Cisco ISE、リリース 2.2 以降のスポンサー グループ名では、英語以外の文字はサポートされませ
ん。
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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 が使用するポートの完全なリストについては、『Cisco ISE Ports Reference』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。
backup backup-name repository repository-name {ise-config | ise-operational} encryption-key {hash |
plain} encryption-keyname

（注）

Cisco ISE が VMware で実行されている場合、ISE データをバックアップするのに、VMware ス
ナップショットはサポートされていません。
VMware スナップショットは指定した時点で、VM のステータスを保存します。マルチノード
Cisco ISE 環境では、すべてのノードのデータは、現在のデータベース情報と継続的に同期さ
れます。スナップショットを復元すると、データベースのレプリケーションと同期の問題を引
き起こす可能性があります。シスコは、データのバックアップおよび復元用に、Cisco ISE に
含まれるバックアップ機能を使用することを推奨します。
VMware スナップショットを使用して ISE データをバックアップすると、Cisco ISE サービスが
停止します。ISE ノードを起動するには、再起動が必要です。
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。
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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
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-logs backup-name repository repository-name encryption-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。
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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。
• 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一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、一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。

NTP サーバを正しく設定して到達可能にする
アップグレード中、Cisco ISE ノードは再起動して、プライマリ管理ノードからセカンダリ管理
ノードにデータを移行、複製します。これらの操作では、ネットワーク内の NTP サーバが正しく
設定され、到達可能であることが重要です。NTP サーバが正しく設定されていない、または到達
不能な場合、アップグレード プロセスは失敗します。
ネットワーク内の NTP サーバが、アップグレード中に到達可能で、応答性があり、同期している
ことを確認します。

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 Active Directory を再接続するために Active
Directory のクレデンシャルが必要です。
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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。
アップグレード バンドルは Cisco.com からダウンロードします。
リリース 2.3 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-2.0.x-to-2.3.0.x.SPA.x86_64.tar.gz：リリース 2.0 または 2.0.1 から 2.3 にアッ
プグレードするには、このバンドルを使用します。
• ise-upgradebundle-2.3.0.x.SPA.x86_64.tar.gz：リリース 2.1 または 2.2 から 2.3 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。
copy repository_url/path/ise-upgradebundle-2.0.x-to-2.3.0.x.SPA.x86_64.tar.gz disk:/
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 host mySftpserver
2 copy sftp://aaa.bbb.ccc.ddd/ise-upgradebundle-2.0.x-to-2.3.0.x.SPA.x86_64.tar.gz disk:/
aaa.bbb.ccc.ddd は SFTP サーバの IP アドレスまたはホスト名、
ise-upgradebundle-2.0.x-to-2.3.0.x.SPA.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。

（注）

リポジトリとの帯域幅接続が良好であることを確認してください。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する場合、ダウンロードが完了するまでに 35 分以上
かかるとダウンロードがタイムアウトします。
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ロード バランサ構成の確認
プライマリ管理ノード（PAN）とポリシー サービス ノード（PSN）間でロード バランサを使用し
ている場合は、ロード バランサで設定されたセッション タイムアウトがアップグレード プロセ
スに影響しないことを確認してください。セッション タイムアウト値を低く設定すると、ロード
バランサの背後にある PSN でアップグレード プロセスに影響する可能性があります。たとえば、
PAN から PSN へのデータベース ダンプ中にセッションがタイムアウトすると、PSN でアップグ
レード プロセスが失敗する可能性があります。
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GUI からの Cisco ISE 展開のアップグレード
• GUI からの Cisco ISE 展開のアップグレード, 39 ページ

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（Upgrade Overview）] 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。

（注）

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 以降で、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。
ISE コミュニティ リソース
ネットワークが ISE 展開への準備ができているかどうかを評価する方法については、ISE
Deployment Assistant（IDA）を参照してください。
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リリース 2.0、2.0.1、2.1 または 2.2 からリリース 2.3 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。

（注）

GUI ベースのアップグレードは、リリース 2.0 以降からそれよりも新しいリリースにアップグ
レードする場合、または Cisco ISE 2.0 以降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。

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。
• スケジュールしたバックアップを無効にします。展開のアップグレードが完了したら、バッ
クアップ スケジュールを再設定します。
• 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

管理者ポータルの [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）] ウィンドウが表示されます。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（I have reviewed the checklist）] チェックボックスをオンにし、[続行（Continue）]
をクリックします。
[バンドルのノードへのダウンロード（Download Bundle to Nodes）] ウィンドウが表示されます。

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。
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[リポジトリおよびバンドルの選択（Select Repository and Bundle）] ウィンドウが表示されます。
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。
図 3：各ノードの選択したリポジトリを表示するアップグレード ウィンドウ

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 Nodes）] ウィンドウが表示されます。
図 4：現在の展開と新しい展開を表示するアップグレード ウィンドウ

ステップ 6

アップグレード順序を選択します。
ノードを新しい展開に移動すると、アップグレードの推定所要時間が [ノードのアップグレード（Upgrade
Nodes）] ウィンドウに表示されます。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。
a) デフォルトでは、セカンダリ管理ノードは、アップグレード順序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。ポリシー サービス ノードをアップグ
レードする順序を変更できます。
ポリシーサービスノードは、順番にまたは並行してアップグレードできます。ポリシーサービスノー
ドのセットを選択し、並行してアップグレードできます。
d) 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。
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現在の展開内のノード ペルソナ

アップグレードの順序

セカンダリ管理/プライマリ モニタリング ノード、
1 セカンダリ管理/プライマリ モニタリング ノー
ポリシー サービス ノード、プライマリ管理/セカン
ド
ダリ モニタリング ノード
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 ノー
ド
セカンダリ管理/セカンダリ モニタリング ノード、
1 セカンダリ管理/セカンダリ モニタリング ノー
ポリシー サービス ノード、プライマリ管理/プライ
ド
マリ モニタリング ノード
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 ノー
ド
セカンダリ管理ノード、プライマリ モニタリング
ノード、ポリシー サービス ノード、プライマリ管
理/セカンダリ モニタリング ノード

