
スーパーバイザ冗長性

スーパーバイザ冗長性機能により、予定外のダウンタイムを減らすことができます。この機能を

使用すると、アクティブスーパーバイザに重大なエラーが発生した場合、アクティブおよびス

タンバイスーパーバイザの間で迅速にスイッチオーバーできます。スーパーバイザ冗長性が設

定されている場合、スタンバイスーパーバイザがアクティブスーパーバイザと同期されます。

アクティブスーパーバイザで重大なエラーが発生した場合、システムは直ちにスタンバイスー

パーバイザに切り替えます。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと

ソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載

されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合

は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）

表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ
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スーパーバイザ冗長性の前提条件
• 2つのスーパーバイザ（つまり、2つのスーパーバイザカードおよび 2つのスーパーバイザ
PIC）を Cisco cBRシャーシにインストールする必要があります。

•両方のスーパーバイザで同じソフトウェアリリースを実行する必要があります。

スーパーバイザ冗長性の情報
スーパーバイザ冗長性機能では、Cisco cBRルータが 2つのスーパーバイザを冗長構成で使用で
きます。そのため、アクティブスーパーバイザが失敗したり非アクティブになったりすると、シ

ステムは自動的にスイッチオーバーを実行します。その結果、スタンバイスーパーバイザがテイ

クオーバーして、システムの動作にすべての責任を負います。

スーパーバイザ冗長性機能は、スイッチオーバーを実行するためにシステムの完全リブートが必

要ありません。システムがブートすると、スタンバイスーパーバイザは完全初期化を実行します

（自己の初期化、アクティブスーパーバイザからの実行コンフィギュレーションの同期、アク

ティブスーパーバイザからの SSO機能データ同期など）。その後、ホットスタンバイ状態にな
り、アクティブスーパーバイザをモニタします。スタンバイスーパーバイザがアクティブスー

パーバイザの障害を検出すると、すぐにシステム動作をアクティブに担当できます。

各スーパーバイザには、ブートフラッシュメモリ、ハードディスク、イーサネットポート、コ

ンソールポートなど、ルータの動作に必要なすべてのリソースが含まれています。デフォルトの

動作では、スタンバイスーパーバイザは、実行コンフィギュレーションファイルなどの主要な

システムファイルも同期して、スイッチオーバー時にスタンバイスーパーバイザがアクティブ

スーパーバイザのコンフィギュレーションを複製できるようにします。

Cisco IOS CLIコマンドを使用して、ブートフラッシュやハードディスクなどのスタンバイスー
パーバイザリソースにアクセスできます。たとえば、dirコマンドを使用してデバイスの内容を
一覧表示したり、copyコマンドを使用してアクティブおよびスタンバイスーパーバイザの間で
ファイルを転送したりできます。

スイッチオーバー手順

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に責任が引き継がれると、スイッチ

オーバーが発生します。アクティブスーパーバイザに障害が発生したことをスタンバイスーパー

バイザが判定して自動的にスイッチオーバーが行われる場合と、オペレータが必要に応じて手動

スイッチオーバーを開始する場合があります。

スイッチオーバーは次のイベントをトリガーします。

1 手動スイッチオーバーの場合、アクティブスーパーバイザは、スタンバイスーパーバイザが

存在すること、SSOになっていることを確認します。これが確認されると、スタンバイスー
パーバイザはスイッチオーバー手順を開始します。アクティブスーパーバイザは、そのコン
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フィギュレーションレジスタの設定に応じて、そこで設定された Cisco IOSソフトウェアイ
メージのリロードを試みるか、または ROMモニタモードに入ります。

2 スタンバイスーパーバイザはアクティブスーパーバイザとしての責任を引き受け、Cisco cBR
シャーシをアクティブ状態にして、アクティブスーパーバイザとしてサービスを続行します。

