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1 - エグゼクティブ サマリー 

Miercom は、シスコとの契約に基づき第三者機関として、新しい Catalyst 9000 スイッチのパ

フォーマンスと機能の設定、運用、検証を行いました。テスト対象になった Catalyst 9300、
9400、9500 スイッチは、次世代の Cisco Catalyst スイッチを代表する製品です。このレポート

ではソフトウェア定義型アクセス（SD-Access）の詳細には触れていませんが、Catalyst 9000 ス
イッチがシスコの SD-Access ソリューション向けの最良のプラットフォームであることは確かです。 

今回は、以下の複数の領域に関してテストしました。 
• 高可用性：データ ポートの StackWise Virtual プーリング、グレースフル挿抜（GIR）、ソフ

トウェア メンテナンス アップグレード（SMU）などの新機能のテスト。 
• セキュリティとプログラミングのサポート：信頼性の高い最新のシステム保護、プラット

フォームのモデル駆動型テレメトリとアプリケーション ホスティングの評価。 
• 基本操作と使いやすさ：RFID を利用したインベントリのシンプル化、デバイスの場所を特

定する「ブルー ビーコン」、ブートアップ時間の短縮など、Catalyst 9000 スイッチの新た

な特徴の確認。 

主な結果と所見： 

• 強固なソフトウェア：  長年 Catalyst 3850 で動作してきた、実績のある Cisco IOS XE オ
ペレーティング システムが、テスト対象の Catalyst 9000 モデルでも完全に機能しました。

Catalyst 9300 では、Catalyst 3850 のアップリンク モジュール、電源装置、ファン、ケー

ブルもサポートされています。 

• スイッチの高度な耐障害性：ステートフル スイッチオーバー（SSO）やノンストップ フォ

ワーディング（NSF）など、1 秒未満でフェールオーバー可能な高可用性（HA）機能を検証

し、Catalyst 9000 モデルの新しい HA 機能を確認しました。新機能としては、グレースフ

ル挿抜（GIR）やインサービス ソフトウェア パッチ適用などがあります。追加機能としては、

スイッチ動作中の電源装置やファンの活性挿抜が挙げられます。これはアップリンク モ
ジュールでも可能です（FRU/OIR）。 

• クラス最高レベルのスタック サポート：  冗長電源と共有電源オプションの他に、スタック 
スイッチでは最大 480 Gbps までスイッチ帯域幅を集約できます。またデータ ポートを結

合することで単一の仮想スイッチの構築も可能です。StackPower では、冗長性とロード 
シェアリングを目的とした、スタック メンバー間での電源のプーリングが可能です。 
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• その他の新機能：  収集されたデータは、ストリーミング テレメトリを使用

することで、HTTP 経由で継続的にほぼリアルタイムで配信できます。さ

らに、RFID によってスイッチのインベントリが大幅に容易になり、新しい

「ブルー ビーコン」を利用することで特定のスイッチやスイッチ モジュー

ルを見つけやすくなっています。ETA（暗号化トラフィック分析）によってセ

キュリティ機能が強化され、暗号化されたトラフィックを復号することなくマ

ルウェアを検出できるようになりました。また 256 ビットの AES MACSEC 
暗号化が、速度を問わずあらゆるポートで可能になっています。Catalyst 
9000 スイッチでは、コンテナまたは仮想マシンでのアプリケーション ホス

ティングを、スイッチで直接、あるいは Netconf/YANG プログラマブル イ
ンターフェイスを使用して実行できます。 

 
Miercom はこのテスト結果と、重要な各種新機能を高く評価

し、シスコの新しい Catalyst 9000 スイッチに Miercom 
Performance Verified Certification を授与します。 

ロバート・スミサーズ 

CEO 
Miercom 
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2 - テスト対象製品  
シスコは、ネットワーク収束、比類ない耐障害性、事実上侵害が不可能なセキュリティに向けた最新の

成果として、新たに Catalyst 9000 スイッチを開発しました。テスト対象とした各スイッチ モデル（スタッ

カブルな Catalyst 9300、モジュラ型シャーシの Catalyst 9400、アグリゲーション/コア向けの Catalyst 
9500）は、すべて共通の ASIC（特定用途集積回路）である UADP（ユニファイド アクセス データ プレー

ン）2.0 を利用して構築されています。これらのスイッチでは、すべての Catalyst 9000 ファミリ製品に対

応する単一のバイナリ イメージを使用し、オペレーティング システムは Cisco IOS XE 16 が動作してい

ます。今回のテストでは Cisco IOS XE バージョン 16.6.1 を使用しました。 
 

Catalyst 9300 

Catalyst 9300 モデルでは最大 8 台のスイッチのスタッ

クが可能で、さまざまな冗長性オプションも用意されて

います。また、最大 384 個の Power over Ethernet
（PoE）アクセス ポートと、480 Gbps のローカル スタッカ

ブル スイッチ帯域幅を利用できます。StackPower を使

用した電源スタックにより、メンバー間の電源のプーリ

ングが容易になり、冗長性と効率性が確保されます。

SD-Access ファブリックには Wi-Fi サポートが統合され

ており、有線およびワイヤレス エンドポイントに一貫性

のあるポリシーを適用することができます。 

9300 モデルでは、40 G、10 G、mGig、1 G などの多様なアップリンク モジュールにより、最大 48 個の 
UPoE/PoE/データ/mGig ギガビット イーサネット ポートがサポートされています。アップリンク モジュー

ル、電源装置、スタック ケーブル、電源スタック ケーブルに互換性があるため、従来モデルである 
Catalyst 3850 から Catalyst 9300 に簡単に移行できます。 
 

Catalyst 9400 

Cisco Catalyst 9400 スイッチには、下の写真に示すように 7 スロットと 10 スロットの 2 つのシャーシ 
オプションがあり、銅線、mGig、光ファイバなどの多様なライン カードを装着できます。このシステムで

は、それぞれ 5 枚または 8 枚のライン カードがサポートされています。最大 392 ポート（10 スロット 
シャーシ）まで拡張可能な共通のアーキテクチャを採用しています。 

 

 

 

 

 

出典：シスコ 

出典：シスコ 
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Catalyst 9400 シャーシには、下の写真に示すように効率的な側面エアーフローが採用されており、

