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ホワイ ト  ペーパー

Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチのハイ  アベイラビリティ

図 1
Cisco Catalyst 6500
シリーズ

概要

Cisco Catalyst® 6500 シリーズ マルチレイヤ

スイッチは、企業およびサービス プロバイ

ダーの環境で、安定したネッ ト ワーク設計

を実現するために不可欠なコンポーネン

ト となっています。 このよ うな重要な役割

を担う Cisco Catalyst 6500 シリーズは、 信

頼できるスイ ッチング プラ ッ ト フォーム

を提供し、ハイ  パフォーマンスと インテリ

ジェン ト なネッ ト ワーク  サービスを実現

しています。 さらに Cisco Catalyst 6500 シ

リーズのハイ  アベイ ラビ リ テ ィによ り、

スーパーバイザ エンジンのフェールオー

バー中でも IPフォンのコールを持続するこ

とができます。この文書では、Cisco Catalyst
6500 シ リーズがハード ウェアおよびソフ

ト ウェアの冗長機能によってシステムの

ハイ  アベイラビ リティ （高可用性） を実現

する方法について説明します。 特に、 次の

3 つの分野を重点的に取り上げます。

• Switch Fabric Module （SFM; スイッチ

ファブ リ ッ ク  モジュール） のファブ

リ ッ ク冗長性

• Cisco Catalyst Operating System（Catalyst
OS）を搭載したスーパーバイザ エンジ

ンの冗長性、ハイ  アベイラビ リティ機

能 （ステート フル プロ ト コル冗長性と

イ メージ バージ ョニング機能を含む）

• Multilayer Switch Feature Card （MSFC; マ
ルチレイヤ ス イ ッチ フ ィーチャ  カー

ド） Cisco IOS® ソフ ト ウェアの冗長機能

― Dual Router Mode（DRM;デュアル ルー

タ  モード）、Configuration-Synchronization
（config-sync）、および Single Router Mode
（SRM; シングル ルータ  モード）

この文書は、 Cisco IOS ソフ ト ウェア モデ

ル（ネイティブの Cisco IOS ソフ ト ウェア）

ではなく、 Cisco Catalyst 6500 シ リーズ用

のハイブ リ ッ ド  ソ フ ト ウ ェア モデル

（スーパーバイザ エンジンの Cisco Catalyst
OS、 MSFC の Cisco IOS ソフ ト ウェア） に

基づいています。 フ ィーチャ  セッ ト に関

しては、すべて具体的に、 スーパーバイザ

エンジンの Cisco Catalyst OS 機能、 または

MSFC の Cisco IOS ソフ ト ウェア機能と記

されます。 Cisco Catalyst OS のハイ  アベイ

ラビ リティ機能は、Cisco Catalyst OS 5.4 リ

リースで初めて導入され、この文書の作成

時点ではCisco Catalyst Supervisor Engine 1A
と Catalyst Supervisor Engine 2の両方で使用

できます。 DRM のサポートは、 Cisco IOS
ソフ ト ウェア リ リース 12.0(7)XE1 で開始

されました。 DRM の MSFC config-sync 冗

長機能は、 MSFC と MSFC2 の両方に対応

した Cisco IOS ソ フ ト ウ ェア リ リ ース

12.1(3a)E4でサポート されています。MSFC
SRM 機能は、 MSFC2 に対応した Cisco
Catalyst OS 6.3.1 および Cisco IOS ソフ ト

ウェア リ リース 12.1(8)E2 で初めてサポー

ト されました。

この文書は、 2000 年 9 月に作成された原

本の第 2 版です。 この第 2 版では、 SRM
のよ り的確な理解と説明のために、 いく

つかの章を更新しています。
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コンポーネン ト レベルの冗長性は非常に重要ですが、 ハイ  アベイラビ リ ティ  ネッ ト ワークの設計は、 個々

のシステムの冗長性とネッ ト ワーク全体の冗長性を正し く組み合わせるかど うかによって決ま り ます。ハイ

アベイラビ リ ティ  ネッ ト ワーク設計の詳細については、 『高可用性キャンパス  ネッ ト ワークの設計』 を参照

してください。 URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/jp/product/hs/switches/cat6500/prodlit/pdf/Campus_Design.pdf

スイッチ ファブリ ック  モジュールの冗長性

Cisco Catalyst 6500 シ リーズは、 システムを経由するすべてのパケッ トにデータ  パスを提供する単一の 32
Gbps バス  スイ ッチング アーキテクチャに基づいています。Cisco Catalyst 6500 シ リーズには、256 Gbps のク

ロスバー スイ ッチング ファブリ ッ ク （高容量の帯域幅に対応した SFM と 30 Mpps 以上のフォワーディング

パフォーマンス） が組み込まれています。 SFM は、 Cisco Catalyst 6506 および Cisco Catalyst 6509 シャーシで

サポート されています。SFM2 は、基本的には同じファブリ ッ クですが、すべての Cisco Catalyst 6506、 6509、
および 6513 で動作するよ うに設計されています。

スイッチング ファブリ ックのフェールオーバー

SFM は、 システムに対する別のレベルのハード ウェア冗長性も提供しています。 ファブ リ ッ ク対応ライン

カードの単一ファブリ ッ ク  チャネル バージ ョ ンは、スイ ッチング ファブリ ッ ク と既存のシステム バス  バッ

クプレーンの両方に接続できます。 これによ り、 Cisco Catalyst 6500 シ リーズでは、 SFM をファブリ ッ ク対

応ライン カード間のプライマ リ  データ  パスと して使用できます。SFM に障害が発生する と、システムは 32
Gbps バスにフェールオーバーして、 （15 Mpps のスループッ ト、 32 Gbps の帯域幅のバス容量でも） パケッ ト

スイ ッチングが継続し、 ネッ ト ワークのオンラ イン状態を維持できます。 Cisco Catalyst 6500 シ リーズは、

SFM を二重化して構成するこ と もできます （Catalyst 6506、 Catalyst 6509 のスロ ッ ト 5 と 6、 Catalyst 6513 の

スロ ッ ト 7 と 8）。 これによ り、第 3 レベルのファブリ ッ ク冗長性が実現します。 この構成では、 プライマ リ

ファブ リ ッ ク  モジュールで障害が発生する と、 セカンダ リ  ファブリ ッ ク  モジュールにスイ ッチオーバーさ

れ、 引き続き 30 Mpps での運用が続行されます。 ファブ リ ッ ク  モジュールでさらに障害が発生した場合は、

さ らにシステム バスにスイ ッチオーバーするこ と もできます。

スイッチング ファブリ ックの動作

SFM、ファブリ ッ ク対応ライン カード、およびシャーシ内のクラシッ ク  ライン カードのさまざまな組み合わ

せは、 内部のスイッチング動作に影響するため、 フェールオーバーの特徴にも影響します。 この点は、 ファ

ブリ ッ ク間、 またはファブリ ッ ク とバス間のフェールオーバーの例を理解する上で重要です。 ファブリ ッ ク

対応ライン カードのみのシステムに、SFM をインス トールした場合のスイッチング動作は Compact モード と

呼ばれ、 フォワーディングごとに （パケッ ト全体ではなく） 32 バイ トのコンパク トなヘッダーをバス経由で

スーパーバイザ エンジンに送信します。 この動作によ り効率が向上するため、本来のシステム パフォーマン

スが 30 Mpps に対応できるよ うになり ます。 ファブリ ッ ク対応カードのデータ  パスは、 SFM を経由します。

SFM 搭載システムにク ラシッ ク  ライン カードをインス トールした場合、 バスのヘッダー形式は、 システム

内のすべてのライン カードに適合する必要があ り ます。 ク ラシッ ク  ラ イン カードは Compact モードをサ

ポート していないため、 ファブ リ ッ ク対応ライン カードは、 スイ ッチング モードを Truncated モードに変更

します。 Truncated モードを使用する と、 ファブ リ ッ ク対応ライン  カードは、 ク ラシッ ク  ライン  カードが認

識できる 64 バイ トのヘッダーのみの形式でパケッ ト を送信できます。 Truncated モードは、 ファブ リ ッ ク対

応ライン カード間のデータ  パスと して SFM を使用しているこ とに注意する必要があ り ます。 ク ラシッ ク

カードおよびファブリ ッ ク  カードを使用するシステムでは、 一元的なフォワーディング パフォーマンスの

大値は 15 Mpps ですが、システムによ り多くの帯域幅を提供するためにスイ ッチ ファブリ ッ クが使用され

ています。 SFM 非搭載システムにファブリ ッ ク対応ライン カードをインス トールした場合は、 ク ラシッ ク

カードが使用されていても、 Flow-through モードで動作します。 このモードは基本的に、 ライン  カードがク

ラシッ ク  モードで動作するよ うにプログラムされているため、パケッ ト全体は、フォワーディング決定を行

うシステム  バスを経由して送信されます。 Flow-through モードのシステムは、 15 Mpps のスイ ッチングに対

応し、 データ  パスは 32 Gbps のバスを経由します。

http://www.cisco.com/jp/product/hs/switches/cat6500/prodlit/pdf/Campus_Design.pdf
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スイ ッチング モードへの変更は、 インス トールされているハード ウェアに従って自動的に行われます。通常