1 セカンダリ管理ノード
2 プライマリ モニタリング ノード
3 ポリシー サービス ノード
4 プライマリ管理/セカンダリ モニタリング ノー
ド

セカンダリ管理ノード、セカンダリ モニタリング
ノード、ポリシー サービス ノード、プライマリ管
理/プライマリ モニタリング ノード

1 セカンダリ管理ノード
2 セカンダリ モニタリング ノード
3 ポリシー サービス ノード
4 プライマリ管理/プライマリ モニタリング ノー
ド

セカンダリ管理/プライマリ モニタリング ノード、
1 セカンダリ管理/プライマリ モニタリング ノー
ポリシー サービス ノード、セカンダリ モニタリン
ド
グ ノード、プライマリ管理ノード
2 ポリシー サービス ノード
3 セカンダリ モニタリング ノード
4 プライマリ管理ノード
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現在の展開内のノード ペルソナ

アップグレードの順序

セカンダリ管理/セカンダリ モニタリング ノード、
1 セカンダリ管理/セカンダリ モニタリング ノー
ポリシー サービス ノード、プライマリ モニタリン
ド
グ ノード、プライマリ管理ノード
2 ポリシー サービス ノード
3 プライマリ モニタリング ノード
4 プライマリ管理ノード

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ポリシー サービス ノード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（Continue with 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およびプライマリ 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。ポリ
シー サービス ノード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。
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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。
図 5：アップグレードの進行状況を表示するアップグレード ウィンドウ

各ノードのアップグレードの進行状況が表示されます。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。
（注）

管理者ポータルからノードをアップグレードするときに、ステータスが長時間変化しない場合
（80% のままの場合）は、CLI からアップグレード ログをチェックするか、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。show logging application コマ
ンドを使用して、upgrade-uibackend-cliconsole.log および upgrade-postosupgrade-yyyymmdd-xxxxxx.log
を表示できます。
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アップグレード障害のトラブルシューティング
GUI を介したアップグレード バンドルのダウンロードがタイムアウトする
アップグレード前に、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する場
合、ダウンロードが完了するまでに35分以上かかるとダウンロードがタイムアウトします。この
問題は、帯域幅の接続が不十分なために発生します。
回避策：リポジトリとの帯域幅接続が良好であることを確認してください。
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。
error: % Warning: The node has been reverted back to its pre-upgrade
state.

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
Cisco ISE の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。
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• 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。
アップグレードがタイムアウトする
ISE ノードのアップグレードがタイムアウトし、次のメッセージが表示されます。
Upgrade timed out after minutes: x

回避策：このエラー メッセージが GUI に表示された場合は、Cisco ISE ノードの CLI にログイン
し、アップグレードのステータスを確認します。このエラーメッセージは、アップグレードプロ
セスの実際の問題を示している場合や、誤ったアラームである可能性があります。
• アップグレードが成功した場合：
◦ このエラー メッセージが表示されるノードが古い展開からのセカンダリ管理ノードであ
る場合は、残りのノードを CLI からアップグレードする必要があります。

（注）

管理者用ポータルの [アップグレード（Upgrade）] ページからセカンダリ管理
ノードを削除した場合、GUI からアップグレードを続行できません。したがっ
て、残りのノードについては CLI からアップグレードを続行することを推奨
します。

◦ このエラー メッセージが表示されるノードが非セカンダリ管理ノードである場合は、管
理者用ポータルの [アップグレード（Upgrade）] ページからそのノードを削除し、残り
のノードのアップグレードを GUI から続行します。
• アップグレード プロセスが失敗した場合は、画面の指示に従ってアップグレードを続行しま
す。
古い展開内のプライマリ管理ノードで登録中にアップグレードが失敗する
プライマリ管理ノード（アップグレードする古い展開からの最後のノード）で登録中にアップグ
レードが失敗した場合、アップグレードはロールバックされ、ノードはスタンドアロン ノードに
なります。
回避策：CLI から、ノードをスタンドアロン ノードとしてリリース 2.3 にアップグレードします。
セカンダリ管理ノードとして新しい展開にノードを登録します。
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CLI からの Cisco ISE 展開のアップグレード
• スタンドアロン ノードのアップグレード, 49 ページ
• 2 ノード展開のアップグレード, 51 ページ
• 分散展開のアップグレード, 53 ページ
• アップグレード プロセスの確認, 59 ページ
• アップグレードの障害からの回復, 59 ページ
• ISO イメージの以前のバージョンへのロールバック, 62 ページ

スタンドアロン ノードのアップグレード
application upgrade コマンドを直接使用したり、アプリケーション アップグレード prepare およ
び proceed コマンドを順番に使用してスタンドアロン ノードをアップグレードすることもできま
す。
管理、ポリシー サービス、pxGrid、およびモニタリングのペルソナを担当するスタンドアロン
ノードの CLI から application upgrade コマンドを実行できます。このコマンドを直接実行する場
合は、application upgrade コマンドを実行する前にリモート リポジトリから 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して、アップグレードの時間を短縮するこ
とを推奨します。
または、application upgrade prepare および application upgrade proceed コマンドを使用できます。
application upgrade prepare コマンドを使用すると、アップグレード バンドルがダウンロードさ
れ、ローカルに抽出されます。このコマンドはリモート リポジトリから 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します。ノードをアップグレードする準備がで
きたら、application upgrade proceed コマンドを実行してアップグレードを正常に完了します。
以下で説明する application upgrade prepare および proceed コマンドを実行することをお勧めしま
す。
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はじめる前に
先に、アップグレード前の注意事項に関する章の説明を必ず読んでください。

ステップ 1

ローカル ディスクのリポジトリを作成します。たとえば、「upgrade」というリポジトリを作成できます。
例：
ise/admin# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ise/admin(config)# repository upgrade
ise/admin(config-Repository)# url disk:
% Warning: Repositories configured from CLI cannot be used from the ISE web UI and are not replicated
to other ISE nodes.
If this repository is not created in the ISE web UI, it will be deleted when ISE services restart.
ise/admin(config-Repository)# exit
ise/admin(config)# exit

ステップ 2

Cisco ISE コマンドライン インターフェイス（CLI）から、 application upgrade prepare コマンドを入力し
ます。
このコマンドは、アップグレード バンドルを前の手順で作成したローカル リポジトリ「upgrade」にコピー
し、MD5 と SHA256 チェックサムを一覧表示します。
例：
ise/admin#

application upgrade prepare application upgrade prepare ise-upgradebundle-2.3.0.x.x86_64.tar.gz

upgrade
Getting bundle to local machine...
Unbundling Application Package...
Verifying Application Signature...
Application upgrade preparation successful