3 新しいアクティブスーパーバイザは、トラフィックの受け渡しを含む通常のシステム動作を開

始します。

スーパーバイザは、適切な Cisco IOSソフトウェアでブートするまで、スタンバイスーパーバ
イザとしての機能を開始しません。

（注）

スーパーバイザスイッチオーバーが失敗する場合

一般に、アクティブスーパーバイザに次のような問題があると、スーパーバイザスイッチオー

バーが影響を受ける場合があります。

•スーパーバイザのハング

•スーパーバイザコンソールへのログインまたはシャーシへの Telnetの失敗

•クラッシュが原因で、インターフェイスカードがアクティブスーパーバイザに接続できな
い

•ケーブルモデムのドロップによるオフライン化

•シャーシのリロードが必要

•サービスの復旧のためにアクティブスーパーバイザのリセットが必要

スーパーバイザにハードウェアの問題がある場合は、障害のあるスーパーバイザをシャーシに

再挿入しないでください。障害のあるスーパーバイザを挿入すると（スタンバイスーパーバ

イザであっても）、インターフェイスカードが障害のあるスーパーバイザにスイッチし、こ

れによりインターフェイスカードのクラッシュやケーブルモデムのオフライン化が起きる場

合があります。

（注）

冗長性ファイルシステムの使用

アクティブおよびスタンバイスーパーバイザの両方に、ファイルを保存および転送するためにア

クセス可能なアクティブなファイルシステムがあります。次の表に、使用可能なファイルシステ

ム、ファイルシステムにアクセスするのにCLIコマンドで使用できるファイル名、およびそれぞ
れの簡単な説明を示します。
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説明CLI コマンド用のファイル名ファイルシステム

イメージ、クラッシュファイ

ル、コアファイル、保存され

たコンフィギュレーションファ

イル、およびさまざまなユーザ

ファイルを保存します。

• bootflash:

• flash:

• harddisk:

• usb0:

• usb1:

• stby-bootflash:

• stby-harddisk:

• stby-usb0:

• stby-usb1:

•ブートフラッシュ

•フラッシュ

•ハードディスク

• USB

•スタンバイブートフラッ
シュ

•スタンバイハードディス
ク

•スタンバイ USB

実行コンフィギュレーションお

よび他のシステムファイルを

保存します。

• system:

• tmpsys:

• null:

• tar:

• syslog:

• cns:

• revrcsf:

•システム

•一時的なシステム

•ヌル

• tar

• Syslog

• CNS

• RCSF

通常、システムのデフォルトの

コンフィギュレーションファ

イルおよびスタートアップコ

ンフィギュレーションファイ

ルを保存します。

• nvram:

• stby-nvram:

• stby-rcsf:

• NVRAM

•スタンバイ NVRAM

•スタンバイ RCSF

リモートデバイスとの間でファ

イルを転送するために使用され

るプロトコル。

• tftp:

• rcp:

• pram:

• ftp:

• http:

• scp:

• https:

• TFTP

• RCP

• PRAM

• FTP

• HTTP

• SCP

• HTTPS
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特権 EXECコマンド dir、del、および copyを使用して、ファイルシステムの内容を管理できま
す。また、mkdirおよび rmdirコマンドを使用して、ブートフラッシュまたはハードディスクの
ディレクトリを作成および削除できます。

次に、Cisco cBRルータに対する show file systemsコマンドの出力例を示します。
Router# show file systems

File Systems:

Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes
- - opaque rw system:
- - opaque rw tmpsys:

* 7800705024 1574408192 disk rw bootflash:
7800705024 1574408192 disk rw flash:
98394218496 79534682112 disk rw harddisk:
8009056256 8009023488 disk rw usb1:
33554432 33507452 nvram rw stby-nvram:

- - opaque rw null:
- - opaque ro tar:
- - network rw tftp:
- - opaque wo syslog:

33554432 33508476 nvram rw nvram:
- - network rw rcp:
- - network rw pram:
- - network rw ftp:
- - network rw http:
- - network rw scp:
- - network rw https:
- - opaque ro cns:
- - nvram rw stby-rcsf:

7800705024 1635270656 disk rw stby-bootflash:
98394218496 89040576512 disk rw stby-harddisk:

- - disk rw stby-usb0:
1000787968 301559808 disk rw stby-usb1:

- - opaque rw revrcsf:

スーパーバイザスイッチオーバー後のコンソールポートの使用

アクティブスーパーバイザが失敗し、スタンバイスーパーバイザがアクティブスーパーバイザ

になったら、CLIコマンドを入力したりルータの統計情報を表示したりするために新しいアクティ
ブスーパーバイザのコンソールポートを使用する必要があります。スタンバイスーパーバイザ

コンソールはデフォルトでは無効であり、CLIコマンドを実行するために使用することができま
せん。次に、スタンバイスーパーバイザコンソールの出力例を示します。

Router-stby>
Standby console disabled
Router-stby>

コンソールにアクセスするには、PCまたは端末のシリアルケーブルを他方のスーパーバイザ（ア
クティブスーパーバイザとして動作するようになった方）のコンソールポートに移動します。

利点

•スーパーバイザは、ハードウェア障害のシングルポイントではありません。アクティブスー
パーバイザで永続的なハードウェア障害が発生すると、スタンバイスーパーバイザがシス