の運用では、SFM に特定の設定を行う必要はあ り ません。SFM の現在のスイ ッチング モードは、Catalyst OS
の CLI （コマンド ライン インターフェイス） で show fabric channel switchmode コマンドを使用して確認で

きます。 例 1 に、 ファブ リ ッ ク完全対応システム （すべて Compact モード） を示します。 例 2 に、 SFM シ

ステム内のク ラシッ ク  ラ イン カード とファブ リ ッ ク対応ライン カード （Flow-through モード と Truncated
モード） を示します。

例 1 ： フ ァブリ ッ ク対応システム

次の出力は、二重化されたスーパーバイザ エンジン、 SFM × 1、およびスロ ッ ト 3 に搭載のファブリ ッ ク対

応ライン カードを搭載した場合の例です。

Sup2-A> (enable) show fabric channel switchmode

Module Num Fab Chan Fab Chan Switch Mode  Channel Status

------ ------------ -------- --------------- --------------
1  1   0, 0  compact  ok
2   1  0, 1   compact  ok
3  1  0, 2   compact  ok
5  18  0, 0  n/a         ok
5  18   1, 1  n/a        ok
5  18  2, 2  n/a       ok
5   18  3, 3  n/a        unknown
5   18  4, 4  n/a      unknown
5   18  5, 5  n/a     unknown
5  18  6, 6  n/a      unknown
5   18  7, 7  n/a       unknown
5  18  8, 8  n/a       unknown
5  18  9, 9  n/a        unknown
5  18  10, 10  n/a  unknown
5  18  11, 11  n/a    unknown
5  18  12, 12  n/a      unknown
5  18  13, 13  n/a        unknown
5  18  14, 14  n/a     unknown
5  18  15, 15  n/a       unknown
5   18  16, 16  n/a        unknown
5  18  17, 17  n/a       unknown
15   0  n/a 　   n/a      n/a
16  0  n/a   　 n/a        n/a

次に show fabric channel switchmode の CLI 出力を説明します。

Num Fab Chan ― モジュールが関連付けられているファブ リ ッ ク  チャネルの数。

Fab Chan ― 初の番号は、モジュールが関連付けられているファブリ ッ ク  チャネル番号。2 番めの番号は、

SFM が関連付けられているファブリ ッ ク  チャネル番号。

Switch mode ― 出力は、 [flow through]、 [truncated]、 [compact] のいずれか。 スイ ッチ モードは、 ファブ リ ッ

クおよびバス接続のライン カードにのみ適用される。

Channel status ― 出力は、 [ok]、 [sync error]、 [CRC error]、 [heartbeat error]、 [buffer error]、 [timeout error]、 ま

たは [unknown] のいずれか。 チャネル ステータスは、 ファブ リ ッ クおよびバス接続のライン カードにのみ

適用される。
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例 2 ： クラシックおよびファブリ ック対応システム

次の出力は、二重化されたスーパーバイザ エンジン、SFM × 1、スロ ッ ト 3 に搭載のクラシッ ク  ライン  カー

ド× 1、 スロ ッ ト 7 および 9 に搭載のファブリ ッ ク対応ライン カード× 2 で構成した場合の例です。

Sup-A> (enable) show fabric channel switchmode

Module Num Fab Chan Fab Chan Switch Mode  Channel Status

------ ---------- ---------- ------------------- --------------
1  1  0, 0  flow through  ok
2  1  0, 1   truncated  ok
3  0   n/a    n/a  n/a
5  18   0, 0  n/a  ok
5  18  1, 1  n/a  ok
5  18  2, 2  n/a  unknown
5  18  3, 3  n/a  unknown
5  18  4, 4  n/a  unknown
5  18  5, 5  n/a  unknown
5  18   6, 6  n/a  ok
5  18  7, 7  n/a  unknown
5  18  8, 8  n/a  ok
5  18  9, 9  n/a  unknown
5  18  10, 10  n/a   unknown
5  18  11, 11  n/a  unknown
5  18  12, 12  n/a  unknown
5  18  13, 13  n/a  unknown
5  18  14, 14  n/a  unknown
5  18  15, 15  n/a  unknown
5  18  16, 16  n/a  unknown
5  18  17, 17  n/a  unknown
7  1  0, 6  truncated  ok
9  1  0, 8  truncated  ok
15  0   n/a  n/a        n/a
16  0  n/a  n/a         n/a

スイ ッチング モードは自動的に変更されるため、 手動で設定を変更しな くても、 ク ラシッ ク  カードまたは

ファブ リ ッ ク対応カードをシステムに搭載するこ とができます。 前述のよ うに、 ク ラシッ ク  ラ イン カード

をファブリ ッ ク対応システムにインス トールする と、パフォーマンス と相互運用性のどちらをと るかという

問題が発生します。 ネッ ト ワーク環境の多くがパフォーマンスの方を重視しているため、 ファブ リ ッ ク対応

システムは、 ク ラシッ ク  カードを受け入れないよ うに設定できます （Flow-through モードをサポート しない

など）。 set system crossbar-fallback none コマンドを実行するこ とで、 システムはシャーシにインス トールさ

れたク ラシッ ク  ライン カードを起動しなくな り、 Compact モード （30 Mpps） のみで動作します。
Sup-A> (enable) set system crossbar-fallback none

ク ロスバーフォールバッ クのデフォル トは、 バス  モードです。 現在のシステム状態を判別するには、 show
system crossbar-fallback コマンドを使用します。
Sup-A> (enable) show system crossbar-fallback

Cross-fallback: bus-mode

つま り、SFM をシャーシで冗長構成にすると、ファブリ ッ ク間およびファブリ ッ ク とバス間でフェールオーバーを

実行できます。 SFM を二重化したシステム構成の場合は、 スタンバイ SFM をフェールオーバーに使用できます。

またファブリ ッ ク対応ライン カードを搭載したシングル SFM のシステムは、32 Gbps のバスにフェールオーバーし

て、 運用を継続するこ とができます。 どちらの場合も、 3 秒以内にリカバリが行われ、 通常の運用に戻り ます。 こ

のよ うに、 上記の構成例ではリカバリがすばやく行われるため、 各ライン カードやスーパーバイザ エンジン、 お

よび SFM ファブリ ッ ク  チャネル間で必要と される、スイッチング モードの変更と同期プロセスが可能になり ます。

冗長 SFM 構成に対応しているこ とで、 大 3 つのレベルのバックプレーン冗長性が可能になり、 ハードウェアに

障害が発生しても、 ネッ ト ワーク  アベイラビ リティへの影響を 小限に抑えて運用を続けるこ とができます。
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冗長スーパーバイザ エンジン

前述のよ うに、 Cisco Catalyst 6500 シ リーズのハイ  アベイラビ リ ティ機能によ り、 冗長スーパーバイザ エン

ジン間で負荷の少ないステート フルなスイ ッチオーバーが可能にな り ます。 この機能は、 Cisco Catalyst OS
ソフ ト ウェア バージ ョ ン 5.4 で初めて導入されました。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー

スーパーバイザ エンジンを二重化するこ とで、Cisco Catalyst 6500シ リーズのフォワーディング インテ リジェ

ンスに対応したハード ウェア冗長性が実装されます。Cisco Catalyst 6500 シ リーズは、 大 2 基のスーパーバ

イザ エンジンを搭載可能 （スロ ッ ト 1 および 2 を使用） です。 この場合、 一方はアクティブ スーパーバイ

ザ エンジンとな り、 も う一方はスタンバイ  スーパーバイザ エンジンとな り ます。 アクティブ スーパーバイ

ザ エンジンは、 先にオンラインになるスーパーバイザ エンジンです。 これは、 スーパーバイザ エンジンの

[Active] LED、 またはコンソールからの show module コマンドの入力によって確認できます。 どちらのスー

パーバイザ エンジンも、同じハード ウェア モデルであるこ とが必要です。つま り、 Policy Feature Card （PFC;
ポ リシー フ ィーチャ  カード） と MSFC がスロ ッ ト 1 の Supervisor 1A にある場合、 PFC と MSFC はスロッ ト

2 の Supervisor 1A にも搭載されている必要があ り ます。また Supervisor Engine 2 がスロッ ト 1 にある場合は、

スロ ッ ト 2 にも Supervisor Engine 2 が存在する必要があ り ます。Supervisor Engine 1A および 2 は、Cisco Catalyst
6000 および 6500 シ リーズで使用できます。 アクティブ スーパーバイザがオフラインになるか、障害が発生