ステップ 3

Cisco ISE CLI から、application upgrade proceed コマンドを入力します。
例：
ise/admin# application upgrade proceed
Initiating Application Upgrade...
% Warning: Do not use Ctrl-C or close this terminal window until upgrade completes.
-Checking VM for minimum hardware requirements
STEP 1: Stopping ISE application...
STEP 2: Verifying files in bundle...
-Internal hash verification passed for bundle
STEP 3: Validating data before upgrade...
STEP 4: Taking backup of the configuration data...
STEP 5: Running ISE configuration database schema upgrade...
- Running db sanity to check and fix if any index corruption
- Auto Upgrading Schema for UPS Model
- Upgrading Schema completed for UPS Model
ISE database schema upgrade completed.
% Warning: Sanity test found some indexes missing in CEPM schema. Please recreate missing indexes
after upgrade using app configure ise cli
STEP 6: Running ISE configuration data upgrade...
- Data upgrade step 1/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.100)... Done in 53 seconds.
- Data upgrade step 2/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.110)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 3/14, NetworkAccessUpgrade(2.3.0.145)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 4/14, NodeGroupUpgradeService(2.3.0.155)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 5/14, IRFUpgradeService(2.3.0.155)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 6/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.158)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 7/14, NetworkAccessUpgrade(2.3.0.178)... Done in 0 seconds.
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- Data upgrade step 8/14, NetworkAccessUpgrade(2.3.0.182)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 9/14, CertMgmtUpgradeService(2.3.0.194)... Done in 3 seconds.
- Data upgrade step 10/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.201)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 11/14, NSFUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 12/14, ProfilerUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 13/14, GuestAccessUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 7 seconds.
STEP 7: Running ISE configuration data upgrade for node specific data...
STEP 8: Running ISE M&T database upgrade...
ISE M&T Log Processor is not running
ISE database M&T schema upgrade completed.
Gathering Config schema(CEPM) stats ....
Gathering Operational schema(MNT) stats .....
% NOTICE: Upgrading ADEOS. Appliance will be rebooted after upgrade completes successfully.
warning: file /opt/xgrid/gc/pxgrid-controller-1.0.4.18-dist.tar.gz: remove failed: No such file or
directory
% This application Install or Upgrade requires reboot, rebooting now...
Broadcast message from root@IS137 (pts/3) (Fri Jun

2 12:22:49 2017):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins
Broadcast message from root@IS137 (pts/3) (Fri Jun

2 12:22:49 2017):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins
Broadcast message from root@IS137 (pts/3) (Fri Jun

2 12:23:10 2017):

The system is going down for reboot NOW
Broadcast message from root@IS137 (pts/3) (Fri Jun

2 12:23:10 2017):

The system is going down for reboot NOW

これでアップグレードは完了です。

次の作業
アップグレード プロセスの確認, （59 ページ）

2 ノード展開のアップグレード
application upgrade prepare コマンドおよび proceed コマンドを使用して、2 ノード展開をアップ
グレードします。手動でノードの登録を解除して、再登録する必要はありません。アップグレー
ド ソフトウェアは自動的にノードを登録解除し、新しい展開に移行します。2 ノード展開をアッ
プグレードする場合、最初にセカンダリ管理ノード（ノード B）だけをアップグレードする必要
があります。セカンダリ ノードのアップグレードを完了したら、プライマリ ノード（ノード A）
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をアップグレードします。次の図に示すような展開の設定の場合、このアップグレード手順を続
けることができます。
図 6：Cisco ISE 2 ノード管理展開

はじめる前に
• プライマリ管理ノードから設定および運用データのオンデマンド バックアップを手動で実行
します。
• 管理とモニタリングのペルソナが、展開の両方のノードでイネーブルにされていることを確
認します。
管理ペルソナがプライマリ管理ノードでのみイネーブルである場合、アップグレード プロセ
スによりセカンダリ管理ノードを最初にアップグレードすることが求められるので、セカン
ダリノードの管理ペルソナをイネーブルにします。
または、2 ノード展開で 1 つの管理ノードのみがある場合は、セカンダリ ノードの登録を解
除します。両方のノードがスタンドアロン ノードになります。両方のノードをスタンドアロ
ン ノードとしてアップグレードし、アップグレード後に、展開をセット アップします。
• モニタリング ペルソナが 1 つのノードのみでイネーブルの場合、次に進む前に他のノードの
モニタリング ペルソナをイネーブルにします。

ステップ 1

CLI からセカンダリノード（ノード B）をアップグレードします。
アップグレード プロセスで、自動的にノード B が展開から削除され、アップグレードされます。再起動
すると、ノード B はプライマリ ノードになります。

ステップ 2

ノード A をアップグレードします。
アップグレード プロセスで、自動的にノード A が展開に登録され、セカンダリ ノードになります。

ステップ 3

新規の展開で、ノード A をプライマリ ノードに昇格させます。
アップグレードが完了した後、ノードに古いモニタリング ログが含まれる場合、これらのノード上で
application configure ise コマンドを実行し、5（データベースの統計情報の更新）を選択します。
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次の作業
アップグレード プロセスの確認, （59 ページ）

分散展開のアップグレード
初めに、セカンダリ管理ノードを新しいリリースにアップグレードします。たとえば、次の図に
示すように、1 つのプライマリ管理ノード（ノード A）、1 つのセカンダリ管理ノード（ノード
B）、および 4 つのポリシー サービス ノード（PSN）（ノード C、ノード D、ノード E、および
ノード F）、1 つのプライマリ モニタリング ノード（ノード G）、および 1 つのセカンダリ モニ
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タリング ノード（ノード I）を含む展開がセットアップされている場合、次のアップグレード手
順に進むことができます。
図 7：アップグレード前の Cisco ISE 展開

図 8：アップグレード前の Cisco ISE 展開
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（注）

アップグレードの前にノードを手動で登録解除しないでください。application upgrade prepare
コマンドおよび proceed コマンドを使用して、新しいリリースにアップグレードします。アッ
プグレード プロセスは自動的にノードを登録解除し、新しい展開に移行します。アップグレー
ドの前に手動でノードの登録をキャンセルする場合は、アップグレード プロセスを開始する
前に、プライマリ管理ノードのライセンス ファイルがあることを確認します。手元にこのファ
イルがない場合（たとえば、シスコ パートナー ベンダーによってライセンスがインストール
された場合）、Cisco Technical Assistance Center に連絡してください。