スーパバイザ、ライン カード、電源、ファン トレイなどのすべてのリムーバブル コンポーネントを前面か

ら扱うことができます。このシャーシでは、ファン トレイを背面から扱うことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の新機能として、Catalyst 9400 シリーズのシャーシ、スーパバイザ モジュール、ライン カード、

電源装置、ファン トレイにはすべて RFID タグが組み込まれており、市販の RFID リーダーを使用して

簡単に資産や在庫を管理できます。このレポートでは、このような Catalyst 9400 シリーズの各種の新

機能について詳細に説明します。 

 

Catalyst 9500 

Catalyst 9500 コア/アグリゲーション レイヤ スイッチには 3 つのモデルがあります。下の写真の固定

構成モデルでは、24 X 40 Gb QSFP+ 光ファイバ ポートがサポートされています。 

 
 

 

固定構成モデルには下に示す少ポート バージョンもあり、12 X 40 Gb QSFP+ 光ファイバ ポートをサ

ポートしています。 

 

 
 

下の写真の第 3 のモデルでは、40 X 10 Gb SFP/SFP+ ポートがサポートされており、8 X 10 Gb 
SFP/SFP+ または 2 X 40 Gb QSFP+ アップリンク モジュールのいずれかを使用できます。 

 

出典：シスコ 

出典：シスコ 

出典：シスコ 

出典：Miercom 
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3 - テスト環境：テスト方法 

テスト対象の機能の特性を考慮して、2 つの異なるテスト環境を使用しました。第 1 のテスト環境は

「StackWise Virtual」トポロジです（図を参照）。このトポロジは Catalyst 9300 および 9400 アクセス ス
イッチと、9500 コア/アグリゲーション スイッチで構成されています。スイッチはすべて、レイヤ 2 または

レイヤ 3 マルチパス テクノロジーである Multichassis EtherChannel（MEC）と呼ばれるフェールオー

バー/冗長/代替ルート リンク経由で接続されています。 

Spirent テスト システムですべてのトラフィックを生成し、得られたデータを分析しました。テストでは 
Spirent テスト ソフトウェア バージョン 4.53 を実行しました。ただしセクション 4 で説明しているマルチ

ギガビット テストについてのみ、Spirent テスト ソフトウェア バージョン 4.73 を実行しました。 

 

Miercom「StackWise Virtual」テスト環境トポロジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

このテスト環境は、次に示す Catalyst 9000 の機能の実行と評価に使用されました。 

• RFID 
• ブルー ビーコン 
• ブート時間短縮 

 

• 活性挿抜（OIR） 
• マルチギガビット（mGig）

サポート 
• StackWise Virtual 

• StackWise-480 
• StackPower* 
• ステートフル スイッチ

オーバー（SSO）** 
 

出典：Miercom 

スイッチ間リンク

は 10 ギガビット 

 
Cisco Catalyst 9000 スイッチ 7 DR 171114H 
Miercom Copyright © 2018  2018 年 1 月 31 日 



 

* StackPower のテストでは、最新の Cisco IOS XE バージョン 16.6.2 を使用しました。その他のすべてのテストで

は Cisco IOS XE 16.6.1 を使用しました。 

** Catalyst 9400 のステートフル スイッチオーバー（SSO）でも 16.6.2 ソフトウェアを使用しています。 

第 2 のテスト環境は「ルーテッド アクセス」トポロジです（下の図を参照）。このテスト ケースでは、アク

セスと中間アグリゲーション用に Catalyst 9300 モデルが導入され、コア用に 2 台の Catalyst 9500 モ
デルが導入されました。また全体を通じて代替/フェールオーバー リンクが使用されました。 

 

Miercom の「ルーテッド アクセス」テスト環境トポロジ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このテスト環境は、次に示す Catalyst 9000 の機能の実行と評価に使用されました。 

• Web UI 
• ストリーミング テレメトリ 
• ソフトウェア パッチ 

• グレースフル挿抜（GIR） 
• 信頼できるシステム 
• アプリのホスティング 

• MACsec 
• プログラミング

（Python/Netconf/Yang） 

これらの機能のテスト結果については、以下の各セクションでそれぞれ詳細に説明します。 

  

出典：Miercom 
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4 - 基本操作と使いやすさ  

このカテゴリでは、Catalyst 9000 ファミリの新機

能と、新しい Catalyst 9000 スイッチに最近導入

されたその他の主要な機能を実行し、それらが

適切にサポートされているかどうかを検証しま 
した。 

この「基本操作と使いやすさ」セクションでは、 
次のことを調査しました。 

• マルチギガビット（mGig）接続  
• ブート時間短縮 
• RFID 
• ブルー ビーコン 
• Web UI 

 

マルチギガビット（mGig）接続 

Catalyst 9000 デバイスではマルチギガビット テ
クノロジーがサポートされており、8 芯カテゴリ 
5e（Cat 5e）およびそれ以上（Cat6 および 6a）の 
UTP ケーブル配線で、最大 10 Gbps のデータ 
レートが実現されます。ケーブル タイプ、設置状

況、距離に応じて、データ レートは 100 Mbps、 
1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps、10 Gbps がサポー

トされます。一般的に、Cat 5e ケーブル配線では

最大速度 5 Gbps がサポートされ、Cat 6 と Cat 
6a では最大 10 Gbps がサポートされます。 

Catalyst ファミリでは、新たに 48 mGig ポートが

サポートされます。 

 
Catalyst 9000 mGig モデルを使用して、Cat 5e 
および Cat 6a ケーブルで mGig 接続をテストし

ました。また Spirent Test Center を使用し、

mGig カードのライン レートと Spirent 双方向出

力を 1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps、10 Gbps に合

わせて変えながら、テストを実施しました。各テス

トは 2 分間実行されました。その結果、どのテス

トでもドロップされたパケットはありませんでした。 

ブート時間短縮 

従来は、Linux ベースの Cisco IOS XE オペレー

ティング ソフトウェアであっても、Catalyst スイッ

チのブートまたはリブートには時間がかかってい

ました。シスコのソフトウェア エンジニアは、新し

い Catalyst でブート時間の短縮に取り組み、一

定の成果をあげました。 

今回のテストでは reload コマンドを使用して 
Catalyst 9500 スイッチを再起動し、システムが

完全にリブートされるまでの時間を慎重に測定し

ました。リブートの合計所要時間は 3 分 18 秒で

した。これは従来の Catalyst のリブート時間に

比べて著しく短い時間です。 

このブート時間の短縮は、テスト対象のすべての 
Catalyst 9000 スイッチ（Catalyst 9300、9400、
9500）について検査され、確認されました。 
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RFID 