した場合は、 スタンバイ  スーパーバイザがシステムを制御します。

冗長スーパーバイザ構成の 2 つのスーパーバイザ エンジンは、異なる役割を担っています。アクティブ スー

パーバイザ エンジンは、 システム バスおよびすべてのライン  カードを制御します。 すべてのプロ ト コルは

アクティブ スーパーバイザ エンジンで実行され、 すべてのパケッ ト  フォワーディングも実行されます。 ス

タンバイ  スーパーバイザ エンジンは、 ライン カード とは通信しません。スタンバイ  スーパーバイザ エンジ

ンはネッ ト ワークからパケッ ト を受信し、 この情報をフォワーディング テーブルに読み込みますが、パケッ

ト  フォワーディングには関与しません。 システム上の関連するプロ ト コルは、 スタンバイ  スーパーバイザ

エンジン上でも初期化されていますが、 アクティブにはなり ません。 Cisco Catalyst 6500 シ リーズ スーパー

バイザ エンジンは、 ホッ ト スワ ップに対応しており、 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンは、 ネッ ト ワー

クの動作に影響するこ とな くアクティブなシステムにインス トールできます。冗長スーパーバイザ エンジン

は、 ロード  シェア リ ングを実行しない点にも注意して ください。 アクティブ スーパーバイザ エンジンは、

システムで完全なパケッ ト  フォワーディング インテ リジェンス （N+1 冗長性） を実現します。 アクティブ

スーパーバイザ エンジンに障害が発生した場合は、 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンが同じシステム負

荷を保持できます。

スタンバイ  スーパーバイザ エンジンは、 5 ～ 10 ミ リ秒ごとに Ethernet out-of-band channel （EOBC） を経由

してアクティブ スーパーバイザ エンジンをポーリ ングし、アクティブ スーパーバイザ エンジンのオンライ

ン ステータスを監視します。 アクティブ スーパーバイザ エンジンは、 ハード ウェアの障害、 システムの過

負荷状態、 メモ リ破損の問題、 シャーシからの取り外し、 オペレータによる リセッ ト など、 さまざまな理由

でオフラインになる可能性があ り ます。 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンは、 このよ うな障害を検出す

る と、新たなアクティブ スーパーバイザ エンジンになり ます。スーパーバイザ エンジンの Cisco Catalyst OS
ソフ ト ウェアは、 プロ ト コル、 ライン カードおよびフォワーディング エンジンを通常の状態に復元します。

この復元は、 高速スイ ッチオーバーまたはハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーによって行われます。

スーパーバイザの高速スイッチオーバー

Cisco Catalyst OS のハイ  アベイラビ リ ティ機能はデフォルトでは無効のため、 代替となる高速スイ ッチオー

バーと呼ばれる機能があり ます。高速スイッチオーバー機能は、ハイ  アベイラビ リティ機能の前身であり、ハ

イ  アベイラビ リティが無効、 またはソフ ト ウェア バージ ョ ンでサポート されていない場合に、 スーパーバイ

ザ スイ ッチオーバー メカニズムと して働きます。 この機能は、 スーパーバイザに障害がある場合に通常発生
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するイベン ト をスキップするこ とで、 スイ ッチオーバー時間を短縮します。具体的には高速スイッチオーバー

メカニズムによ り、各ライン カードは、通常システム再初期化の一部となる個々のソフ ト ウェアのダウンロー

ドおよび診断の一部をスキップできます。スイ ッチオーバーでは、レイヤ 2 以上のすべてのプロ ト コル再開と、

すべてのポートのリセッ トが必要です。その結果、デフォルト設定でのスイッチオーバーのパフォーマンスは、

約 28 秒に、 プロ ト コルの再開に必要な時間を加えたものになり ます。 例えば Spanning-Tree Protocol （STP; ス
パニングツ リー プロ ト コル） のデフォルト時間が設定されたスイ ッチでは、 高速スイ ッチオーバー後にト ラ

フ ィ ッ クの転送が再開されるまで、 約 58 秒かかり ました。 ただし、 高速スイッチオーバー後にト ラフ ィ ッ ク

の転送が開始されるまでの時間は、 スイ ッチのデフォルト設定を調整するこ とで短縮できます。 Portfast を有

効にして、ポート  チャネル （PagP） を無効にし、 ワークステーシ ョ ンが直接接続されているポートの ト ランキ

ングをオフにするこ とで、 高速スイッチオーバー時間を約 10 秒に短縮できます。 アクティブなネッ ト ワーク

環境では、 このよ うなスイ ッチオーバー時間は、 ネッ ト ワークの運用上重大な中断となり ます。

スーパーバイザのハイ  アベイラビリテ ィ機能

Cisco Catalyst OS のハイ  アベイラビ リ ティ  ソフ ト ウェア機能によ り、 プロ ト コル冗長性も実現されるため、

Cisco Catalyst 6500 シ リーズ ハードウェアの冗長性はさらに強化されます。 この機能には、 ステート フル プ
ロ ト コル冗長性およびイ メージ バージ ョニングが含まれます。 これらの機能を使用するには、 CLI を介して

ハイ  アベイラビ リ ティ機能を有効にする必要があ り ます。

Sup-A> (enable) set system highavailability enable

System high availability enabled.

通常の冗長スーパーバイザでは、正常な動作のためにハイ  アベイラビ リティ機能を有効にするこ とを推奨します。

スーパーバイザのステート フル プロ ト コル冗長性

ステート フル スーパーバイザ スイ ッチオーバーでは、アクティブ スーパーバイザからスタンバイ  スーパー

バイザへのスイ ッチオーバー時間が 3 秒未満に短縮されます。 このダウンタイムの短縮は、アクティブ スー

パーバイザ エンジンとスタンバイ  スーパーバイザ エンジン間のレイヤ 2、レイヤ 3、およびレイヤ 4 プロ ト

コル1 の大半を同期させるこ とで実現し、 「プロ ト コル ステートの維持」 と呼ばれます。

二重化したスーパーバイザ エンジンにおけるステート フル プロ ト コル冗長性では、 ハイ  アベイラビ リ ティ

のサポート を必要とするすべてのプロ ト コルと機能に対応するために、各スーパーバイザ エンジンでプロ ト

コル ステート  データベースが保持されます。 これらのプロ ト コルの大部分は、 アクティブ スーパーバイザ

エンジンでのみ実行されています。 ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーが発生した場合、 新しいアク

ティブ スーパーバイザ エンジンは、 初期状態ではなく、 更新されたデータベースの状態からプロ ト コルを

開始できます。 この方法によ り、冗長システムはステート フル プロ ト コル冗長性を維持し、アクティブ スー

パーバイザ エンジンがオフになったと きにネッ ト ワークのダウンタイムを 小限に抑えるこ とができます。

• ハイ  アベイラビ リ ティのサポート対象機能 ― ハイ  アベイラビ リ ティが完全にサポート されています。ア

クティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ  スーパーバイザ エンジン間の機能の状態は、 プロ ト コ

ル データベース内に保持されます。

• ハイ  アベイラビ リ ティ互換機能 ― この機能では、ハイ  アベイラビ リ ティはサポート されていません。こ

の機能のプロ ト コル データベースは、 スーパーバイザ エンジン間で同期されません。 この機能は、 ハイ

アベイ ラ ビ リ テ ィ機能が有効な場合に使用でき ます。 た と えば、 GARP Multicast Registration Protocol
（GMRP） とハイ  アベイラビ リ ティの両方が有効になっている場合に、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スーパー

バイザ エンジンのフェールオーバーが発生する と、 GMRP プロ ト コルは、 初期状態 （非ステート フル）

から再開します。 互換機能が有効になっている場合、 ステート フル プロ ト コル冗長性はサポート対象機

能に引き続き対応します。

• ハイ  アベイラビ リ ティ非互換機能 ― ハイ  アベイラビ リ ティはサポート されていません。 この機能のプ

ロ ト コル データベースは、 スーパーバイザ エンジン間で同期されません。 この機能は、ハイ  アベイラビ

リ ティ機能が有効な場合には使用できません。誤作動が発生する可能性があるため、これらの機能は、ハ

イ  アベイラビ リ ティが有効な状態ではサポート されません。

1. レイヤ 4 プロ ト コルには、 拡張 IP アクセス  リ ス トのレイヤ 4 情報が含まれます。
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重要 ： ハイ  アベイラビ リ ティ  システムが必要な場合は、 これらの機能を使用しないでください。

表 1 に、 Cisco Catalyst OS バージ ョ ン 7.5 時点におけるハイ  アベイラビ リ ティのプロ ト コルおよび機能のサ

ポート と互換性を示します。

表 1 ハイ  アベイラビリテ ィ機能のサポート

ハイ  アベイラビ リ ティ機能でサポート されている機能の 新リ ス トについては、 『Catalyst 6500 シ リーズ ス
イ ッチ ソフ ト ウェア コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ド』 の 「冗長機能の設定」 の章、 およびリ リース  ノート

を参照してください。

レイヤ 3およびレイヤ 4のプロ ト コルや機能の大半は、スーパーバイザ エンジンを搭載した PFC または PFC2
の Application Specific Integrated Circuit （ASIC; 特定用途向け IC） にプログラムされています。 このよ うな例