はじめる前に
• 展開にセカンダリ管理ノードがない場合は、アップグレード プロセスを開始する前に、セカ
ンダリ管理ノードにするポリシー サービス ノードを 1 つ設定します。
• アップグレード前の注意事項に関する章で指定されている手順をすでに読んで完了している
ことを確認します。
• 全 Cisco ISE 展開をアップグレードする場合は、ドメイン ネーム システム（DNS）のサーバ
解決（順ルックアップおよび逆ルックアップ）が必須です。そうでない場合、アップグレー
ドは失敗します。

ステップ 1

CLI からセカンダリ管理ノード（ノード B）をアップグレードします。
アップグレード プロセスで、自動的にノード B が展開から登録解除され、アップグレードされます。再
起動すると、ノード B は、新しい展開のプライマリ ノードになります。各展開でモニタリング ノードが
少なくとも1つ必要になるため、アップグレードプロセスは古い展開の該当ノードでイネーブルになって
いなくても、ノード B のモニタリング ペルソナをイネーブルにします。ポリシー サービス ペルソナが古
い展開のノード B でイネーブルであった場合、この設定は新しい展開へのアップグレード後も維持されま
す。

ステップ 2

モニタリング ノードの 1 つ（ノード G）を新規展開にアップグレードします。
セカンダリ モニタリング ノードの前にプライマリ モニタリング ノードをアップグレードすることをお勧
めします（古い展開でプライマリ管理ノードがプライマリ モニタリング ノードとしても動作している場
合にはこれは不可能です）。プライマリ モニタリング ノードが起動し、新規展開からログを収集します。
この詳細は、プライマリ管理ノードのダッシュボードから表示できます。
古い展開でモニタリングノードが1つだけある場合は、アップグレードする前に、古い展開のプライマリ
管理ノードであるノード A のモニタリング ペルソナをイネーブルにします。ノード ペルソナの変更によ
り、Cisco ISE アプリケーションが再起動します。ノード A が再起動するまで待ちます。新規展開にモニ
タリング ノードをアップグレードすると、運用データを新しい展開に移行する必要があるために、他の
ノードよりも時間がかかります。
新規展開のプライマリ管理ノードであるノード B が、古い展開でイネーブルにされたモニタリング ペル
ソナを持たない場合、モニタリング ペルソナをディセーブルにします。ノード ペルソナの変更により、
Cisco ISE アプリケーションが再起動します。プライマリ管理ノードが起動するまで待ちます。
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ステップ 3

次にポリシー サービス ノード（ノード C、D、E、F）をアップグレードします。複数の PSN を同時にアッ
プグレードできますが、すべての PSN を同時にアップグレードした場合、ネットワークでダウンタイム
が発生します。
PSN がノード グループ クラスタの一部である場合、PSN を PAN から登録解除し、スタンドアロン ノー
ドとしてアップグレードし、新規展開の PAN に登録する必要があります。
アップグレード後に、新規展開のプライマリ ノード（ノード B）に PSN が登録され、プライマリ ノード
（ノード B）からのデータがすべての PSN に複製されます。PSN ではそのペルソナ、ノード グループ情
報、およびプローブのプロファイリング設定が維持されます。

ステップ 4

（展開に IPN ノードがある場合）プライマリ管理ノードから IPN ノードの登録を解除します。
Cisco ISE、リリース 2.0 以降は、IPN ノードはサポートしていません。

ステップ 5

古い展開に 2 番目のモニタリング ノード（ノード I）がある場合、次のことを行う必要があります。
a) 古い展開のプライマリ ノードであるノード A のモニタリング ペルソナをイネーブルにします。
展開でモニタリング ノードは少なくとも 1 つ必要です。古い展開から第 2 のモニタリング ノードを
アップグレードする前に、プライマリ ノード自身でこのペルソナをイネーブルにします。ノード ペル
ソナの変更により、Cisco ISE アプリケーションが再起動します。プライマリ ISE ノードが再起動する
まで待ちます。
b) セカンダリ モニタリング ノード（ノード I）を古い展開から新しい展開にアップグレードします。
プライマリ管理ノード（ノード A）を除いて、他のすべてのノードが新規展開にアップグレードされてい
る必要があります。

ステップ 6

最後に、プライマリ管理ノード（ノード A）をアップグレードします。
このノードは、セカンダリ管理ノードとしてアップグレードされ、新規展開に追加されます。セカンダリ
管理ノード（ノード A）を新規展開のプライマリ ノードに昇格させることができます。
アップグレードが完了した後、アップグレードされたモニタリング ノードに古いログが含まれる場合、
application configure ise コマンドを実行し、該当するモニタリング ノードで 5（データベースの統計情報
の更新）を選択します。
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図 9：アップグレード後の Cisco ISE 展開