テムを回復し、ネットワークサービスや信頼性のレベルを上げます。
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•スタンバイスーパーバイザは、システムオペレータによる手動の介入なしでアクティブ
スーパーバイザになることができます。このため、リカバリ時間が短縮され、ネットワーク

管理者が即時対応する必要性が低下します。

•アクティブスーパーバイザは、システムが SSOに到達した後で、変更された構成と機能の
データをスタンバイスーパーバイザと動的に同期します。したがって、スタンバイスーパー

バイザは、常にホットスタンバイとして動作し、引き継ぐ準備ができています。

スーパーバイザ冗長性の設定方法
Cisco cBRシャーシに 2つのスーパーバイザがインストールされると、スーパーバイザ冗長性機
能が自動的にイネーブルになります。アクティブスーパーバイザは、スタンバイスーパーバイザ

の起動時に、実行コンフィギュレーションファイルとスタンバイスーパーバイザを自動的に同期

します。

Cisco cBRルータではSSOモードのスーパーバイザ冗長性のみがサポートされます。デフォル
トの冗長モードは SSOで、このモードに新しい設定は必要ありません。

（注）

この項の構成は、次のとおりです。

強制スイッチオーバー

スイッチオーバーを手動で強制するには、スタンバイスーパーバイザがアクティブになるよう

に、アクティブスーパーバイザで特権 EXECモードで redundancy force-switchoverコマンドを使
用します。手動による強制スイッチオーバーは、次の状況で役立ちます。

•現在のアクティブスーパーバイザを削除、交換、またはアップグレードする必要がある。

•以前のスイッチオーバーでスタンバイスーパーバイザがアクティブになっているため、以前
のアクティブスーパーバイザを復元したいと考えている。

アクティブスーパーバイザを削除するだけでもスイッチオーバーはトリガーされますが、

redundancy force-switchoverコマンドを使用すると、ハードウェアアラームが生成されませ
ん。

ヒント

はじめる前に

show redundancyコマンドを使用して、スタンバイスーパーバイザが SSO状態であることを確認
します。詳細については、スーパーバイザ冗長性の確認, （14ページ）を参照してください。
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手順

ステップ 1 コンフィギュレーションレジスタを 0x02に設定し、両方のスーパーバイザに適したイメージを
ロードします。

例：
Router# configure terminal
Router(config)# config-register 0x02
Router(config)# boot system bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-08_01.38_xxxxx.SSA.bin

以前のアクティブスーパーバイザを設定して、ROMモニタモードを維持したり、ス
イッチオーバー後に手動で起動したりする場合は、この手順を実行しないでください。

（注）

ステップ 2 スイッチオーバーを強制するには、redundancy force-switchoverコマンドを使用します。

例：
Router# redundancy force-switchover

Proceed with switchover to standby RP? [confirm]
Manual Swact = enabled

Jan 1 19:23:22.483 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit with
reload fru code

Initializing Hardware ...

System Bootstrap, Version 12.2(20141120:061458) [153], DEVELOPMENT SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2014 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 11/20/2014 18:04:24.91 by xxxxx

スタンバイスーパーバイザがアクティブスーパーバイザになります。

ステップ 3 （任意）ステップ 1, （8ページ）を実行していない場合、スイッチオーバー後に以前のアクティ
ブスーパーバイザはROMモニタモードになります。以前のアクティブスーパーバイザを新しい
スタンバイスーパーバイザにするには、新しいスタンバイスーパーバイザを手動で起動し、SSO
モードに移行します。

システムブート動作の変更

ここでは、システムの起動時または再起動時のシステムの動作を変更するためにCisco IOSソフト
ウェアコンフィギュレーションレジスタを変更する方法について説明します。ソフトウェアコ

ンフィギュレーションレジスタは、起動に関する次の機能を制御する NVRAM内の 16ビットレ
ジスタです。

•ロードする Cisco IOSソフトウェアイメージのソースを指定します

• NVRAMメモリに保存されたコンフィギュレーションファイルの内容をCisco IOSソフトウェ
アが無視する必要があるかどうかを指定します

• Break機能の使用を有効または無効にします
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ソフトウェアコンフィギュレーションレジスタの設定を変更するには、次の手順に従ってくださ

い。

手順

ステップ 1 グローバルコンフィギュレーションモードに移行し、config-registerコマンドを使用して、ソフ
トウェアコンフィギュレーションレジスタの内容を新しい値に設定します。