と しては、 アクセス  リ ス ト （ルータ  ベースおよび VLAN ベース）、 フォワーディング テーブル （マルチレ

イヤ スイ ッチング キャ ッシュおよび Cisco Express Forwarding テーブル）、 Quality of Service （QoS; サービス

品質） 設定などがあ り ます。 プロ ト コルはプロ ト コル データベースに保持され、 スーパーバイザ エンジン

のフェールオーバーが発生した場合、 ハード ウェアで引き続きスイ ッチングが行われます。 これらのプロ ト

コルの一部は、 MSFC の二重化構成に依存します。 これについては、 後半で詳し く説明します。

サポート対象機能 互換機能 非互換機能

COPS-DS および COPS-PR ASLB ダイナミ ッ ク VLAN
（仮想 LAN）

Dynamic Trunk Protocol Cisco Discovery Protocol Generic VLAN Registration Protocol
（GVRP）

Cisco Express Forwarding および

隣接テーブル

GMRP プロ ト コル フ ィルタ リング

プライベート VLAN Internet Group Management Protocol
（IGMP） スヌーピング

ルータの Access Control List （ACL） Remote Monitoring （RMON）

Multilayer Switching
（MLS; マルチレイヤ スイッチング）

Resource Reservation Protocol
（RSVP）

Port Aggregation Protocol/Link 
Aggregation Protocol （PAgP/LACP）

SNMP
（簡易ネッ トワーク管理プロ ト コル）

QoS ACL およびポリサー Telnet セッシ ョ ン

Switched Port Analyzer
（SPAN; スイッチド  ポート  アナライザ）

VTP プルーニング

STP Uplinkfast

ト ランキング

UniDirectional Link Detection
（UDLD; 単一方向リンク検出） プロ ト コル

VLAN ACL

VLAN Trunking Protocol
（VTP;VLAN ト ランキング プロ ト コル）

ポート  セキュリテ ィ

802.1X
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次の図 2 に示すよ うに、 プロ ト コル ステート  データベースは、 新のプロ ト コル ステート情報を格納する

リポジ ト リです。 このデータベースはアクティブ スーパーバイザによって生成され、 スタンバイ  スーパー

バイザによって保存されます。 データベースには、 モジュールとポートの状態、 VLAN 情報、 NVRAM （不

揮発性 RAM） 設定、 さまざまなプロ ト コル固有のデータなど、 特定のシステム情報が格納されます。 どち

らのスーパーバイザ エンジンも、 このデータを転送できるよ うに同期処理を実行します。 アクティブ スー

パーバイザ エンジンでデータベース  エン ト リが更新される と、同期処理によ り更新が First-in first-out（FIFO;
先入れ先出し） キューに入れられます。 このキューは、 スタンバイ  スーパーバイザにデータを転送して定期

的に空になるよ うにスケジュールされます。転送はバッ クグラウンド  プロセスであるため、更新間隔は、シ

ステム内の他のアクティブなプロセスの数によって異なり ます。 更新間隔は、 1 ～ 5 秒の範囲内で、 2 秒が

おおよその平均値です。 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンの同期プロセスは、 この非同期更新を受信し

て、 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンのプロ ト コル ステート  データベースに取り込みます。 システムが

起動するか、2 台目のスーパーバイザ エンジンがホッ ト インサート される と、すべてのプロ ト コル ステート

が 新になるよ うに、 プロ ト コル データベース間でグローバル同期が行われます。

図 2
ステート フル プロ ト コル データベースの図

ステート フル プロ ト コル機能を簡単にまとめる と、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーのパフォーマ

ンスは、設定の複雑さよ り も同期処理のステータスに依存します。 システムおよびプロ ト コルが安定した運

用状態になる と、 各スーパーバイザ エンジンのプロ ト コル ステート  データベースは、 ほぼ同じステータス

にな り ます （キュー内の更新数によって異なる） 。 スイ ッチオーバーのパフォーマンスを決定する要因は、

キュー内の完了していない更新の数です。 結果と して、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スーパーバイザ エンジンの

スイ ッチオーバーのパフォーマンスは 3 秒未満になり ます。

スーパーバイザ エンジン ソフ トウェア イメージのアップグレード

スーパーバイザ エンジンを冗長化した構成では、 システムのハイ  アベイラビ リ テ ィが保証されるよ うに、

Cisco Catalyst OS イ メージを適切に管理する必要があ り ます。 こ こでは、Cisco Catalyst OS イ メージを管理す

るためのいくつかのオプシ ョ ンについて説明します。

スーパーバイザ エンジン イメージの同期

Cisco Catalyst 6500 シ リーズのデフォルト設定では、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ  スー

パーバイザ エンジンの Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェア イ メージが同じである必要があ り ます。 これによ り、

以前にアクテ ィブだったスーパーバイザ エンジン と新たにアクテ ィブになったスーパーバイザ エンジン

で、同じソフ ト ウェア機能およびリ ビジ ョ ンを使用したスイ ッチオーバーが行われるため、安定した動作環

境を維持できます。システムの起動時に 2 つのイ メージのバージ ョ ンが異なっている場合、アクティブ スー

パーバイザ エンジンは、 新のブート  イ メージをスタンバイ  スーパーバイザ エンジンにダウンロード しま

す。 アクティブ スーパーバイザ エンジンの NVRAM 設定も、 スーパーバイザ エンジン間で同期されます。
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Cisco Catalyst OS のイ メージ同期機能によ り、 スーパーバイザ エンジン間のソフ ト ウェアで一貫性が維持さ

れますが、 ソフ ト ウェアをアップグレードするには、 システムを長時間オフラインにする必要があ り ます。

アップグレードを実行するには、 アクティブ スーパーバイザ エンジンを リセッ ト してから新しいバージ ョ

ンのソフ ト ウェアをロードする必要があ り ます。 その後、 アクティブ スーパーバイザ エンジンは、 ソフ ト

ウェア イ メージをスタンバイ  スーパーバイザ エンジンに同期します。システム全体をウォーム  ブートする

必要があるため、 これは通常、 定期的なダウンタイム時またはメンテナンス時に実行する必要があ り ます。

MSFC の Cisco IOS ソフ ト ウェアは、 この同期プロセスの一部ではない点にも注意してください。

スーパーバイザ エンジンのバージ ョニング機能

バージ ョニングは、 Cisco Catalyst OS ハイ  アベイラビ リ ティ機能の 2 つめの機能です。 これは、 スーパーバ

イザ エンジンを冗長構成にした場合に、 ハイ  アベイラビ リ テ ィ機能を有効にするこ とで動作します。 これ

によ り、 アクティブ スーパーバイザ エンジンと スタンバイ  スーパーバイザ エンジンで、互換性のある別々

のイ メージを実行できますが、デフォルトのスーパーバイザ エンジンのイ メージ同期プロセスは無効になり

ます。 この機能は、 ハイ  アベイラビ リ ティ機能のスーパーバイザ スイ ッチオーバーを使用するこ とで、 ソ

フ ト ウェア アップグレードを リ アルタイムに実行します。 これによ り、 デバイスを再起動しなくても Cisco
Catalyst OS ソフ ト ウェアをアップグレードできるだけでなく、ソフ ト ウェア アップグレードに失敗した場合

の予備と して、スタンバイ  スーパーバイザ エンジンで使用およびテス ト したバージ ョ ンの Cisco Catalyst OS
を保持するこ と もできます。どちらのスーパーバイザ エンジンでも、実行できるイ メージのバージ ョ ンに制

限はないため、 Catalyst OS イ メージのアップグレードまたはダウングレードが可能です。

2 つの異なるイ メージ バージ ョ ンが実行されている場合、 システムは互換性があるかど うかを判別します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ  スーパーバイザ エンジンは、イ メージ バージ ョ ン情報を

交換して、 2 つのソフ ト ウェア イ メージに互換性があるかど うかを判断します。 イ メージ バージ ョ ンは、互

換性あ り、 互換性なし、 またはアップグレード可能のいずれかと して定義されます。 互換性のあるバージ ョ

ンとは、異なるイ メージ間でステート フル プロ ト コル冗長性がサポート される という こ とです。アクティブ

スーパーバイザ エンジンの NVRAM に対する設定は、すべてスタンバイ  スーパーバイザに送信されます。2
つのバージ ョ ン間でプロ ト コル ステート  データベースを同期できない場合、 2 つの Cisco Catalyst OS バー

ジ ョ ンは互換性なし とな り ます。2 つのソフ ト ウェア イ メージに互換性がない場合は、 ソフ ト ウェア アップ

グレードのプロセスがシステムの動作に影響します （つま り、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーに

よる切り替え時間 ［1 ～ 3 秒］ よ り も時間がかかり ます）。 また、 NVRAM 設定の変更がスーパーバイザ エ
ンジン間で同期されません。 互換性のないバージ ョ ンの特別なケース と し て、 ア ッ プグレー ド可能