エンタープライズ キャンパス ネットワークでは、

何十、何百もの Catalyst スイッチを使用すること

も珍しくありません。そのため大規模なエンター

プライズ ネットワークでは、インベントリ管理に非

常に時間がかかっています。各デバイスのラベ

ル付けやデータベース内の各項目の入力と管理

を含め、多くの手作業が必要になり、ミスも発生

しやすくなります。 

その多数の重要なネットワーク コンポーネントの

トラッキングが、簡単にできるようになりました。

Catalyst 9000 製品ラインで新たに導入されたシ

スコのソリューションでは、198 ビットでエンコード

されたパッシブ  RFID タグである  SGTIN
（Serialized Global Trade Item Number; 個別商

品識別コード）が Catalyst 9000 シャーシ、スー

パバイザ、ライン カード、電源装置、ファン トレイ

に備えられています。 

これらの RFID タグは、以下の写真のような市販

の RFID リーダーで簡単に読み取れ、インベント

リ データベースにインポートすることができます。

RFID タグはコンポーネントと一体になっており、

簡単には外れません。こうしたパッシブ RFID タ
グは RFID リーダーからの信号によって動作する

ため、リーダーで読み取るための電源を追加す

る必要はありません。また RFID タグを読み取る

ために、デバイスやモジュールに電源を供給す

る必要もありません。 

 

RFID タグには、シリアル番号、製品 ID、製造日

など、関連するすべてのデバイス情報が含まれ

ています。さらに、Cisco RFID では 240 ビットの

ユーザ パーティションを使用できるため、インベ

ントリ番号や顧客が指定したその他のデータを、

パスワードで保護して保存することができます。 

RFID 機能のテストは、Catalyst 9400 機器をス

キャンして実施しました。約 6 フィート（1.8 m）離

れて RFID スキャナのトリガーを引くと、すべての

機器インベントリ コードがスキャナに表示され、

互換性のあるデータベースにロードすることがで

きました。 

  

この  RFID スキャナで、Catalyst 
9400 デバイスのすべての ID デー

タを 10 フィート（約 3 m）離れた場

所から取得できました。 

出典：Miercom 

Cat    
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ブルー ビーコン 

大規模なエンタープライズ ネットワークでトラブ

ルシューティング、設定、または機器の移動を行

う場合には、ラック マウントでもマルチスロット 
シャーシ内のコンポーネントであっても、デバイス

を正確に特定するのがむずかしい場合がありま

す。数回テストを行い、そのたびにオペレータが、

該当のデバイスの場所が特定されていることを、

管理コンソールでチェックする場合もあります。 

この問題を解決するために、シスコは新しい 
Catalyst 9000 スイッチ ファミリの全製品に、明る

い青色 LED を取り付けました。この「ブルー ビー

コン」という青色 LED は、コンソール コマンドを

使用してすべてのコンポーネントのオン/オフを

切り替えることができます。一部のコンポーネン

トでは、物理的に押して切り替えることもできま

す。オンにすると、マシンの Syslog に情報メッ

セージが繰り返し表示されます。LED をオフにし

た場合にもメッセージが表示されます。 

この LED は装置ラックの各ラックの端からも見え

るため、特定のデバイスまたはコンポーネントを

すばやく見つけることができます。モジュラ型 
9400 スイッチでは、ファン トレイ、スーパバイザ、

ラインカード モジュール、電源装置に、それぞれ

指定可能なブルー ビーコンが装備されています。 

 

簡単なコマンド ライン ダイアログで、ブルー ビー

コンのオン/オフを切り替えることができます。 
Catalyst 9300 スイッチ（スタックのスイッチ 1）の
ブルー ビーコンのステータスをチェックし、ビーコ

ンをオンにするコマンドは次のとおりです。 
 

C9300#show hardware led | incl BEACON 
BEACON: BLACK 

C9300#conf t 
C9300(config)# 

C9300(config)#hw-module beacon on switch 1  
C9300#show hardware led | incl BEACON 

BEACON: BLUE  

 

このダイアログは、Catalyst 9400 モジュラ型

シャーシのモジュール（この場合はファン トレイ）

でも同様です。 

 
C9400#hw-module beacon fan-tray ? 

 off  Turn off  
 on   Turn on 

C9400#hw-module beacon fan-tray on 
C9400#show hardware led | incl FANTRAY 
BEACON 

 FANTRAY BEACON: BLUE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catalyst 9300 ブルー ビーコンがオフ 
出典：シスコ 

Catalyst 9400 ブルー ビーコンがオン：

ファン トレイ 

出典：シスコ 

出典：シスコ 

Catalyst 9300 ブルー ビーコンがオン 
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Web ユ ーザ  イ ン タ ー フ ェ イス

（WebUI） 

Catalyst 9000 スイッチは、IOS コマンド ラインを

使用する代わりに、グラフィカルな Web ユーザ 
インターフェイス（WebUI）で管理することもでき

ます。これは以前のバージョンの Cisco IOS XE 
で初めて導入されたものです。WebUI では、IOS 
コマンド ラインに詳しくなくても、さまざまなスイッ

チ設定やモニタリング操作を行うことができるた

め、デバイスの導入が容易になります。 

下の図に示すように、スイッチ動作状況のほとん

どをわかりやすいグラフィックでモニタリングでき

ます。 

 

 

WebUI ではデフォルトのイメージが用意されて

いるため、Catalyst 9000 デバイスで何かを有効

化したり、ライセンスをインストールしたりする必

要はありません。WebUI から Catalyst 9000 デ
バイスの設定をしたり、モニタリングやトラブル

シューティングを実施したりすることができます。 

  

出典：Miercom 
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5 - 高可用性  

今回のテスト結果と第三者機関としての評価か

ら、Cisco Catalyst 9000 スイッチでサポートされ

ている冗長性とフェールオーバー機能の組み合

わせは、業界でも前例がないものだと言えます。 

電源のプーリングと冗長電源を含む電源オプ

シ ョンは、従来の  Catalyst スイッチから 
StackPower 機能として導入されているものです。 
StackWise-480 機能も従来の Catalyst スイッチ