正常なアップグレードの CLI トランスクリプト
次の例は、正常なセカンダリ管理ノードのアップグレードの CLI トランスクリプトです。
ise74/admin# application upgrade proceed
Initiating Application Upgrade...
% Warning: Do not use Ctrl-C or close this terminal window until upgrade completes.
-Checking VM for minimum hardware requirements
STEP 1: Stopping ISE application...
STEP 2: Verifying files in bundle...
-Internal hash verification passed for bundle
STEP 3: Validating data before upgrade...
STEP 4: De-registering node from current deployment...
STEP 5: Taking backup of the configuration data...
STEP 6: Running ISE configuration database schema upgrade...
- Running db sanity to check and fix if any index corruption
- Auto Upgrading Schema for UPS Model
- Upgrading Schema completed for UPS Model
ISE database schema upgrade completed.
% Warning: Sanity test found some indexes missing in CEPM schema. Please recreate missing
indexes after upgrade using app configure ise cli
STEP 7: Running ISE configuration data upgrade...
- Data upgrade step 1/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.100)... Done in 48 seconds.
- Data upgrade step 2/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.110)... Done in 2 seconds.
- Data upgrade step 3/14, NetworkAccessUpgrade(2.3.0.145)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 4/14, NodeGroupUpgradeService(2.3.0.155)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 5/14, IRFUpgradeService(2.3.0.155)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 6/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.158)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 7/14, NetworkAccessUpgrade(2.3.0.178)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 8/14, NetworkAccessUpgrade(2.3.0.182)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 9/14, CertMgmtUpgradeService(2.3.0.194)... Done in 3 seconds.
- Data upgrade step 10/14, UPSUpgradeHandler(2.3.0.201)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 11/14, NSFUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 0 seconds.
- Data upgrade step 12/14, ProfilerUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 1 seconds.
- Data upgrade step 13/14, GuestAccessUpgradeService(2.3.0.233)... Done in 9 seconds.
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STEP 8: Running ISE configuration data upgrade for node specific data...
STEP 9: Making this node PRIMARY of the new deployment. When other nodes are upgraded it
will be added to this deployment.
STEP 10: Running ISE M&T database upgrade...
ISE M&T Log Processor is not running
ISE database M&T schema upgrade completed.
Gathering Config schema(CEPM) stats .....
Gathering Operational schema(MNT) stats ....
% NOTICE: Upgrading ADEOS. Appliance will be rebooted after upgrade completes successfully.
warning: file /opt/xgrid/gc/pxgrid-controller-1.0.4.18-dist.tar.gz: remove failed: No such
file or directory
% This application Install or Upgrade requires reboot, rebooting now...
Broadcast message from root@IS133 (pts/1) (Fri Jun

2 12:36:51 2017):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins
Broadcast message from root@IS133 (pts/1) (Fri Jun

2 12:36:51 2017):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins
Broadcast message from root@IS133 (pts/1) (Fri Jun

2 12:37:12 2017):

The system is going down for reboot NOW
Broadcast message from root@IS133 (pts/1) (Fri Jun

2 12:37:12 2017):

The system is going down for reboot NOW

次の例は、正常な PSN ノードのアップグレードの CLI トランスクリプトです。
ise/admin# application upgrade proceed
Initiating Application Upgrade...
% Warning: Do not use Ctrl-C or close this terminal window until upgrade completes.
-Checking VM for minimum hardware requirements
STEP 1: Stopping ISE application...
STEP 2: Verifying files in bundle...
-Internal hash verification passed for bundle
STEP 3: Validating data before upgrade...
STEP 4: De-registering node from current deployment.
STEP 5: Taking backup of the configuration data...
STEP 6: Registering this node to primary of new deployment...
STEP 7: Downloading configuration data from primary of new deployment...
STEP 8: Importing configuration data...
% Warning: Sanity test found some indexes missing in CEPM schema. Please recreate missing
indexes after upgrade using app configure ise cli
STEP 9: Running ISE configuration data upgrade for node specific data...
STEP 10: Running ISE M&T database upgrade...
ISE M&T Log Processor is disabled
ISE database M&T schema upgrade completed.
Gathering Config schema(CEPM) stats ....
% NOTICE: Upgrading ADEOS. Appliance will be rebooted after upgrade completes successfully.
warning: file /opt/xgrid/gc/pxgrid-controller-1.0.4.18-dist.tar.gz: remove failed: No such
file or directory
% This application Install or Upgrade requires reboot, rebooting now...
Broadcast message from root@IS136 (pts/1) (Fri Jun

2 15:16:14 2017):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins
Broadcast message from root@IS136 (pts/1) (Fri Jun

2 15:16:14 2017):

Trying to stop processes gracefully. Reload might take approximately 3 mins
Broadcast message from root@IS136 (pts/1) (Fri Jun

2 15:16:35 2017):

The system is going down for reboot NOW
Broadcast message from root@IS136 (pts/1) (Fri Jun
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The system is going down for reboot NOW

次の作業
アップグレード プロセスの確認, （59 ページ）

アップグレード プロセスの確認
アップグレードが正常に行われたかどうかを確認するには、次のいずれかを実行します。
• ade.log ファイルでアップグレード プロセスを確認します。ade.log ファイルを表示するには、
Cisco ISE CLI から次のコマンドを入力します。 show logging system ade/ADE.log
• show version コマンドを実行し、ビルド バージョンを検証します。
• すべてのサービスが実行していることを確認するために、show application status ise コマン
ドを入力します。
展開が期待どおりに機能すること、およびユーザが認証されネットワークのリソースにアクセス
できることを確認するためのネットワーク テストを実行することを推奨します。
構成データベースの問題でアップグレードが失敗すると、変更は自動的にロールバックされます。

アップグレードの障害からの回復
この項では、アップグレードの障害からの回復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、回復してリリース 2.3 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、構成データ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。

（注）

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 2.3 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。
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アップグレードの障害
このセクションでは、既知のエラーの一部とそのエラーからの回復手順を説明します。

（注）

CLI からアップグレードのログ、コンソールからアップグレードのステータスを確認すること
ができます。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 logging application コマンドを使
用して、次のログを表示することができます（サンプル ファイル名を括弧内に示します）。
• DB データ アップグレード ログ（dbupgrade-data-global-20160308-154724.log）
• DB スキーマ ログ（dbupgrade-schema-20160308-151626.log）
• OS アップグレード後のログ（upgrade-postosupgrade-20160308-170605.log）

構成とデータのアップグレード エラー
アップグレード中、構成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。システムは、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-1.4.0-205.i386) scriptlet failed, exit status 1
% Application upgrade failed. Please check logs for more details or contact Cisco Technical
Assistance Center for support.

修復エラー
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必要がある場合は、コンソールに次の
メッセージが表示されます。詳細についてはログを確認してください。
% Warning: Do the following steps to revert node to its pre-upgrade state."
error: %post(CSCOcpm-os-1.4.0-205.i386) scriptlet failed, exit status 1
% Application upgrade failed. Please check logs for more details or contact Cisco Technical
Assistance Center for support.

検証エラー
実際のアップグレードの障害ではない検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 をアップグレードする前に PSN をアップグレードしようとし
た場合や、システムが指定された要件を満たしていない場合に、次のエラーが表示されることが
あります。システムは、最後の既知の正常な状態に戻ります。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-1.4.0-205.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.

アプリケーション バイナリ アップグレード エラー
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した場合は、リブート後に
CLI から show application status ise コマンドを実行すると、次のメッセージが表示されます。構
成と運用のバックアップを再イメージ化し、復元する必要があります。
% WARNING: An Identity Services Engine upgrade had failed. Please consult logs. You have
to reimage and restore to previous version.