（upgradable） と呼ばれるものがあ り ます。 このケースでは、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スーパーバイザ スイ ッ

チオーバーは使用できませんが、 アクティブ スーパーバイザ エンジンの NVRAM の設定変更を、 スタンバ

イ  スーパーバイザ エンジンに同期させるこ とができます。 これが特別なケース と されるのは、2 つの異なる

ソフ ト ウェア バージ ョ ンを同期構成では実行できても、 フェールオーバーの機能がないためです。

Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェア イ メージに互換性がない場合、 ハイ  アベイラビ リティ  スイ ッチオーバーは実

行できません。 コマンド show system highavailability で動作ステータス出力をモニタし、 2 つの Cisco Catalyst
OS イ メージのハイ  アベイラビ リティ互換性を確認する必要があり ます。動作ステータスは ON または OFF で、

システム固有のステータス  メ ッセージが表示されます。 次の出力は、 ハイ  アベイラビ リティが有効で、 Cisco
Catalyst OS のバージ ョ ンにハイ  アベイラビ リティ互換性がある場合 （動作ステータス ：ON） を示しています。

Sup-A> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

通常は、 Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェアをアップグレードする場合にのみ、ハイ  アベイラビ リティ  バージ ョニ

ングを有効にするこ とを推奨します。通常の動作条件を維持するためには、 （ハイ  アベイラビ リティ  バージ ョ

ニングが無効になっている） 従来のイ メージ同期プロセスを実行する必要があり ます。 一般的に言えば、 ハイ

アベイラビ リティ互換イ メージは、 Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェアのメンテナンス  リ リースでのみ使用できま

す。 メンテナンス  リ リースは、バージ ョ ン 5.5.1 からバージ ョ ン 5.5.2 へのアップグレード といった差分機能更

新と、 バグ修正を含む新しいバージ ョ ンのソフ ト ウェアです。 メジャー リ リースは、 ハイ  アベイラビ リティ

互換ではあり ません。 リ リース  ノートには、 ハイ  アベイラビ リティ互換性のリ ス トが記載されています。
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Cisco Catalyst OS イメージのアップグレード手順

前述のよ うに、ハイ  アベイラビ リ ティ機能に関連するダウンタイムを 小限にするために、次の手順でソフ

ト ウェア アップグレードを実行するこ とを推奨します。 イ メージ間のハイ  アベイラビ リ ティ互換性は、 手

順の途中で判別されます。 MSFC はこの手順の影響を受けますが、 これについては 「MSFC のハイ  アベイラ

ビ リ ティ機能」 で説明します。

この例では、 スロ ッ ト 1 のスーパーバイザ エンジン （Sup-A） がアクティブ モード、 スロ ッ ト 2 のスーパー

バイザ エンジン （Sup-B） がスタンバイ  モードで開始されます。 この手順では、 両方のスーパーバイザでコ

ンソール接続を使用可能にするこ とを推奨します。

1. アクティブ スーパーバイザ エンジンのハイ  アベイラビ リ ティ機能を無効にします。

Sup-A> (enable) set system highavailability disable

この機能は、 デフォルトで無効になっています。

2. 新しい Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェア イ メージを、アクティブ スーパーバイザ エンジンのブート  フラ ッ

シュにロード します （スロ ッ ト 0、 Trivial File Transfer Protocol [TFTP; 簡易ファイル転送プロ ト コル ] な
どを経由）。

Sup-A> (enable) copy slot0:cat6000-sup2k8.7-2-2.bin bootflash:cat6000-sup2k8.7-2-2.bin

3. 新しいイ メージがアクティブ スーパーバイザ エンジンのブート  フラ ッシュに正常にロード されたこ と

を確認します。

Sup-A> (enable) dir bootflash:

4. 現在のブート変数を消去します。

Sup-A> (enable) clear boot system all

5. アクティブ スーパーバイザ エンジンのブート変数を、新しい Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェア イ メージに

設定します。

6. Sup-A> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2k8.7-2-2.bin

約 120 秒で、 アクティブ スーパーバイザ エンジンのブート  エン ト リ と して設定されたイ メージが、 スタン

バイ  スーパーバイザ エンジンのブート  フラ ッシュにコピーされます （これがイ メージの同期です） 。 これ

は、 Cisco Catalyst OS イ メージ ファ イルの内部 TFTP で、 完了まで数分かかり ます。 イ メージ ファ イルは、

ファ イル名の先頭に BTSYNC が付いており、 アクティブ スーパーバイザ エンジンの起動時イ メージから同

期されているこ とを示します。

7. 同期の完了後、新しいイ メージがスタンバイ  スーパーバイザ エンジンに存在し、 ブート変数が正し く設

定されているこ とを確認します。

Sup-A> (enable) dir 2/bootflash:

Sup-A> (enable) show boot 2

これで、 新しい Cisco Catalyst OS イ メージが両方のスーパーバイザ エンジンにロード されました。

8. アクティブ スーパーバイザ エンジンのハイ  アベイラビ リ ティ  バージ ョニングを有効にします。

Sup-A> (enable) set system highavailability enable

Sup-A> (enable) set system highavailability versioning enable

新しいソフ ト ウェアを実行するスタンバイ  スーパーバイザ エンジンがアクティブになる前に、 バージ ョニ

ングを有効にする必要があ り ます。 これによ り、 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンはスタンバイモード

を維持しながら、 新しいバージ ョ ンの Cisco Catalyst OS で再起動できます。

9. このアップグレード手順の目的は、 予備と して Cisco Catalyst OS の古いイ メージを使用できるよ うにす

るこ とです。現在アクティブなスーパーバイザ エンジンは、（不測の再起動後でも） 古いイ メージを保持

する必要があ り ます。 したがって、 アクティブ スーパーバイザ エンジンのブート変数を元の設定に変更

して、 ブート  フラ ッシュに保存するよ うにする必要があ り ます。

Sup-A> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2k8.old.bin

注 ： バージ ョニングが有効になっているため、 ブート変数を設定しても、 イ メージ同期は行われません。
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10. スタンバイ  スーパーバイザ エンジンを リセッ ト します。

Sup-A> (enable) reset 2

スタンバイ  スーパーバイザ エンジンはスタンバイ  モードのまま、 新しい Cisco Catalyst OS イ メージで再起

動します。 アクティブ スーパーバイザの動作には影響しません。

11. スタンバイ  スーパーバイザの再起動後、 新しい Cisco Catalyst OS イ メージが実行されているこ とを確認

します。

Sup-A> (enable) show module

スタンバイ  スーパーバイザ エンジンに新しいソフ ト ウェア バージ ョ ンが表示されます。 アクティブ スー

パーバイザ エンジンのバージ ョ ンとは異なっている必要があ り ます。

12. 2 つの異なる Cisco Catalyst OS イ メージにハイ  アベイラビ リ ティ互換性があるこ とを確認します。

Sup-A> (enable) show system highavailability

ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーを行うには、 ハイ  アベイラビ リ ティ機能の動作ステータスが ON
になっている必要があ り ます。 ON になっていない場合は、 システムを高速スイ ッチオーバー （非ステート

フル） でアップグレード し、 プロ ト コルを再開する必要があ り ます。

13. アクティブ スーパーバイザ エンジンを リセッ ト します。コマンド  ラインの動作を維持するために、コン

ソール接続をスロ ッ ト 2 のスーパーバイザ エンジン （Sup-B） に変更する必要があ り ます。

Sup-A> (enable) reset 1

こ う して、 スタンバイ  スーパーバイザ エンジンが （新しいソフ ト ウェアを実行する） アクティブ スーパー

バイザ エンジンとな り、 以前アクティブだったスーパーバイザ エンジンは再起動して、 スタンバイ  モード

で動作します。 このフェールオーバーによ り、 デバイスを通る ト ラフ ィ ッ クがわずかに中断されます。 影響

を受ける ト ラフ ィ ッ クの量は、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーまたは高速スイ ッチオーバーのど

ちらが行われるかによって異なり ます。

14. システムが予測どおりに動作しているこ とを確認します。 現在スロ ッ ト 2 のスーパーバイザ エンジンが

アクティブで、新しいバージ ョ ンの Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェアを実行しています。スロ ッ ト 1 のスー

パーバイザ エンジンはスタンバイ  モードで、前のバージ ョ ンのソフ ト ウェアを実行しています。これで、

以前の Cisco Catalyst OS イ メージを復元するための予備と して、 新しいスタンバイ  スーパーバイザ エン

ジンを使用できるよ うにな り ました。

15. システムが予測どおりに動作している場合、 スタンバイ  スーパーバイザ エンジン （現在は Sup-A） の起

動設定を更新する必要があ り ます。 これは、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンのバージ ョニン