次の表に示す値を使用して、新しい値を 16ビット 16進数ビットマスクとして指定します。
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表 2：ソフトウェアコンフィギュレーションレジスタのビットの定義

意味/機能16 進数ビット番号

ルータの実行に必要なデフォル

トのCisco IOSソフトウェアイ
メージのソースを定義します。

• 00：起動時に、システム
は ROMモニタプロンプ
ト（rommon）のままで、
ユーザが rommon bootコ
マンドを使用してシステ

ムを手動で起動するのを

待機します。

• 01：起動時に、システム
はスーパーバイザ上のフ

ラッシュメモリ Single
In-line Memory Module
（SIMM）にある最初のシ
ステムイメージを自動的

に起動します。

• 02～ 0F：起動時に、シス
テムはネットワーク内の

TFTPサーバに保存された
デフォルトのCisco IOSソ
フトウェアイメージから

自動的に起動します。こ

の設定の場合、スーパー

バイザ上でネットワーク

管理イーサネットポート

を設定して有効にしてく

ださい。ポートが動作可

能である必要があります。

また、この設定により、

boot systemコマンドが有
効になります。これは、

デフォルトファイル名を

オーバーライドできます。

0x0000～ 0x000F00～ 03

システムソフトウェアに

NVRAMコンフィギュレーショ
ンファイルの内容を無視させ

ます。

0x004006
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意味/機能16 進数ビット番号

Original Equipment Manufacturer
（OEM）ビットを有効にしま
す。

0x008007

30秒後にBreak機能を無効にし
ます。

0x010008

未使用。0x020009

ブロードキャストパケットの

IPアドレスが 0.0.0.0になるよ
うに指定します。

0x040010

コンソールボーレートを定義

します（デフォルト値は 9600
ボーです）。

0x0800～ 0x100011および 12

ブートフラッシュメモリから

イメージを起動します。

0x200013

ブロードキャストパケットが

サブネットブロードキャスト

アドレスを使用する必要がある

ことを指定します。

0x400014

診断メッセージを有効にして、

NVRAMコンフィギュレーショ
ンファイルの内容を無視しま

す。

0x800015

たとえば、ROMモニタプロンプトを起動するようにルータを設定するには、次のコマンドを使
用してコンフィギュレーションレジスタを 0x2100に設定します。

例：
Router# config t
Router(config)# config-register 0x2100
Router(config)#

通常使用での標準的なビットマスクは 0x2102です。これは、ルータがフラッシュメモ
リからCisco IOSソフトウェアを読み込んでCisco IOS CLIプロンプトを起動する必要が
あることを指定します。Breakキーが30秒間だけ有効になります。したがって、必要に
応じて ROMモニタプロンプトに切り替えることができます。

ヒント

ステップ 2 グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
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例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 3 show versionコマンドを使用して、新しいソフトウェアコンフィギュレーションレジスタの設定
を表示します。

最後の行には、コンフィギュレーションレジスタの設定が表示されます。

例：
Router# show version
Cisco IOS XE Software, Version 2015-03-04_00.38_xxxxx
Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Experimental \
Version 15.5(20150302:044048) [v155_2_s_xe315_throttle-xxxxx-XE315_0301 121]
This software is an Engineering Special
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Mar-15 00:21 by xxxxx

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2015 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

Router uptime is 14 minutes
Uptime for this control processor is 17 minutes
System returned to ROM by SSO Switchover
System image file is "bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-04_00.38_xxxxx.SSA.bin"
Last reload reason: Reload Command

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco cBR1013 (CBR) processor (revision CBR) with 3647635K/6147K bytes of memory.
Processor board ID CSJ13152101
16 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
50331648K bytes of physical memory.
7739391K bytes of eUSB flash at bootflash:.
97620247K bytes of SATA hard disk at harddisk:.
979258K bytes of USB flash at usb1:.

Configuration register is 0x2
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コンフィギュレーションレジスタを変更する場合、show versionコマンドを使用すると、レジス
タの現在の値および次回の再起動/リロード時に使用される値が表示されます。

ステップ 4 新しいソフトウェアコンフィギュレーションレジスタ設定をコンフィギュレーションファイル

に保存するには、次のいずれかを実行します。

• copy running-config startup-configコマンドを使用します。

• write コマンドを使用します。

例：
Router# copy running-config startup-config

Router# write
Building configuration...
[OK]

ステップ 5 ソフトウェアコンフィギュレーションレジスタの変更は、ルータを次回リブートまたは再起動し

た場合に適用されます。ルータを手動でリブート（再起動）するには、reloadコマンドを使用し
ます。

例：
Router# reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Proceed with reload? [confirm]

