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はじめに

この文書では、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのルート プロセッサのアーキテク
チャを説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアに基づいています。

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。
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カードの説明

GRP とも呼ばれる Gigabit Route Processor（ギガビット ルート プロセッサ）はシステムの頭脳
に相当します。 GRP では次の処理が行なわれます。

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）、Interior Gateway Routing
Protocol（IGRP）、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、Open Shortest
Path First（OSPF）などの内部ルーティング プロトコルの実行

●

Border Gateway Protocol（BGP）などの外部ゲートウェイ プロトコルの実行●

フォワーディング テーブルを計算します。●

Cisco Express Forwarding テーブルと隣接関係テーブルを作成し、これらのテーブルをスイ
ッチ ファブリック経由でシステム内のすべてのライン カード（LC）に配布します。

●

また、GRP はシステム制御と管理の機能を担当し、一般的なメンテナンス機能（診断、コンソー
ル ポート、ライン カード モニタリングなど）を実行します。

注: ルーティング情報ベース（RIB、基本的にはルート テーブルと同じ）と隣接データベースが、
GRP からスイッチ ファブリックを経由して各 LC に送信されると、各 LC では自分用の
Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）のコピーが算出されます。この FIB はルー
ト プロセッサ（RP）の FIB と同じである必要があります。 ただし、RP の FIB と LC の FIB の
間で不整合が発生する場合があります。 このため、アクセス問題のトラブルシューティングをす
る場合には、常に RP と LC の CEF エントリをチェックする必要があります。 すべての LC は、
FIB テーブルに基づいてスイッチングを決定し、ファブリック経由で適切な出力インターフェイ
スにパケットを直接送信します。

GRP の主なコンポーネントは次のとおりです。

CPU： GRP の CPU は、Cisco 7500 RSP4 で使用されているものと同じ R5000 プロセッサ
です。 CPU では、主にルーティング プロトコルの実行と CEF テーブルのマスター コピー
のメンテナンスが行われています。このテーブルはパケットのスイッチング用にラインカー
ドにダウンロードされます。

●

メイン メモリ（ダイナミック RAM：DRAM）：Cisco IOS ソフトウェア コードとすべての
データ構造を保存するため最大 512 MB が使用されます。

●

Cisco Cell Segmentation and Reassembly（CSAR）スタティック RAM（SRAM）：512
KB。 このメモリは、スイッチ ファブリックからパケットに到着したセルのリアセンブルに
使用されます。

●

イーサネット コントローラ：アウトオブバンド管理向けに設計されています。 このポートと
LC 上のポートの間でスイッチング処理されないトラフィックが対象です。

●

GRP の各種メモリの詳細については、「ギガビット ルート プロセッサ（GRP）のメモリ」を参
照してください。

GRP の概要を次に示します。

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/11_2/feature/guide/cef.html#xtocid262649
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GRP は、スイッチング ファブリックまたは冗長化された 1 Mbps のメンテナンス バスのいずれ
かを使用してラインカードと通信します。 ルート テーブルの配信およびラインカードと GRP の
間のパケットの移動（Address Resolution Protocol（ARP）、Simple Network Management
Protocol（SNMP）、Telnet など）を行うための主なデータ パスは、ファブリックの接続によっ
て実現されています。 GRP によるブートストラップ イメージのダウンロード、診断情報の収集
またはロード、一般的なメンテナンス操作は、メンテナンス バスの接続によって実現されていま
す。

GRP 起動プロセスの概要

通常 GRP のブート処理は次の順序で行われます。

システムの電源が投入されます。1.
GRP でブートストラップ イメージ（rommon）の圧縮が解除されます。2.
GRP でフラッシュ カードから適切な Cisco IOS ソフトウェア イメージがロードされます。3.
GRP で Cisco IOS ソフトウェア イメージの圧縮が解除されます。4.
一方でメンテナンス バス（MBus）は初期化され（+5 VDC を受給）、シャーシ内の各コン
ポーネントの MBus モジュールの電源もオンになります。

5.

シャーシ内の冗長化された GRP の間で、MBus の使用期間に対する権限の調停が行われま
す。

6.

プライマリ RP では MBus を使用してラインカードやスイッチ カード上の MBus モジュー
ルに対してカードの電力供給が指示されます。

7.

ブートストラップ イメージが MBus 経由でラインカードにダウンロードされます。8.
GRP では設定の圧縮を解除します。その間、ラインカードではファブリック ダウンローダ9.
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がスイッチ ファブリック経由でロードされるのを待ちます。
ラインカードがファブリック ダウンローダを取得し、これがラインカードのメモリにロー
ドされます。

10.