グを無効にするこ とで実行できます。 これによ り、 イ メージ同期機能が自動的に有効になり ます。

Sup-B> (enable) set system highavailability versioning disable

Sup-B> (enable) reset 1

これで、 スーパーバイザ エンジンの Cisco Catalyst OS ソフ ト ウェア アップグレード手順が完了しました。

MSFC のハイ  アベイラビリテ ィ機能

MSFC ルーティング エンジンは、スーパーバイザ エンジンのオプシ ョ ンのドータカードで、MSFC と MSFC2
の 2 種類が使用できます （設定要件については、 MSFC のデータ  シート を参照）。 スーパーバイザ エンジン

を冗長化している場合、 MSFC ルーティング エンジンも冗長化するこ とができます。 したがって、 MSFC が

正常に動作するには、スーパーバイザ エンジンが正常に動作する必要があ り ます。スーパーバイザを リセッ

ト またはフェールオーバーする と、 MSFC ルーティング エンジンも リセッ ト されます。

Cisco Catalyst OS ハイ  アベイラビ リ ティ機能は、2 基のスーパーバイザ エンジン間のプロ ト コル ステート を

維持しますが、 デュアル MSFC は、 DRM および SRM 冗長モードで動作します。 どちらの MSFC 冗長モー

ドを実行する場合でも、 Cisco Catalyst OS ハイ  アベイラビ リ ティ機能を有効にするこ とを推奨します。
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デュアル ルータ  モード

DRM は、 スーパーバイザ エンジンまたは MSFC の冗長構成に対応した本来の MSFC 設定です。 このモード

では、 両方の MSFC がネッ ト ワーク上でアクティブなルータになり ます。 1 つのシャーシ内に 2 つのアク

ティブな MSFC が存在する という こ とは、 2 台のルータが別々に存在する という意味ではあ り ません。 実際

には、 次に詳し く説明するよ うに、 両方の MSFC をほぼ同じ構成にする必要があ り ます。 DRM の主要な考

え方は、 MSFC はそれぞれ別個に、 レイヤ 3 ネッ ト ワークを正確に描写する という こ とです。

DRM の動作

DRM の MSFC 間のフェールオーバー メカニズムは、 Hot Standby Routing Protocol （HSRP） です。 HSRP を使

用する と、 2 つの MSFC は内部通信を保持して、MSFC フェールオーバーに対応するこ とができます。HSRP
は、 初のホップのデフォルト  ゲート ウェイ冗長性が必要な VLAN ごとに、 両方の MSFC で設定する必要

があ り ます。 MSFC 間の内部 HSRP は、 ルーティング エンジン間で Hello メ ッセージを送信するこ とで、 物

理的に異なるデバイス間の HSRP と同じよ うに機能します。 HSRP の設定の詳細については、 『Cisco IOS
Software Configuration Guide』 を参照して ください。 URL は次のとおりです。

http://www/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/ip_c/ipcprt1/1cdip.htm

および

http://www/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_7_3/confg_gd/redund.htm

両方の MSFC に独立したルーティング テーブルがあるため、MSFC に障害が発生しても、必要なルーティン

グ プロ ト コル コンバージェンスはわずかです。 DRM を使用し HSRP タイマーを基準にするこ とで、 MSFC
フェールオーバーは、 LAN インターフェイスに対して 3 秒未満に設定できます。 このよ うにして、 MSFC の

レイヤ 3 フェールオーバーをスーパーバイザ エンジンのフェールオーバー時間に合わせるこ とができます。

それぞれの MSFC は、 も う一方の MSFC を継承する可能性があるため、 同じ設定を保持する必要があ り ま

す。 これは、 DRM を理解する上で非常に重要な点です。 インターフェイス、 アクセス  リ ス ト 、 ポ リ シー

ルーティングなどのコンフ ィギュレーシ ョ ン  パラ メータは、 両方の MSFC でまったく同じになるよ うに設

定する必要があ り ます。 IP アドレスや HSRP 設定などのネッ ト ワーク上で重複できないパラ メータのみが、

各 MSFC で異なる設定になり ます。

MSFC は、 PFCx 上の ASIC ハードウェアについて、一部の機能をプログラムします。 初にオンラインにな

る MSFC は 「指定ルータ」、 2 番めの MSFC は 「非指定ルータ」 とみなされます。 Supervisor Engine 1A シス

テムでは、 指定ルータ と非指定ルータの両方が、 レイヤ 3 エン ト リ をルーティング機能の PFC Netflow テー

ブルにプログラムするこ とができます。 Supervisor Engine 2 システムでは、 指定ルータのみがレイヤ 3 エン

ト リ を PFC2 の Cisco Express Forwarding テーブルにプログラムします。 Supervisor Engine 1A および 2 では、

すべてのルータ ACL とマルチキャス ト  シ ョート カッ トが指定ルータでプログラムされます。 したがって、

各 MSFC を同じ設定にするこ とが必須条件です。DRM の MSFC の設定が異なる と、フォワーディング ASIC
が誤ってプログラムされ、 予期しない動作が発生します。

MSFC 設定の同期

MSFC Cisco IOS ソフ ト ウェア リ リース 12.1(3a)E4 以降では、 config-sync と呼ばれる MSFC 冗長機能が使用

できるよ うになったため、 MSFC と MSFC2 の両方で冗長 MSFC の設定プロセスが合理化されました。 この

機能を使用する と、 2 つの MSFC の設定を簡素化して、 MSFC の設定を一致させるこ とができます。 メ イン

（プラ イマ リ ） MSFC と非メ イン （セカンダ リ ） MSFC 間のスタート アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンと実行

コンフ ィギュレーシ ョ ンの両方が同期されます。特に、 メ イン MSFC で write memory または copy <source>
startup-config コマンドが発行された場合、 両方の MSFC の NVRAM でスタート アップ コンフ ィギュレー

シ ョ ンが更新されます。 これによ り、 各コマンドを手動で 2 回入力しなくても、 メ イン MSFC と非メ イン

MSFC で同じ設定を保持するこ とができます。

http://www/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/ip_c/ipcprt1/1cdip.htm
http://www/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_7_3/confg_gd/redund.htm
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次のコマンドによ り、 MSFC config-sync が有効になり ます。

MSFC-Sup-15 (config)# redundancy

MSFC-Sup-15 (config-r)# high-availability

MSFC-Sup-15 (config-r-ha)# config-sync

config-sync を使用する と、 メ イン MSFC と非メ イン MSFC のすべての設定は、 メ イン MSFC の CLI を介し

て実行されます。 非メ イン MSFC の設定は、 alt キーワードを使用して実行されます。 config-sync が有効に

なっている場合、 これは非メ イン MSFC を設定する唯一の方法です。 次に例を示します。

MSFC-Sup-15 (config-if)# ip address a.b.c.1 x.x.x.0 alt ip address a.b.c.2 x.x.x.0

MSFC-Sup-15 (config-if)# standby 10 priority 100 alt standby 10 priority 50

コマンド構文は変わり ません。alt キーワードの前に示したコマンドは、スロ ッ ト 1 の MSFC に適用され、alt
キーワードの後ろに示したコマンドは、 スロ ッ ト 2 の MSFC に適用されます。 config-sync 機能は、一般的な

IP または IPX 設定でのみサポート されます。AppleTalk、DECnet などのコンフ ィギュレーシ ョ ン  パラ メータ

には、 対応する alt キーワード  オプシ ョ ンはあ り ません。

DRM の WAN インターフェイス

DRM では、 WAN モジュールの OSM （オプティカル サービス  モジュール） または FlexWAN インターフェ

イスは、 メ イン MSFC によってのみ管理されます。 config-sync 機能を有効にするまで、非メ イン MSFC 設定

には WAN インターフェイスが表示されないため、非メ イン MSFC では設定できません。スーパーバイザ エ
ンジンまたは MSFC のフェールオーバー時に新し く メ イン MSFC になる MSFC では、WAN インターフェイ

スが正し く設定されません。 このため、 WAN モジュールがインス トールされている場合は、 config-sync を

使用しない冗長スーパーバイザまたは MSFC 構成がサポート されていませんでした。MSFC config-sync 機能

を有効にするこ とで、 この制限はなくな り、 冗長スーパーバイザ構成で WAN モジュールがサポート される

よ うにな り ました。 config-sync が有効になっている場合は、 ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバー中に

WAN モジュールを リセッ ト しないでください。

DRM の課題

DRM は、 元々は MSFC 冗長性のオプシ ョ ンでした。 このソ リ ューシ ョ ンは、 MSFC 間でのステート フル レ
イヤ 3 フェールオーバーを可能にした点で非常に成功しましたが、ネッ ト ワークの設計と管理が複雑になり