その他のタイプのエラー
その他のタイプのすべての障害（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）の場合、元のノードでイネーブルにしていたペルソナに応じて、設定と運用のバッ
クアップ イメージを再作成し、復元する必要があります。
再イメージ化
再イメージ化という用語は、Cisco ISE の新規インストールを示しています。モニタリング データ
ベースのアップグレード（スキーマ + データ）エラーの場合は、構成と運用のバックアップを再
イメージ化して復元する必要があります。再イメージ化する前に、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。ノードペルソナに基づいて、旧バージョンまたは新
バージョンに再イメージ化する必要があります。
• セカンダリ管理ノード：旧バージョンに再イメージ化し、構成と運用バックアップを復元し
ます。
• モニタリング ノード：ノードが既存の展開から登録解除されている場合は、新バージョンに
再イメージ化し、新しい展開に再登録して、モニタリング ペルソナを有効にします。
• その他のすべてのノード：その他のノードにアップグレード障害が発生した場合は、通常、
システムは最後の既知の正常な状態に戻ります。システムが旧バージョンにロールバックし
ない場合は、新バージョンに再イメージ化して、新しい展開に登録し、旧展開と同様のペル
ソナを有効にすることができます。
失敗後のアップグレード
アップグレードに失敗した場合、アップグレードを再試行する前に、次の操作を実行してくださ
い。
• ログを分析します。エラーがないかサポート バンドルを検査します。
• 生成したサポート 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。
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（注）

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。
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...」

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し

ます。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 バックまたは回復を行う前に、backup-logs コマンドを使用してサポート バンドル

を生成し、リモート リポジトリにサポート バンドルを配置します。
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。
• ログを分析します。エラーがないかサポート バンドルを検査します。
• 生成したサポート 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。

ISO イメージの以前のバージョンへのロールバック
まれに、以前のバージョンの 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する必要がある場合があります。データを復元し
た後は、古い展開を登録して、古い展開で行ったようにペルソナを有効にすることができます。
したがって、アップグレードのプロセスを開始する前に、Cisco ISE の構成およびモニタリング
データをバックアップすることをお勧めします。
構成およびモニタリング 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
ロールバックされないことがあります。これが発生すると、データベースがロールバックされな
いことを示す通知を、アップグレードの失敗メッセージと共に受け取ります。このようなシナリ
オでは、手動でシステムのイメージを再作成し、Cisco ISE をインストールして、構成およびモニ
タリング データを復元（モニタリング ペルソナが有効な場合）する必要があります。
ロールバックまたは回復を行う前に、backup-logs コマンドを使用してサポート バンドルを生成
し、リモート リポジトリにサポート バンドルを配置します。
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可能な限り最小のダウンタイムで、最大の復元力とロールバックの機能を提供しながら、展開を
アップグレードするには、次の順序でアップグレードを実行することをお勧めします。
1 セカンダリ管理ノード
この時点では、プライマリ管理ノードは以前のバージョンのままで、アップグレードに失敗し
た場合はロールバックに使用できます。
2 プライマリ モニタリング ノード
3 ポリシー サービス ノード
ポリシー サービス ノードのセットをアップグレードした後、アップグレードが成功したかど
うかを確認し（アップグレード プロセスの確認, （59 ページ）を参照）、新しい展開が期待
どおりに機能していることを確認するネットワーク テストを実行します。アップグレードが成
功した場合は、ポリシー サービス ノードの次のセットをアップグレードできます。
4 セカンダリ モニタリング ノード
5 プライマリ管理ノード

（注）

プライマリ管理ノードをアップグレードした後、アップグレードの検証テストとネットワーク
テストを再実行します。
アップグレード後、セカンダリ管理ノードはプライマリ管理ノードになり、元のプライマリ管
理ノードはセカンダリ管理ノードになります。必要に応じて、[ノードの編集（Edit Node）]
ウィンドウで [プライマリに昇格（Promote to Primary）] をクリックして、セカンダリ管理ノー
ドを昇格してプライマリ管理ノードにします（古い展開と同様）。
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章

アップグレード後の作業
展開のアップグレード後に、この章にリストされているタスクを実行します。
• アップグレード後の作業, 65 ページ

アップグレード後の作業
Cisco ISE リリース 2.3 以降では、すべてのネットワーク アクセス ポリシーとポリシー セットを
置き換える、新しい拡張された [ポリシーセット（Policy Sets）] ページが提供されます。以前のリ
リースからリリース 2.3 以降にアップグレードすると、すべてのネットワーク アクセス ポリシー
の設定（認証および承認の条件、ルール、ポリシー、プロファイル、および例外を含む）が ISE
GUI の新しい [ポリシーセット（Policy Sets）] 領域に移行されます。変更に関する詳細について
は、『Release Notes for Cisco Identity Services Engine, Release 2.3』の「Upgrade Considerations and
Requirements」の項を参照してください。
次のタスクの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator Guide』を参照してく
ださい。
タスクの説明

追加情報/『Cisco ISE Administrator Guide』の関
連セクションのリンク

VMware 仮想マシンのゲスト オペレーティング —
システムが Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7
に設定され、ネットワーク アダプタが E1000 ま
たは VMXNET3 に設定されていることを確認し
ます。
（注）