ラインカードが起動し、ファブリック ダウンローダを実行します。11.
GRP からラインカードのメモリに Cisco IOS ソフトウェアがダウンロードされます。12.
ラインカードで、Cisco IOS ソフトウェア イメージが起動されて実行されます。13.
ラインカードの LED に「IOS RUN」が表示されます。14.
リンクが UP/UP 状態になると、BGP ピアが確立されてルートがアドバタイズされます。15.
ルート アドバタイズメントが RP に送信されます。16.
RP で、ルーティング情報テーブルがアップデートされ、そのプレフィックスの CEF エン
トリが作成されます。

17.

UP/UP で同期している各ライン カードでは、RP が Inter Processor
Communication（IPC）を介して更新を送信します。

18.

BGP コンバージェンスが完了します。 すべてのルートが正常に交換され、Cisco Express
Forwarding に統合されました。

19.

冗長性モード

冗長構成の GRP が、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(5)S と 11.2(15)GS2 でサポートされ
るようになりました。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(22)S 以降は、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルー
タで次の冗長性モードがサポートされています。

Route Processor Redundancy（RPR）●

Route Processor Redundancy Plus（RPR+）●

ステートフル スイッチオーバー（SSO）●

これらの各種冗長性モードについては、「12000 シリーズ インターネット ルータ GRP 冗長性の
仕組み」 を参照してください。

注: フェールオーバー処理は redundancy force-failover コマンドで開始できます。

イーサネット インターフェイスの設定

GRP に備わっている IEEE 802.3 イーサネット インターフェイスを使用すれば、外部のイーサネ
ット ネットワークに接続して 10 Mbps および 100 Mbps のデータ転送速度で通信できます。 自
動検出されたデータ伝送率が 100 Mbps の場合、イーサネット ポートの使用可能な最大帯域幅は
100 Mbps 未満になります。 MII または RJ-45 接続を使用している場合は、使用可能な最大帯域
幅が約 20 Mbps であると想定できます。 転送速度は、ユーザが設定することはできず、イーサ
ネット インターフェイスが接続されているネットワークによって決まります。

さらに、イーサネット インターフェイスは外部ルーティング機能を提供しません。 これは本来、
イーサネット インターフェイスが直接接続しているネットワークを介して Cisco IOS ソフトウェ
ア イメージを起動またはアクセスするための、GRP への Telnet ポートとして設計されています
。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(9)S で GRP イーサネット ポート フォワーディングの動
作が変更され（CSCdm01200）、ライン カードで受信するパケットはイーサネット ポートから
転送されなくなりました。 リリース 12.0(9)S では、デフォルトで次のように設定されています
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。

イーサネット 0 は RP との間での通信にのみ使用されます。●

E0 に着信するパケットで、ラインカードから外の宛先に発信されているものは廃棄される。●

ラインカードに着信するパケットまたはラインカードで作成されるパケットで、イーサネッ
ト 0 から送出される必要があるものは廃棄される。

●

この不具合のため、デフォルトではイーサネット 0 で Cisco Express Forwarding は使用できませ
ん。

Cisco 12000 シリーズ ルータでは、GRP のイーサネット 0 ポートは、GRP が送受信するパケッ
トを処理する設計になっています。 一部のバージョンのコードでは、イーサネット 0 ポートをラ
イン カードへのパケットの転送に使用することがソフトウェアによって誤って許可されています
。 しかし、この転送パスはサポート外となります。別のデバイスの設定ミスによって、このパス
を介して大量のパケットが送信される可能性があるなど、ルータの脆弱性の原因となるので、こ
の転送パスを使用しないでください。 そのような状況になれば、GRP の CPU がパケットの転送
処理にすべて使用されて、ルータでの他の作業ができなくなる場合があります。

DDTS CSCdu27273 ではコマンド ライン インターフェイスが変更され、サポートされている
GRP イーサネット 0 ポートの設定との一貫性が確保されました。 具体的には、そのルータを宛
先とするパケットの受信にだけ、イーサネット 0 ポートを使用できるようになっています。 これ
らの変更は Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(18)ST および 12.0(18)S にはすでに適用され
ています。

次のリンクには、イーサネット インターフェイスを設定する 2 種類の方法が説明されています。

コンフィギュレーション モードを使用したイーサネット インターフェイスの設定●

ギガビット ルート プロセッサのインストールと設定●

関連情報

テクニカルサポート - Cisco Systems●
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