ました。 次に、 DRM がレイヤ 3 冗長性の 適なソ リ ューシ ョ ンではない場合を 3 つ示します。

• 各 MSFC は、 VLAN インターフェイスごとに一意の IP アドレスが必要です。 DRM とデュアル シャーシを

使用する展開またはコア実装では、 大 5 つのルータ IP アドレスを VLAN ごとに割り当てる必要があり ま

す （4 つのルータ  アドレス と 1 つの HSRP アドレス）。 これによ り、 ルーティング プロ ト コル ネイバの数

も増えるため、 ルータの CPU への負荷が大き くなり ます。 こ ういった場合、 4 つのルータのアドレスを指

定して管理するという作業課題が、 冗長性の追加から得られる利点を上回ってしま う可能性があり ます。

• 複数の MSFC が同じイーサネッ ト  セグメン トに接続された冗長構成では、送信元から発信インターフェ

イスの受信側にマルチキャス ト  ト ラフ ィ ッ クを転送するのは 1 つの MSFC のみです。Protocol Independent
Multicast designated forwarder （PIM-DF） は、 共通 VLAN 内にデータを転送しますが、 非 PIM-DF も転送

されたマルチキャス ト  ト ラフ ィ ッ クを受信します。 この ト ラフ ィ ッ クは、 間違ったインターフェイスに

着信しており、 Reverse Path Forwarding （RPF） チェ ッ クに失敗するため、 冗長 MSFC （非 PIM-DF） は、

この ト ラフ ィ ッ クを廃棄する必要があ り ます。 RPF チェッ クに失敗する ト ラフ ィ ッ クは、 非 RPF ト ラ

フ ィ ッ ク と呼ばれます。 通常、 ルータは非 RPF ト ラフ ィ ッ クを効率的に処理できません。 DRM の場合

は、各 VLAN で少なく と も 1 台のルータ （も う一方の MSFC） がこの非 RPF ト ラフ ィ ッ クを受信します。

• お客様の多くが、両方の MSFC で正確なコンフ ィギュレーシ ョ ン  パラ メータを設定するための要件がわ

かりにくいと感じています。 大量の Cisco IOS コンフ ィギュレーシ ョ ン ファ イルを処理する場合は、 す

べてのコンフ ィギュレーシ ョ ン  パラ メータを同じ設定にするための労力が課題となり ます。 このプロセ

スを簡素化するために、 config-sync などの拡張機能が開発されていますが、 まだ拡大していません。
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以上のよ うな例では、 SRM が使用できます。

シングル ルータ  モード

SRM は、 シャーシ内のアクティブなルータが 1 つのみのシステムで、 冗長スーパーバイザ エンジンまたは

MSFC を実装しよ う と考えているお客様向けのオプシ ョ ンです。SRM では、スーパーバイザ エンジンで Cisco
Catalyst OS のレイヤ 2 およびレイヤ 4 冗長性を使用しながら、レイヤ 3 冗長性にも効率的にアプローチでき

ます。 ソフ ト ウェアの 小要件は、 MSFC 対応の Cisco Catalyst OS 6.3.1 および Cisco IOS ソフ ト ウェア リ
リース 12.1(8)E2 です。

SRM は DRM を改良したものです。 特に、 SRM には次のよ うな利点があ り ます。

• IP アドレス指定およびルーティング プロ ト コル ネイバ関係におけるレイヤ 3 の複雑さを軽減します。

• 同じセグメン ト上に 2 つのアクティブなマルチキャス ト  ルータが存在する非 RPF ト ラフ ィ ッ クの問題を

解決します （SRM の場合、 シャーシ内にはアクティブなルータが 1 つしかないため）。

• 1 つの CLI から 1 つのコマンド  セッ ト を入力するだけでアクティブ ルータに適用されるため、簡単に設定

ができます。これによ り、両方の MSFC が同じ設定になっているかど うかを確認する必要がなくなり ます。

次のコマンドによ り、 SRM が有効になり ます。

MSFC-Sup-15 (config)# redundancy

MSFC-Sup-15 (config-r)# high-availability

MSFC-Sup-15 (config-r-ha)# single-router-mode

SRM の動作

このモードでは、 ネッ ト ワークで常に確認できるのは指定ルータのみです。 非指定ルータは起動後、 指定

ルータ とまったく同じ設定を保持します （SRM がアクティブな場合、 設定は自動的に同期されます）。 ただ

し、 非指定ルータのインターフェイスは回線ダウン状態のままなので、 ネッ ト ワークでは確認できません。

非指定ルータでもルーティング プロ ト コル プロセスが作成されますが、 すべてのインターフェイスが停止

しているため、 ネッ ト ワークからの更新の送受信は行われません。 これは、 次に示す Cisco Catalyst OS のコ

マンド ラ インから確認できます。 スロ ッ ト 2 のスーパーバイザ エンジンと MSFC の両方が、 スタンバイ と

して表示されるこ とに注意して ください。

SRM> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  standby

SRM設定で指定ルータに障害が発生した場合、も う一方の MSFC が非指定ルータから指定ルータに変わり ます。

この新しい指定ルータは、 インターフェイス状態を リ ンクアップに変更して、 ルーティング テーブルの作成を

開始します。 その結果、 コン ト ロール プレーンのフェールオーバー時間は、 ルーティング プロ ト コルの設定お

よび複雑度に比例します。ただし、PFCx にはレイヤ 3 フォワーディング エン ト リが存在しているため、 これを

使用してハードウェア パス内のルーテッ ド  ト ラフ ィ ッ クが転送されます。Catalyst OS のハイ  アベイラビ リティ

機能は、 フェールオーバー後もこのフォワーディング情報を保持するために使用されます。 これによ り、 レイ

ヤ 3 コン ト ロール プレーンのコンバージェンス時に、レイヤ 3 データ  プレーン ト ラフ ィ ッ クへの影響を 小限

に抑えるこ とができます。MSFC でルーティング テーブルが作成されると、PFCx 内のエン ト リ を更新できます。

Cisco Catalyst OS バージ ョ ン 12.1(11b)E 以降には、 Supervisor Engine 2/PFC2 で SRM を実行するための移行タ

イマー機能があ り ます。このタイマーは、新しい指定ルータが、新しいハード ウェア Cisco Express Forwarding
エン ト リ を PFC2 にダウンロードするまでの待機時間を設定します。ルーティング コンバージェンス時間の

差異によ り、 デフォルトの 120 秒では、 PFC2 ハードウェアをプログラムする前にコンバージェンスが完了

しない可能性があ り ます。

2. この機能は、 Supervisor 1A/PFC/MFSCx には適用されません。 これは、 PFC がフローベースのフォワーディング アーキテクチャを使用
しており、 新しいフローは 初にすべて、 MSFCx ソフ ト ウェア パスに送信されるためです。
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MSFC が指定ルータかど うかに関係なく、指定ルータには同じ IP アドレス と MAC（メディア アクセス制御）

アドレスが使用されます。指定ルータ と して選択された MSFC は、非指定ルータである MSFC にデフォルト

の MAC アドレスを送信します。 その後非指定ルータで作成されるすべてのインターフェイスは、 ユーザが

異なる MAC アドレスを明示的に設定していなければ、 この MAC アドレスを使用します。

起動時に、 2 つの MSFC は 「ハンドシェイ ク」 プロセスを実行します。 このプロセスは 1 分ほどで、 SRM
モードが開始する前に行われます。

重要 ： ハンドシェイ ク  プロセス中に非指定ルータの設定を変更しないでください。

次のコマンドを使用して、 SRM が有効になっているかど うかを確認できます。

SRM# show redundancy 

Designated Router: 1 Non-designated Router: 2

Redundancy Status: designated

Config Sync AdminStatus  : enabled

Config Sync RuntimeStatus: enabled

Single Router Mode AdminStatus  : enabled

Single Router Mode RuntimeStatus: enabled

Single Router Mode transition timer : 120 seconds

SRM の設定の詳細については、 『Cisco Catalyst OS configuration guide』 の 「MSFC Redundancy-Single Router
Mode Redundancy」 を参照してください。 URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_6_3/confg_gd/redund.htm

SRM の WAN インターフェイス

MSFC の設定は、 SRM に固有の部分と して同期されるため、 SRM に設定された冗長スーパーバイザ エンジ

ンまたは MSFC では、 すべての OSM および FlexWAN WAN モジュールがサポート されます。 DRM と同様

に、指定ルータが WAN インターフェイスを管理します。インターフェイスは指定ルータで完全に設定され、

その設定が非指定ルータに同期されます。 フェールオーバーの場合は、 MSFC が指定ルータになり次第、 そ

の新しい指定ルータが WAN インターフェイスの所有権を獲得します。 また、 WAN モジュールはハイ  アベ

イラビ リ ティ  スイ ッチオーバー時にはリ ロードできません。 SRM が有効になっている場合、 MSFC フェー

ルオーバーをサポートするために WAN インターフェイスで手動の設定を行う必要はあ り ません。

SRM の設定および変換の手順

コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドでは、 SRM の設定、 DRM から SRM への変換、 および SRM が有効になっ

ている場合のソフ ト ウェア アップグレードについて詳し く説明しています。 新の推奨手順については、次

の URL を参照してください。

「SRM 冗長性の設定」

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_configuration_guide_chapter09186a00800c65b6.html#1071789

「SRM が有効な場合のイ メージのアップグレード」

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_configuration_guide_chapter09186a00800c65b6.html#1071832