で導入されたもので、データ ポートのプーリング、

ノンストップ フォワーディング、ステートフル ス
イッチオーバー機能が含まれています。 

Catalyst 9000 ファミリで新たに導入されたのが 
StackWise Virtual です。これは 2 台の同じスイッ

チを 1 つの論理ユニットに統合し、復元力に優れ

たフェールオーバー機能を実現するものです。 

この高可用性セクションでは、次の要素を調査し

ました。 

• 電源の冗長性と StackPower 
• StackWise-480 
• StackWise Virtual 
• 冗長ファン 
• ステートフル スイッチオーバー（SSO） 
• ノンストップ フォワーディング（NSF） 
 

電源の冗長性と StackPower 

Catalyst 9300 
Catalyst 9300 シリーズ スイッチは、デュアル冗

長電源をサポートしています。2 つの電源装置を

連結モードまたは冗長モードで作動させることが

できます。さらに Catalyst 9300 シリーズ スイッ

チでは、StackPower もサポートされています。

StackPower は Catalyst 9300 の電源装置を相

互接続し、電源をプールできるようにするもので

す。電源はまず 9300 の動作に割り当てられ、次

にアクティブなポートに割り当てられます。残りの

電源は、PoE と Universal PoE（UPoE）接続に使

用されます。 

相互接続された電源装置は、次の 2 つのいず

れかのモードに設定できます。 

• 連結モード：相互接続された電源装置か

らの電力が 1 つの電源プールにプール

され、相互接続されたすべてのスイッチ

に供給されます。電源はスイッチ システ

ムとインターフェイス ポートに優先的に

使用され、残りは PoE ポートに割り当て

られます。 

• 冗長モード：出力が最大の電源装置が

（スタンバイ モードとして）冗長となり、複

数のアクティブな電源装置をバックアップ

します。 
 

Catalyst 9400 
Catalyst 9400（7/10 スロット シャーシ）は、電源

装置用に 8 つのスロットをサポートしています。

Cisco Catalyst 9400 の電源がサポートする動作

モードには次の 3 種類があります。 
 

• 連結モード：すべての電源装置から電力

がスイッチ内の 1 つの電源プールに

プールされます。電源はスイッチ システ

ムとインターフェイス ポートに優先的に

使用され、残りは PoE ポートに割り当て

られます。 

• N+1 冗長モード：1 台の電源装置が（ス

タンバイ モードとして）冗長となり、複数

のアクティブな電源装置をバックアップし

ます。 

• N+N 冗長モード：2 セットの電源装置が

相互接続され、それぞれ 2 つの独立し

た電源として機能します。アクティブな

セットで障害が検出されると、スタンバイ

しているセットがアクティブになります。こ
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れは特に、ライン電源や予備発電機など、

別々の 2 つの外部電源がある場合に有

効です。ライン電源に障害が発生した場

合には予備発電機が作動し、第 2 の電

源装置に引き継がれます。 
 

show power コマンドを実行すると、シャーシ全

体の電力とファンの状態が表示されます。 
 

C9400 #show power 
Power                                                       
Fan States 
Supply  Model No              Type  
Capacity  Status        1     2     3     4 
------  --------------------  ----  --------  ------------  --------
--------------- 
PS1     C9400-PWR-3200AC AC    3200 W    
active        good  good  good  good  
PS2     C9400-PWR-3200AC AC    3200 W    
active        good  good  good  good  
PS3     C9400-PWR-3200AC AC    3200 W    
active        good  good  good  good  
PS4     C9400-PWR-3200AC AC    3200 W    
active        good  good  good  good  
PS6     C9400-PWR-3200AC 3200 W    
active        good  good  good  good  
PS7     C9400-PWR-3200AC AC    3200 W    
active        good  good  good  good  
PS8     C9400-PWR-3200AC AC    3200 W    
active        good  good  good  good  
 
PS Current Configuration Mode : 
Combined 
Default power mode is Combined 
PS Current Operating State  : Combined 
 
Power supplies currently active      : 7 
Power supplies currently available : 7 
 

 
Power Summary        Maximum 
(in Watts)    Used    Available 
-------------  ------  --------- 
System Power   1720    1720      
Inline Power     0       20680     

-------------  ------  --------- 
Total          1720    22400     

 

次に、電源冗長モードの設定を変え、特定の電

源装置を選択して無効にした状態でスイッチの

動作とライン電源（PoE）が中断なく継続されるこ

とを確認しました。ディスプレイには、ステータス

と冗長電源の設定が正しく反映されました。電源

共有と冗長フェールオーバーのシナリオのテスト

では、すべて適切な結果が得られました。 

 
StackWise-480 

Cisco StackWise-480 では最大 8 台の Catalyst 
9300 スイッチを相互接続して 1 つの論理スイッ

チを構成することによって、スイッチ間通信で最

大 480 Gbps の帯域幅が得られます（スイッチン

グ ファブリック全体の双方向の帯域幅合計）。 

StackWise-480 のテストでは、9300 フル スタッ

ク間でトラフィックが双方向に伝送されるようにし

ました。次に、アクティブ スイッチ ノードとスタン

バイ スイッチ ノード間でスイッチオーバーを行い

ました。アップリンクがないスイッチ ノードでのス

イッチオーバーは、トラフィックに影響しませんで

した。 

アップリンクがあるスイッチ ノードでスイッチオー

バーを行うと、一部のトラフィックに影響がありま

した。これは、スタンバイ スイッチがアクティブに

なった後、ネットワークの状態をリセットする必要

があるためです。この短時間の中断もさらに短

縮する方法があります。Catalyst 9300 シリーズ

では、StackWise-480 によるステートフル スイッ

チオーバー（SSO）とノンストップ フォワーディン

グ（NSF）もサポートされています。これらについ

ては、この項で個別に詳しく説明します。 
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StackWise Virtual 

StackWise Virtual は、配信ロールでサポートさ

れているスタッキング テクノロジーです。これは

ネットワーク レイヤでシステムの仮想化を実現し

ます。Catalyst 9500 では、2 ノード トポロジで 
StackWise Virtual がサポートされます。アクセス 
レイヤ スイッチとコア レイヤ スイッチが、配信時