ESXi 5.x サーバ（5.1 U2 以上）でリ
リース 2.3 にアップグレードする場合
は、RHEL 7 をゲスト OS として選択
する前に、VMware ハードウェア バー
ジョンを 9 にアップグレードする必
要があります。
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アップグレード後、Cisco ISE 管理者ポータルに —
アクセスする前に、ブラウザのキャッシュをク
リアしていることを確認し、ブラウザを閉じ
て、新しいブラウザ セッションを開きます。サ
ポート対象のブラウザは次のとおりです。
• Mozilla Firefox バージョン：
◦ 52.1.2 ESR
◦ 53.0.3 以上
• Google Chrome の最新バージョン
• Microsoft Internet Explorer 10.x および 11.x
—
リリース 2.3 へのアップグレード後、[ゲスト
ポータル（Guest Portals）] および [ゲストタイ
プ（Guest Types）] ページは最初は空のように
表示されます。この問題は、使用されなかった
か、まだアクティブになっている、リリース
1.2 で作成された最初のログインからのゲスト
タイプのアカウントがある場合に発生します。
アップグレード後、システムが初期化される
と、これらのアカウントは移行に時間がかかり
ます。
一定時間後（1.2 で作成した「最初のログイン
からの」ゲスト アカウントの数による）、デー
タが正常に移行されたら、[ゲスト ポータル
（Guest Portals）] および [ゲスト タイプ（Guest
Types）] ページを更新して情報を表示できま
す。
これらのアカウントが不要になった場合は、ス
ポンサー ポータルから手動で削除することがで
きます。
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追加情報/『Cisco ISE Administrator Guide』の関
連セクションのリンク
外部 ID ソースとしての Active Directory の設定
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タスクの説明
外部アイデンティティ ソースとして使用してい
る Active Directory との接続が失われた場合は、
Active Directory とすべての Cisco ISE ノードを
再度結合します。再結合した後に、外部アイデ
ンティティ ソースのコール フローを実行して、
確実に接続します。
• アップグレード後に、Active Directory 管理
者アカウントを使用して Cisco ISE ユーザ
インターフェイスにログインした場合、
アップグレード時に Active Directory の結
合が失われるため、ログインが失敗しま
す。Cisco ISE にログインし、Active
Directory と結合するには、内部管理者アカ
ウントを使用する必要があります。
• アップグレード前に Cisco ISE への管理ア
クセスに対して証明書ベースの認証をイ
ネーブルにしていて（[管理
（Administration）] > [管理者アクセス
（Admin Access）]）、Active Directory を
アイデンティティ ソースとして使用して
いる場合、アップグレード時に Active
Directory 結合が失われるため、アップグ
レード後に ISE ログイン ページを起動で
きません。この問題が発生した場合、次の
コマンドを使用して、Cisco ISE CLI から、
セーフ モードで ISE アプリケーションを
起動します。
application start ise safe
このコマンドにより、Cisco ISE ノードは
セーフ モードで起動します。次の作業を
実行します。
1 内部管理者アカウントを使用して Cisco
ISE ユーザ インターフェイスにログイ
ンします。
パスワードを忘れた場合または管理者
アカウントがロックされている場合は、
管理者パスワードをリセットする方法
について、『Cisco Identity Services
Engine Hardware Installation Guide Cisco
Identity Services Engine Hardware
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追加情報/『Cisco ISE Administrator Guide』の関
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Installation Guide』を参照してくださ
い。
2 Cisco ISE と Active Directory を結合しま
す。

DNSサーバに分散配置されているすべてのCisco —
ISE ノードに対して逆引き DNS ルックアップが
設定されていることを確認します。そうしない
と、アップグレード後に配置関連の問題が発生
する可能性があります。
脅威中心型 NAC（TC-NAC）サービスを有効に —
している場合は、アップグレード後に、TC-NAC
アダプタが機能しない可能性があります。ISE
GUI の [脅威中心型 NAC（Threat-Centric NAC）]
ページからアダプタを再起動する必要がありま
す。アダプタを再起動するには、アダプタを選
択して [再起動（Restart）] をクリックします。
プライマリ管理ノードから Cisco ISE CA 証明書 Cisco ISE CA 証明書およびキーのバックアップ
およびキーのバックアップを取得し、セカンダ と復元
リ管理ノードで復元します。これにより、PAN
に障害が発生し、セカンダリ管理ノードをプラ
イマリ管理ノードに昇格する場合に、セカンダ
リ管理ノードが外部 PKI ルート CA または下位
CA として動作するようになります。
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分散展開をアップグレードした後に、次の両方 PAN および PSN でのルート CA および下位 CA
の条件が満たされた場合は、プライマリ管理
の生成
ノードのルート CA 証明書は信頼できる証明書
ストアに追加されません。
• セカンダリ管理ノード（古い展開のプライ
マリ管理ノード）は新しい展開でプライマ
リ管理ノードに昇格されている
• セッション サービスはセカンダリ ノード
でディセーブルになっている
これにより、次のエラーで認証が失敗する可能
性があります。
• Unknown CA in chain during a BYOD flow
• OCSP unknown error during a BYOD flow
これらのメッセージは、失敗した認証の [ライ
ブ ログ（Live Logs）] ページの [詳細（More
Details）] リンクをクリックすると表示されま
す。
回避策として、展開をアップグレードし、新し
い展開でプライマリ管理ノードになるようにセ
カンダリ管理ノードをプロモートした後に、管
理者ポータルから新しい ISE ルート CA 証明書
チェーンを作成します（[管理（Administration）]
> [証明書（Certificates）] > [証明書署名要求
（Certificate Signing Requests）] > [ISE ルート CA
証明書チェーンの置換（Replace ISE Root CA
certificate chain）] の順に選択）。
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追加情報/『Cisco ISE Administrator Guide』の関
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Cisco ISE は、シスコ以外の一部のネットワーク Cisco ISE でのサードパーティ ネットワーク ア
アクセス デバイス（NAD）をサポートしてい クセス デバイスのサポート
ます。
リリース 2.0 以前にシスコ以外の NAD を展開
し、それらを使用するようにポリシー ルールや
RADIUS ディクショナリを作成した場合、これ
らは通常どおりに機能し続けます。
リリース 2.0 以降のリリースでは、MAB、
dot1x、認可変更（CoA）、URL リダイレクト
（ゲスト、フロー、ポスチャなどへのフローを
可能にする）などのさまざまな機能をサポート
できるように、シスコ以外のデバイスに適用で
きる事前定義されたネットワーク デバイス プ
ロファイルがいくつか用意されています。
ネットワーク デバイス プロファイルを表示す
るには、管理者用ポータルから、[管理
（Administration）] > [ネットワーク リソース
（Network Resources）] > [ネットワーク デバイ
ス プロファイル（Network Device Profile）] の
順に選択します。
ネットワーク デバイス プロファイルを NAD に
適用するには、次の手順を実行します。
1 [管理（Administration）] > [ネットワーク リ
ソース（Network Resources）] > [ネットワー
ク デバイス（Network Devices）] の順に選択
します。
2 NAD を編集して、適切なプロファイルを選
択します。
NAD の一覧をエクスポートし、プロファイル
を追加、NAD を再インポートすることによっ
て、簡単にネットワーク デバイス プロファイ
ルを多くの NAD に同時に適用できます。
外部アイデンティティ ソースとして RSA
RSA ノード秘密リセット
SecurID サーバを使用する場合は、RSA のノー
ド秘密をリセットします。
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ポスチャ サービスをイネーブルにした場合は、 Cisco ISE へのポスチャ更新のダウンロード
アップグレード後にプライマリ管理ノードから
ポスチャの更新を実行します。
SNMP の設定で、手動で [元のポリシー サービ 「Network Device Definition Settings」の「SNMP
ス ノード（Originating Policy Services Node）] の Settings」を参照してください。
値を設定した場合、この設定はアップグレード
中に失われます。この値を再設定する必要があ
ります。
アップグレード後にプロファイラ フィード サー Cisco ISE 管理者用ポータルから：
ビス更新して、最新 OUI がインストールされて
1 [管理（Administration）] > [フィードサービ
いるようにします。
ス（FeedService）] > [プロファイラ
（Profiler）] の順に選択します。プロファイ
ラ フィード サービスが有効にされているこ
とを確認します。
2 [今すぐ更新（Update Now）] をクリックし
ます。
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追加情報/『Cisco ISE Administrator Guide』の関
連セクションのリンク
—
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アップグレード後に Cisco Temporal Agent を設
定するには、次のいずれかのアップデートを実
行します。
• オンライン更新
1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素
（Policy Elements）] > [結果（Results ）]
> [クライアント プロビジョニング
（Client Provisioning）] > [リソース
（Resources）] を選択して、クライアン
ト プロビジョニング リソースを設定し
ます。
2 [追加（Add）] をクリックします。
3 [Cisco サイトからのエージェント リ
ソース（Agent Resources From Cisco
Site）] を選択します。
4 [リモート リソースのダウンロード
（Download Remote Resources）] ウィン
ドウで、Cisco Temporal Agent リソース
を選択します。
5 [保存（Save）] をクリックして、ダウ
ンロードしたリソースが [リソース
（Resources）] ページに表示されている
ことを確認します。
• オフライン更新
1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素
（Policy Elements）] > [結果（Results ）]
> [クライアント プロビジョニング
（Client Provisioning）] > [リソース
（Resources）] を選択して、クライアン
ト プロビジョニング リソースを設定し
ます。
2 [追加（Add）] をクリックします。
3 [ローカル ディスクからのエージェント
リソース（Agent Resources from Local
Disk）] を選択します。
4 [カテゴリ（Category）] ドロップダウン
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から、[シスコが提供するパッケージ
（Cisco Provided Packages）] を選択しま
す。