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_6_3/confg_gd/redund.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_configuration_guide_chapter09186a00800c65b6.html#1071789
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_configuration_guide_chapter09186a00800c65b6.html#1071832
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SRM と IP マルチキャスト

SRM では、 非指定ルータの VLAN インターフェイスは 「ダウン」 状態です。 フェールオーバー後も、 フォ

ワーディング ステートの物理インターフェイスが、少な く と も 1 つ VLAN に接続されているこ とをスーパー

バイザ エンジンが確認するまで、 これらのインターフェイスは 「アップ」 状態になり ません。 この中断によ

り、スーパーバイザ エンジンでは PFCx 内のすべてのマルチキャス ト  エン ト リが削除され、マルチキャス ト

フォワーディングが中断します。 Cisco Catalyst OS リ リース 7.1 では、 当初の SRM 実装の拡張機能と して、

IP マルチキャス トのステート フル冗長性をサポート しています。Cisco Catalyst OS バージ ョ ン 7.1 で SRM が

有効になっている場合は、 フェールオーバー中もマルチキャス ト  フローが保持されます。

スーパーバイザと MSFC フェールオーバーのテスト

ハイ  アベイラビ リ ティ  スイ ッチオーバーを試行して、 対応するフェールオーバー時間を記録するためのテ

ス ト環境が設定されました。テス ト構成には、Cisco Catalyst OSバージ ョ ン7.2.2を実行するデュアルSupervisor
Engine 2 ライン  カード、または Cisco IOS ソフ ト ウェア リ リース 12.1(11b)E4 を実行する MSFC2 ハードウェ

アを搭載した 1 台の Cisco Catalyst 6509 シャーシが組み込まれました。 このテス トは、 基本的で簡単なデモ

と して実行されました。テス トの方法と しては、スイ ッチに直接接続された 2 つのエンド  デバイス間で ping
を実行しました。 あらゆる例において、 使用する各ポートでスパニングツ リーが有効に設定されました。 テ

ス トは、スイ ッチ スーパーバイザ エンジンのリセッ トによって開始されました。各例は 8 回テス ト され、結

果の平均値が計算されました。

レイヤ 2のフェ ールオーバー

同じ VLAN 内の 2 つのエンド  ステーシ ョ ン間のレイヤ 2 ト ラフ ィ ッ クの場合、 フェールオーバーの結果、 1
つまたは 2 つの ping がタイムアウ ト しました （フェールオーバー時間は約 1 ～ 2 秒）。

注 ： このテス トは、 MSFC のないスーパーバイザ エンジンでも実行できます。

レイヤ 3のフェ ールオーバー

レイヤ 3 ト ラフ ィ ッ クの場合、 単一の Cisco Catalyst 6500 シ リーズのスーパーバイザまたは MSFC のフェー

ルオーバーを、 初は DRM 設定、 次は SRM 設定で測定するために、 共通のテス ト環境が設定されました。

2 つの ping 送信デバイスは、 別々の VLAN に配置されました。 基本的なソフ ト ウェア設定によ り、 Cisco
Catalyst OS のハイ  アベイラビ リ ティ機能が有効化され、続いて MSFC2 の Cisco IOS ソフ ト ウェアの DRM ま

たは SRM 冗長性が有効化されました。 完全な設定を次に示します。

SRM
hostname SRM

!

redundancy

high-availability

single-router-mode

!

interface Vlan20

ip address 10.20.1.3 255.255.255.0

no ip redirects

!

interface Vlan30

ip address 10.30.1.3 255.255.255.0

no ip redirects

!

end
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DRM
hostname DRM

!

redundancy

high-availability

config-sync

!

interface Vlan20

ip address 10.20.1.3 255.255.255.0 alt ip address 10.20.1.2 255.255.255.0

standby ip 10.30.1.4

standby priority 100 alt standby priority 50

no ip redirects

!

interface Vlan30

ip address 10.30.1.3 255.255.255.0 alt ip address 10.30.1.2 255.255.255.0

standby ip 10.30.1.4

standby priority 100 alt standby priority 50

no ip redirects

!

end

DRM の場合、 フェールオーバーの平均時間は 2.56 秒でした。 SRM の場合、 フェールオーバーの平均時間は

2.31 秒でした。 DRM と SRM ではいずれも、 ハード ウェア フォワーディング テーブルにレイヤ 3 フォワー

ディング エン ト リが保持される点に注意して ください （Cisco Catalyst OS ハイ  アベイラビ リ ティ機能の 1
つ）。 異なるのは、 DRM がシャーシに 2 つのアクティブなルータを使用し、 SRM は 1 つのルータのみを使

用する点です。 したがって、 SRM ではソフ ト ウェアのルーティング テーブルの再計算が必要ですが、 DRM
では不要です。 ただしどちら も、 レイヤ 3 ト ラフ ィ ッ クのフェールオーバー時間には直接影響しません。

2 番めのテス トでは、一方のワークステーシ ョ ンで FTP （ファ イル転送プロ ト コル） ク ラ イアン ト を実行し、

も う一方で FTP サーバを実行しました。 通常の動作では、 レイヤ 3 でスイ ッチを介して 10 MB のファイル

を転送するのに平均 16 秒かかり ました。 この同じ FTP セッシ ョ ン中にスーパーバイザ スイ ッチオーバーが

行われる場合、転送時間は平均 18 秒になり ます。スイ ッチオーバー中の FTP 転送の差異はわずか 2 秒です。

この例は、 実際の TCP アプリ ケーシ ョ ンのデモに使用されています。

3 番めのテス トでは、 Cisco Catalyst 6500 シ リーズに接続された IP フォンを使用して、 ローカル IP フォンと

リモート IP フォンの間に IP フォン コールを確立しました。 Cisco Catalyst OS ハイ  アベイラビ リ ティ機能が

有効になっているため、 スーパーバイザ エンジン スイ ッチオーバーが開始されました。 IP フォン コールは

スイ ッチオーバー中も保持され、 話者が気付いた中断はご くわずかでした。 これは、 Cisco Catalyst 6500 が、

ネッ ト ワークのすべてのレイヤにハイ  アベイラビ リ ティ機能を提供できる という実例を示しています。

通常の目的では、実際の使用例のほとんどにおいて、レイヤ 2 およびレイヤ 3 のステート フル スーパーバイ

ザ エンジン スイ ッチオーバーは、 3 秒以内に行われるよ うになっています。

冗長電源装置

この文書の作成時点で、 Cisco Catalyst 6500 シ リーズは、 1000 ワッ ト （6 スロッ ト  シャーシのみ）、 1300 ワッ

ト、 2500 ワッ ト、 または 4000 ワッ トの電源装置を装備できます。 また、 ソフ ト ウェアを介して詳細な電源設

定を行うために、 電源冗長機能を使用するこ と もできます。 デフォルトでは、 電源冗長性 （またはロードシェ

ア リ ング） 機能が有効になっています。 2 つの電源装置が設置され、 電源冗長性が有効になっている場合、 2
つの装置から出力される電力の合計が 1 つの装置の容量を超えるこ とはあり ません。一方の電源装置に障害が

発生した場合、 も う一方の電源装置が負荷を継承するため、 システムの電力が中断するこ とはあり ません。 電
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源冗長性が無効になっている場合、 システムで使用できる電力は、電源装置の電力を組み合わせたものになり

ます。 この構成では、 一方の装置に障害が発生した場合、 システムはすべてのモジュールに十分な電力を供給

できなくなる可能性があり ます。 電源冗長性を有効または無効にするには、 次のコマンドを使用します。

Sup-A> (enable) set power redundancy enable | disable

ラ イン カードご とに電力要件が異なるため、 シャーシごとに電力要件も異な り ます。 ユーザ ガイ ドには、

Cisco Catalyst 6500 シ リーズの電力要件が記載されており、 各ライン カードの電力要件を理解するのに役立

ちます。 これらの要件については、 次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/6000hw/inst_aug/02prep.htm

結論

Cisco Catalyst 6500 シ リーズのハイ  アベイラビ リ ティおよび冗長性機能によ り、 非常に信頼性の高いスイ ッ

チングおよびルーティング プラ ッ ト フォームが提供されます。スーパーバイザ エンジンの二重化、ルーティ

ング エンジンの二重化、 スイ ッチング ファブ リ ッ クの二重化、 および電源装置の二重化など、 ハード ウェ

アの冗長性によ り、 ネッ ト ワークに起こ り得るダウンタイムが短縮されます。 Cisco Catalyst OS のハイ  アベ

イラビ リ ティ機能や、MSFC フェールオーバーの DRM または SRM オプシ ョ ンといったソフ ト ウェアの冗長

性機能は、 このハード ウェアの冗長性に基づいており、非常に安定した運用環境を実現します。システム  パ
フォーマンスおよびインテ リジェン ト なネッ ト ワーク  サービスに加えて、これらの機能を組み合わせるこ と

で、 Cisco Catalyst 6500 シ リーズは他の追随を許さない製品となっています。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/6000hw/inst_aug/02prep.htm
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