に  1 つの論理スイッチのように  StackWise 
Virtual ノードと通信します。アクセス/コア スイッ

チは、Multichassis EtherChannel（MEC）と呼ば

れる 1 つの論理ポート チャネルを使用して、

StackWise Virtual スイッチの両方のスイッチに

接続します。MEC によって、StackWise Virtual 
スイッチは、ポート チャネルを冗長化し、ロード 
バランシングを実現できます。 

この機能により、StackWise Virtual スイッチが、

アクセス スイッチとコア スイッチの両方の役割を

担う 1 つの論理スイッチとして機能するため、

ループのないレイヤ 2 ネットワーク トポロジが可

能になります。さらに StackWise Virtual スイッチ

が 1 つの論理スイッチとして機能することでレイ

ヤ 3 ネットワーク トポロジがシンプルになり、ネッ

トワーク上の（レイヤ 3）ルーティング ピア数が削

減されます。 

StackWise Virtual をテストするために、Catalyst 
9500 シリーズ スイッチのペアをケーブル接続し、

StackWise Virtual スイッチを構成しました。 

 

 

次に、システム間で Spirent データ ストリームを

双方向に送信しました。つまり、トラフィックを 
StackWise Virtual スイッチ経由でルーティングし

ました。 

スイッチ障害をシミュレーションするために、仮想

プール内のアクティブなスイッチをシャットダウン

して再起動すると、スタンバイ スイッチがアクティ

ブになり、トラフィックが事実上中断なく送信され

ました。 

最初にアクティブであった第 1 のスイッチが今度

はスタンバイになりました。完全にリブートするま

でに約 3 分かかっています。Spirent テスト セン

ターでは、このアクティブからスタンバイへの移

行中に 1 秒未満のトラフィック中断が記録されま

した。 

新たにアクティブになったスイッチをリブートして

切り替えた場合も、同様に 1 秒未満のトラフィッ

ク中断が記録されました。喪失するパケット数は、

当然その時点で送信されていたデータ量によっ

て異なりますが、  StackWise Virtual 構成（2 台
の Catalyst 9500 シリーズ スイッチを緊密に連

結）によるレイヤ 3 の復元力が確認されました。

スイッチの障害およびフェールオーバーによる中

断は、すべてのシナリオで 1 秒未満でした。 
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GIR：グレースフル挿抜 

グレースフル挿抜（GIR）は、Catalyst 9000 ス
イッチで導入された新機能です。ネットワーク運

用とトラフィック フローにほとんど影響することな

く、メンテナンスのためにノードを分離することが

できます。 

下の図のように、GIR は、IP パケットがルーティ

ング制御プロトコルによって再ルーティングされ

る、ネットワーク層の高可用性（HA）機能です。こ

れに対して、パッチ適用とインサービスのソフト

ウェア アップデートは、アプリケーション層の HA 
機能であると言えます。 

 

GIR では、コンソール コマンドを使用して特定

のデバイスまたはスイッチをメンテナンス モード

に移行することができます。それにより、ネット

ワークでトラフィックがそのスイッチを自動的に

回避して再ルーティングされ、メンテナンス中も

ネットワーク トラフィックが中断なく継続します。

実際に、ネットワーク トラフィックに対する GIR 
の唯一の影響は、スイッチのメンテナンスが完

了してサービスが復旧するまで、残りのスイッチ

へのトラフィック（転送されるトラフィック フロー）

が増えることです。 

GIR は、Catalyst 9000 製品ライン全体でサポー

トされています。 

 

出典：シスコ 
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start maintenance コマンドによってメンテナンス 
モードにすると、ネットワークの機能と運用を完

全に維持しながら、スイッチを取り外して再設置

できます。 

GIR をテストするために、Catalyst 9300 スイッチ

の 1 つをメンテナンス モードにしました。この

モードは、オペレーティング システムの変更、モ

ジュールの設置または置換、ケーブル配線の交

換などを行うモードです。 

今回は GIR のテストとして、飛行中のヘリコプ

ターのストリーミング ビデオを表示させて検証し

ました（図を参照）。メンテナンス モードにしても、

トラフィックはそのスイッチを通過して転送されて

いました。 

GIR の全プロセスを通じて、異常や影響が検出

されることなくビデオが表示されました。

 
冗長ファン 

Catalyst 9000 ファミリのもう 1 つの新しい製品

に Catalyst 9400 モジュラ型シャーシがあります。

これには、ユーザによる設定とメンテナンスが可

能なデュアル ファン トレイが搭載されており、右

の写真のように、ユーザがシャーシの前面と背

面の両方から同じファン トレイをメンテナンスで

きるようになっています。 

出典：Miercom 

出典：シスコ 

この飛行中のヘリコプターのビデオは、以下の

パッチ テストでの 1 秒未満のパケット ドロップ中

にも、問題なく表示されました。 
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パッチ 

パッチは、オペレーティング システム全体をアッ

プグレードすることなく、問題がある部分だけを

修復するためのものです。 

パッチはサイズが小さく、適用すると、オペレー

ティング システム内の問題がある部分だけが修

復されるため、認定サイクルが短縮されます。 

バグ修正の中には「コールド パッチ」を伴うもの

があり、その場合は、インストール プロセスを完

了させるためにシステムの再起動が必要です。

その他の修正は「ホット パッチ」によって適用で

きます。その場合、システムをリロードせずパッ

チをインストールできるため、ネットワーク トラ
フィックに影響を及ぼすことがありません。 

パッチはすべての Catalyst 9000 モデルでサ

ポートされています。 

 

ステートフル スイッチオーバー（SSO） 

Catalyst 9300 StackWise-480、Catalyst 9500 
StackWise Virtual、デュアル スーパバイザ搭載 
Catalyst 9400 には、ステートフル スイッチオー

バー（SSO）という高可用性メカニズムがあります。

SSO では、アクティブ システムとスタンバイ シス

テム間であらゆるステータスが同期されます。 

アクティブ ノード/スーパバイザのフェールオー

バーや手動強制スイッチオーバーが行われても、

転送トラフィックにほとんど影響を及ぼさずに、

アクティブ デバイスのすべての機能がスタンバ

イ デバイスに引き継がれます。 

SSO テストでは、Catalyst 9300 StackWise-480、
Catalyst 9500 StackWise Virtual、およびデュア

ル スーパバイザ搭載 Catalyst 9400 で、アク

ティブからスタンバイに手動で切り替えを行いま

した。記録されたトラフィックの中断は 1 秒未満

でした。 

 

  

出典：シスコ 
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以下に示すように、Spirent の 3/1 インターフェ