クライアント プロビジョニング ポリシーで使 —
用されているネイティブのサプリカント プロ
ファイルをチェックして、ワイヤレス SSID が
正しいことを確認します。iOSデバイスの場合、
接続対象ネットワークが非表示の場合は、[iOS
の設定（iOS Settings）] エリアで [ターゲット
ネットワーク非表示時にイネーブルにする
（Enable if target network is hidden）] チェック
ボックスをオンにします。
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Cisco ISE リリース 2.3 は、次の暗号方式をサ
ポートしています。TLS バージョン 1.0、1.1 お
よび 1.2 がサポートされます。
EAP-TLS、PEAP、EAP-FAST、EAP-TTLS の場
合：
• ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
• ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
• ECDHE-RSA-AES256-SHA384
• ECDHE-RSA-AES128-SHA256
• ECDHE-RSA-AES256-SHA
• ECDHE-RSA-AES128-SHA
• AES256-SHA256
• AES128-SHA256
• AES256-SHA
• AES128-SHA
• DES-CBC3-SHA
[弱い暗号方式を EAP に許可する（Allow weak
ciphers for EAP）] チェックボックスをオンにす
ると、次の暗号方式がサポートされます。
• RC4-SHA
• RC4-MD5
EAP-FAST 匿名プロビジョニングの場合：
ADH_WITH_AES_128_SHA
（注）

これらの廃止予定の暗号方式を Cisco
ISE に対する認証に使用する古い IP
フォンなどのレガシー デバイスがあ
る場合、これらのデバイスは従来の暗
号方式を使用するため、認証は失敗し
ます。Cisco ISE がそのようなレガシー
デバイスを認証できるようにするに
は、リリース 2.2 にアップグレードし
た後、次のように許可されているプロ
トコルの設定を更新してください。
1 管理者用ポータルから、[ポリシー
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（Policy）] > [ポリシー要素（Policy
Elements）] > [認証
（Authentication）] > [許可されてい
るプロトコル（Allowed Protocols）]
を選択します。
2 許可されているプロトコル サービ
スを編集し、[弱い暗号方式を EAP
に許可する（Allow weak ciphers for
EAP）] チェックボックスをオンに
します。
3 [送信（Submit）] をクリックしま
す。
サポートされている暗号スイートの完全なリス
トについては、『Cisco Identity Services Engine
Network Component Compatibility, Release 2.2』を
参照してください。
電子メール設定、お気に入りレポート、データ 『Cisco ISE Administrator Guide』の「Monitoring
削除設定を再設定します。
and Troubleshooting section」を参照してくださ
い。
必要とする特定のアラームのしきい値または
フィルタを確認します。すべてのアラームは、
アップグレード後にデフォルトでイネーブルに
なります。
必要に応じてレポートをカスタマイズします。
古い展開でレポートをカスタマイズした場合
は、加えた変更が、アップグレード プロセスに
よって上書きされます。
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連セクションのリンク

RSA キーを使用して SFTP リポジトリを作成し 詳細については、『Cisco ISE Administrator
た場合、セカンダリ管理ノードをそれ以降のリ Guide』の「Create Repositories」の項を参照して
リースにアップグレードすると、RSA キーはプ ください。
ライマリ管理ノードから生成されるため、SFTP
リポジトリはアクセス不能になります。
アップグレード後、SFTP リポジトリにアクセ
スするには、次のいずれかを実行します。
• 新しいプライマリ管理ノードからRSAキー
を再生成します。
• アップグレード後、新しいセカンダリ管理
ノードをプライマリ管理ノードに昇格させ
ます。
次のコマンドを次の順序で実行して、システム —
の Cisco TrustSec 対応レイヤー 3 インターフェ
イスにポリシーをダウンロードする必要があり
ます。
1 no cts role-based enforcement
2 cts role-based enforcement
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