イスはスーパバイザのスロット 5（Te5/0/1）に、

Spirent 3/5 はスーパバイザのスロット  6

（Te6/0/1）に接続され、Spirent システムでトラ

フィック フローが確認されました。トラフィックは

継続的に送信されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

次に、停電や、ノードのオペレーティング ソフト

ウェアをアップグレードするために意図的に電源

をオフにするなどの障害状況をシミュレーション

するために、アクティブなスーパバイザの電源を

オフにし、スイッチオーバーを発生させました。 

その結果、スタンバイ スーパバイザがアクティ

ブ  スーパバイザになって迅速にテイクオー

バーし、トラフィックはただちに再ルーティングさ

れました。ルーティング情報が常に最新に更新

されていたためです。 

次にトラフィック ジェネレータを停止し、下に示

すように、スイッチオーバー中の最終的な送受

信パケット数を確認しました。 

一部のパケットが喪失しましたが、ごくわずか

でした。この喪失は、スイッチオーバー時には

回避できないものです。それは、一部のパケッ

トが送信中であり、障害によるスイッチオー

 

 

 

 

 

 

 

バー時にはすでにアクティブ ノードのパイプラ

イン内にあるためです。IP 環境においては、ハ

イレベル ソフトウェアは、ルート上で喪失したパ

ケットを再送信する必要があります。 

Spirent のポート 3/1 では、以下の表の値の差

から、15 パケットが喪失したことがわかります。

他の方向については、Spirent のポート 3/5 で 
8 パケットが喪失しています。テスト結果を要約

すると、1,000 パケット/秒のトラフィック レート

で、各方向で喪失したパケット数は平均 12 に
留まりました。これは、両方向の「パケット ダウ

ンタイム」が 0.012 秒であったことを示します。 

  

出典：Miercom 

出典：Miercom 

 
Cisco Catalyst 9000 スイッチ               19             DR 171114H 
Miercom Copyright © 2018 2018 年 1 月 31 日 



 

ノンストップ フォワーディング（NSF） 

Cisco NSF は、すべての Catalyst 9000 デバイス

のベース IOS ソフトウェアに共通の、ステートフル 
スイッチオーバー（SSO）機能と連動します。言い

換えると、SSO を実行することが NSF の前提条件

になるということです。NSF の目的は、アクティブ 
ノードからスタンバイ ノードへのスイッチオーバー

後も IP パケットの転送を継続することにあります。 

NSF の機能を把握するには、スイッチオーバーが

ルーテッド ネットワークに及ぼす影響を理解する

必要があります。通常は、ルーティング デバイス

が再起動されると、そのデバイスのすべてのルー

ティング ピアで、デバイスがシャットダウンされて

再起動したことが検出されます。このようなステー

タスの遷移によって、いわゆるルーティング フラッ

プが発生します。ルーティング フラップは、複数の

ルーティング ドメインに広がる場合があります。

ルーティングの再起動に起因するルーティング フ
ラップは、ルーティングを不安定にし、ルーテッド 
ネットワーク全体のパフォーマンスに影響する場

合があります。 

NSF は SSO 対応デバイスでのルーティング フ
ラップを抑制します。それを実現するために、デー

タ パケットの転送は既知のルートを通じて継続され、 

スイッチオーバー後にルーティング プロトコル

情報が復元されます。NSF を使用すると、ピア 
ネットワーキング デバイスでルーティング フ
ラップが発生することはありません。インテリ

ジェント ライン カードとスタンバイ ノードはス

イッチオーバー中も停止せず、アクティブ ノー
ドの同じルーティング テーブルで維持されま

す。これは、シスコのノンストップ フォワーディ

ングにとって重要な機能になっています。 

NSF には設定が必要です。SSO 設定でスタン

バイ ノードを有効化すると、最新のルーティン

グ プロトコル情報が反映されます。この機能

は、Catalyst 9400 のアクティブ/スタンバイ 
デュアル スーパバイザでサポートされます。

また、Catalyst 9300/Catalyst 9500 デュアル

構 成  StackWise Virtual 、 Catalyst 9500 
StackWise Virtual 、 Catalyst 9300 
StackWise-480 でもサポートされます。  
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6 – セキュリティ 

信頼できるシステム：ハードウェアと

ソフトウェアのセキュリティ 

ネットワークとシステムのセキュリティを強化す

る新機能と、セキュリティ上の問題や脅威を

ユーザがモニタして特定する機能が導入され

ていることを確認しました。次のような機能があ

ります。 

• イメージの署名：デジタル署名されたソフト

ウェアを使用することで、イメージの偽造を防ぎ、

変更や改ざんが行われていないことを保証で

きます。コード署名では、チェックサムに類似し

たハッシュ アルゴリズムが使用されます。ハッ

シュ値は署名キーを使用して暗号化されます。

署名コードは実行時にチェックされ、信頼済み

のシステム要素によって、変更されていないこ

とが検証されます。信頼済み要素とは、変更不

可能な認証済みのコードです。 
 

• セキュア ブート：本物のシスコ ソフトウェア

だけが（セキュアなプロセッサ、メモリ、ブート 
ROM を使用して）シスコ プラットフォームで

ブートされます。それにより、  

 
 

 

 

ハードウェアの「トラスト アンカー」（変更不可能）

を使用してイメージ署名が強化され、物理的な

占有攻撃や部分的な置換攻撃が防御されます。 

不正な攻撃に対する脆弱性がシステムに存在

しないとは誰も保証できませんが、ネットワーク

機器ベンダーに対する Miercom の継続的な評

価から、シスコはセキュリティについての意識が

非常に高く、プロアクティブであると言えます。

シスコは、脅威と防御の現状を表す、次のよう

なフローチャートを Miercom に提示しました。 

シスコは、自社の継続的なセキュリティ キャン

ペーンを「信頼できるシステム」と総称していま

す。その目的を簡単に言えば、ハードウェアが

導入される前に改ざんされておらず、安全であ

ることを保証するということです。ソフトウェアは、

シスコが出荷したものと同一のセキュアなソフト

ウェアであることが確認されます。 

下のチャートには、「信頼できるシステム」プロ

グラムの実際のコンポーネントが多数記載され

ています。その多くは一般的な顧客には認識さ

れていませんが、すべてが常時修正され改善

されています。  

出典：シスコ 
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Cisco Catalyst 9000 の「信頼できるシステム」の主要な機能 

 イメージ署名と

セキュア ブート 
セキュアなデバ

イス ID とトラス

ト アンカー 

ランタイム防御 整合性検証 SSH2 要素 

X.509v3 認証 

防御対象： 侵害されたソフト

ウェアとブート 
コード 

偽造ハードウェア 実行中のソフト

ウェアに対する

攻撃 

検知されにくい

侵入 
不正なコマンド 
ライン アクセス 

利点： ブート コードを保

護し、Open IOS-
XE が認証済み

で変更されてい

ないことを確認

できる 

信頼の根拠とし

てハードウェア 
ID が組み込ま

れており、シスコ 
ハードウェアが

変更されていな

いことが証明さ

れるため、セ

キュアなプラグ 
アンド プレイが

可能 

実行中の OS を
保護し、脆弱性

を排除できる 

整合性が失われ

た可能性を検出

できる 

パスワードを排

除し、設定を保

護できる 

 

今回のテストでは、SHA-1 ハッシュ アルゴリズ

ムの結果の検証など、シスコのセキュリティ メカ
ニズムの詳細を確認しました。いくつかのシステ

ム IOS コマンドによって、整合性チェックの項目

や結果が示されます。パッケージの SHA-1 ハッ

シュによって、ブート時にソフトウェアが変更され

ていないことを確認できました。 

 
calculated 
CD1D6169:9734AA81:75A57880:A969A4F8:3362CB
65 
expected 
CD1D6169:9734AA81:75A57880:A969A4F8:3362CB
65 

Switch#show software authenticity 
running 
 

このコマンドでは、システムとソフトウェアの認証

情報のリストが表示されます。 
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暗号化トラフィック分析（ETA） 

ETA は、暗号化されたデータ ストリームに潜む

マルウェアを、イントラフロー メタデータ（暗号

化されたフロー内のデータ要素）を使用するこ

とで一括復号せずに特定できる新機能です。シ

スコのセキュリティおよびソフトウェア エンジニ

アは、シスコがカタログ化した脅威シグネチャと

メッセージの特徴を比較することで、ハイレベ

ルのフロー スキャンでも、マルウェアの存在を

示すメタデータ要素を復号せずに特定できると

述べています。 

シスコによると、ETA によって次のような大きな

利点が得られます。 

• リアルタイム分析によってコンテキストに応

じた脅威インテリジェンスを取得し、ユーザ

やデバイスに関する情報と関連付けること

で、暗号化された脅威に対する詳細な情報

が得られる 
• 感染したデバイスとユーザを封じ込めるま

での時間が短縮される 

ETA はネットワークの脅威分析と検出における

最先端の機能であり、さらにレビューとテストを

行う価値があります。 

 

MACsec：Media Access Control 
Security 

Cisco MACsec は、2 台の MACsec 対応デバ

イス間のパケットの認証と暗号化に関する IEEE 
802.1AE 規格になりました。IEEE 規格は 2006 

年に発行され、2013 年までに主要な改正が行

われています。これにより、スイッチとホスト間

のレイヤ 2 のセキュリティが確保されます。レ

イヤ 3（IP プロトコル レイヤ）で機能する IPsec 
と同等のものです。Catalyst 9000 スイッチでは 
MACsec が完全にサポートされており、暗号化

セキュリティにとって重要なレイヤになります。

これは EtherType フィールドを拡張してセキュ

リティ タグに使用するもので、メッセージ認証

コードが追加されています。 

これによってセキュリティ対策が強化され、ス

イッチとホスト間の接続が保護されます。

MACsec の導入が急増し、普及が進んでいま

す。MACsec が適している L2 接続には次のも

のがあります。 

• ホストとスイッチ間 
• スイッチとスイッチ間 
• ルータとスイッチ間 
今回のテストでは、Catalyst 9300 および接続

されたスイッチに MACsec をインストールし、継

続的にデータを転送して、次の CLI コマンドを

使用してリンクを調べました。 

Switch 9000#show cts interface 
<interface-id>  (CTS=Cisco TrustSec) 

Switch 9000#show macsec interface 
<interface-id>  

その結果、リンクが暗号化されて保護され、リ

プレイ保護が有効になっていることが確認され

ました。Catalyst 9000 スイッチの MACsec で
は、AES-128 と AES-256 がサポートされてい

ます。 
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7 - プログラマビリティとアプリケーション ホスティング 

今回のテストを通じて、Cisco Catalyst 9000 ス
イッチ ソフトウェアが、過去のモノリシックな 
IOS に比べて大幅に進化していることが確認さ

れました。テストでは、スイッチに Cisco IOS XE 
の最新バージョン v16.6.1 をインストールしまし

た。これは、Linux カーネル上のアプリケーショ

ンとして IOS 機能を実行するものです。よく知

られているソフトウェア環境である Linux カーネ

ルと、x86 プロセッサ ハードウェアにより、シス

コではユーザや開発者が、豊富な Linux Guest 
Shell を利用できるようにしています。この 
Guest Shell には多数のプログラミング イン

ターフェイスがあり、多様なアプリケーション ホ
スティングが可能になっています。 

 
アプリケーション ホスティング 

IOS-XE は、モデル駆動型のプログラマビリティ、

オンボックスの Python オブジェクト指向スクリ

プト、モデル駆動型テレメトリ、アプリケーション 
ホスティングをサポートしています。その他にも、

Yang Development Kit （ YDK ） 、 NETCONF
（IETF Network Configuration Protocol）プロト

コル、 XML エンコーディングを利用した 
Remote Procedure Call（RPC）などの、一般的

なプログラミング環境がサポートされています。 

下のチャートは、Catalyst 9000 スイッチの 
Cisco IOS XE オペレーティング環境でサポート

されている、さまざまなプログラミング環境を示

しています。 

すでに述べたように、Catalyst 9000 スイッチに

は x86 プロセッサが搭載されており、スイッチ

でホストされるアプリケーションを追加できるス

トレージ コンテナが用意されています。これら

は、Linux KVM または LXC コンテナのサーバ

環境で実行可能なカスタム アプリケーションで

使用できます。 

 
 

 
 

  

出典：シスコ 
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モデル駆動型のテレメトリ  

Catalyst 9000 スイッチには、モデル駆動型テ

レメトリという新機能も搭載されています。これ

は、モニタリングされたデータをほぼリアルタイ

ムに取得できるプロセスです。ユーザは初めに、

テレメトリでプッシュ モデルを有効化し、エクス

ポートする情報を登録することで、ユーザが指

定したデータがスイッチから継続的にストリーミ

ングされるようにします。このストリーミング テ
レメトリ プロセスは、データ収集、エンコード、

受信、表示という要素で構成されています。 

テレメトリ データは、スイッチのデータ管理エン

ジン データベースから収集されます。データは、

特定のパスやブランチを指定したオブジェクト 
モデルに組み込まれます。 

データは定期的に取得されるか（頻度ベース）、

指定したオブジェクトに変更があった場合にの

み取得されます（イベント ベース）。次に、テレ

メトリ エンコーダが、収集されたデータを目的

の 形 式 で 転 送 で き る よ うに カ プ セル 化

します。テレメトリの転送では、セキュアな 
Netconf プロトコルが使用されます。 

Yang モデリング ツールなどその他のオープン 
ソース ツールを使用して、選択した基準に合致

するイベントを分類し、テレメトリの受信側に送

信することができます。データは、テレメトリ 
データを受信して保存する、リモート管理シス

テムなどのアプリケーションに送信されます。

最後に、表示用アプリケーションによってデータ

がフォーマットされ、目的の形式（線グラフ、棒

グラフ、円グラフ）で表示されます。 

下の図は、ストリーミング テレメトリ機能によっ

て取得されたデータが Yang モデルに登録され

て作成されたものです。この図では、特定のイ

ンターフェイスの「送信オクテット数」を示してい

ます。このオブジェクトは、「インターフェイスか

ら送信されたオクテットの総数（フレーミング文

字を含む）」と定義されています。送信オクテッ

ト数の平均値は、30 秒間隔で計算するように

指定されています。  

出典：Miercom 
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.

 

 

同様に、上のスクリーンショットでは、モデル駆

動型テレメトリを使用して、スイッチの CPU 使
用率を示しています。直近 5 秒間の CPU 使用

率を平均し、データ ポイントは 30 秒ごとにコレ

クタに送信されるように指定しました。ここでは 
Kibana というオープンソース プログラムによっ

てテレメトリ メッセージが受信され、CPU 使用

率のグラフが作成されています。 

  

出典：Miercom 
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自動スクリプト 

カスタマー アプリケーションは、Catalyst 9000 
スイッチで動作する Cisco IOS XE オペレーティ

ング ソフトウェアの Guest Shell 部分で実行さ

れており、デバイスの設定、運用状態、さらにイ

ベント  データにアクセスできます。通常、

Python スクリプトを利用してアクセスします。 

シスコは DevNet プログラムの一環として、多

数の Python スクリプト、ユーティリティ、および

その他のサンプル コードを作成し、ユーザや開

発者に提供しています。Python 以外にも自動

スクリプトに使用できる言語はありますが、

Python は比較的習得が容易でネットワーク エ
ンジニアに人気があります。 

シスコの CLI（コマンド ライン インターフェイス）

スクリプト ライブラリでは、CLI コマンド（show 

version など）を実行する Python スクリプトが

提供されています。同様に、スクリプトによって、

「稼働」ステータスであるデバイスの各光イン

ターフェイスについて、TDR テスト（光ファイバ 
リンクの完全性テスト）を実行することもできま

す。また、設定変更を（ Embedded Event 
Manager（EEM）で）モニタリングし、管理者に

メッセージを送信することも可能です。 

下の例では、Python スクリプト（sparkcfg.py）

が IOS コマンド ラインから実行されています。 

 

 

 

 

 

下の例では、ユーザが  Guest Shell から 
Python を起動し、さまざまな標準の Python コ
マンドを実行しています。 

Catalyst 9000 ファミリのスイッチでは、イベント 
ログ、設定、インターフェイス データへのアクセ

スが可能になったことで、ユーザの想像力と 
Python スクリプトの機能次第で、データを最適

に活用してネットワーク自動化を実現すること

ができます。 

  

出典：Miercom 

出典：Miercom 
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8 - Miercom Performance Verified テストについて 

このレポートは、シスコをスポンサーとして作成されました。データはすべて、Miercom の 
Performance Verified アセスメントの一環として、Miercom のエンジニアとラボテスト スタッフによって

独自に取得されました。このようなテストは、スポンサー ベンダーと連携して共同開発された方法論に

基づいて実施されます。テスト ケースは、スポンサー ベンダーの特定の主張に焦点を合わせ、それら

の主張を確認または否認するために設計されています。その結果は、このようなレポートに記載され、

Miercom によって独自に公表されます。 

9 - Miercom について 

Miercom は、主な雑誌やその他の出版物に多数のネットワーク製品比較分析を発表しています。

Miercom は代表的な独立系製品テスト センターとして、揺るぎない評価を確立しています。 

Miercom のプライベート テスト サービスでは、競合製品分析と個々の製品評価を行っています。

Miercom は包括的な認定およびテスト プログラムとして、Certified Interoperable、Certified Reliable、
Certified Secure、Certified Green をご用意しています。また、製品の使いやすさとパフォーマンスに関

する業界で最も信頼できる徹底したアセスメントとされる Performance Verified プログラムに基づいて、

製品を評価することもできます。 

10 - 本レポートの使用について 

本レポートの内容については正確を期するために最大限の努力を行いましたが、誤りが含まれる場合

もあります。本レポートに記載される情報は各種テスト ツールに依存する可能性があり、これらのツー

ルの正確性について当社は一切の保証をいたしません。さらに、その内容については、Miercom が合

理的に検証したベンダーの表現に準じていますが、100 % の確証を持って検証することは弊社の管理

能力を超えています。 

本文書は Miercom が「現状有姿」で提供するものであり、Miercom は、明示的または暗示的にかか

わらず一切の保証、表明、約束を行わず、また、本文書に含まれる一切の情報の正確性、完全性、利

用価値または適否に関し、直接的または間接的にかかわらず法的責任を負いません。 

いずれの文書の一部も、Miercom または Cisco Systems, Inc. から特に書面での許可がない場合、そ

の全部または一部を複製することはできません。本文書内で使用されたすべての商標は各所有者に

よって所有されるものです。お客様はいずれの商標も、当社によるものでない何らかの活動、製品また

はサービスに関連し、お客様独自の商標の一部または全部に含めた使用、その一部または全部として

の使用、混乱や誤解を招いたり欺瞞的であったりする方法、または当社や当社の情報、プロジェクト、

開発の評価を下げる方法による使用を行わないことに同意します。 
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