ブートフラッシュまたはハードディスクへのコンフィギュレーション

ファイルの保存

ここでは、コンフィギュレーションファイルをブートフラッシュまたはハードディスクにコピー

し、Cisco cBRルータを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 両方のスーパーバイザのブートフラッシュまたはハードディスクにコンフィギュレーションファ

イルをコピーします。

例：
Router# copy running-config bootflash:cbr8-config
Router# copy running-config stby-bootflash:cbr8-config
Router# copy running-config harddisk:cbr8-config
Router# copy running-config stby-harddisk:cbr8-config

ステップ 2 （任意） コンフィギュレーションファイルが TFTPサーバに格納されている場合は、TFTPサー
バのファイルを各スーパーバイザのブートフラッシュまたはハードディスクにコピーします。

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
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例：
Router# copy tftp://192.168.100.10/router-config bootflash:cbr8-config
Router# copy tftp://192.168.100.10/router-config stby-bootflash:cbr8-config
Router# copy tftp://192.168.100.10/router-config harddisk:cbr8-config
Router# copy tftp://192.168.100.10/router-config stby-harddisk:cbr8-config

スーパーバイザ冗長性の設定の確認
ここでは、次の内容について説明します。

スーパーバイザ冗長性の確認

手順

ステップ 1 スタートアップコンフィギュレーションを表示して、冗長性を構成するための回線の有無を確認

します。

例：
Router# show startup-config

...
redundancy
mode sso
...

ステップ 2 show redundancyコマンドを実行して、スーパーバイザの現在の冗長性の状態を確認します。
通常、アクティブなスーパーバイザはスロット 4（SUP0）に表示されます。
Router# show redundancy

Redundant System Information :
------------------------------
Available system uptime = 28 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
Active Location = slot 4
Current Software state = ACTIVE
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Uptime in current state = 28 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M),
Experimental Version 15.5(20150302:044048) [v155_2_s_xe315_throttle-xxxxx-XE315_0301 121]
This software is an Engineering Special
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Mar-15 00:21 by xxxxx
BOOT = bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-04_00.38_xxxxx.SSA.bin,12;
CONFIG_FILE = bootflash:startup_config1419513118
Configuration register = 0x2

Peer Processor Information :
----------------------------
Standby Location = slot 5
Current Software state = STANDBY HOT
Uptime in current state = 24 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M),
Experimental Version 15.5(20150302:044048) [v155_2_s_xe315_throttle-xxxxx-XE315_0301 121]
This software is an Engineering Special
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Mar-15 00:21 by xxxxx
BOOT = bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-04_00.38_xxxxx.SSA.bin,12;
CONFIG_FILE = bootflash:startup_config1419513118
Configuration register = 0x2

スイッチオーバーが発生した場合、show redundancyコマンドにより、アクティブなスーパーバ
イザのスロットがスロット 4（SUP0）からスロット 5（SUP1）に変更されたことが示されます。
出力は次の例のようになります。

Router# show redundancy

Redundant System Information :
------------------------------
Available system uptime = 39 minutes
Switchovers system experienced = 1
Standby failures = 0
Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
Active Location = slot 5
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 10 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M),
Experimental Version 15.5(20150302:044048) [v155_2_s_xe315_throttle-xxxxx-XE315_0301 121]
This software is an Engineering Special
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Mar-15 00:21 by xxxxx
BOOT = bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-04_00.38_xxxxx.SSA.bin,12;
CONFIG_FILE = bootflash:startup_config1419513118
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Configuration register = 0x2

Peer Processor Information :
----------------------------
Standby Location = slot 4
Current Software state = STANDBY HOT
Uptime in current state = 4 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M),
Experimental Version 15.5(20150302:044048) [v155_2_s_xe315_throttle-xxxxx-XE315_0301 121]
This software is an Engineering Special
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Mar-15 00:21 by xxxxx
BOOT = bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-04_00.38_xxxxx.SSA.bin,12;
CONFIG_FILE = bootflash:startup_config1419513118
Configuration register = 0x2

スタンバイのスーパーバイザが未設置または非稼動の場合、show redundancyコマンドの出力は
次の例のようになります。

Router# show redundancy

Redundant System Information :
------------------------------
Available system uptime = 31 minutes
Switchovers system experienced = 1
Standby failures = 0
Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Simplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = Non-redundant
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Down Reason: Failure

Current Processor Information :
-------------------------------
Active Location = slot 5
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 2 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M),
Experimental Version 15.5(20150302:044048) [v155_2_s_xe315_throttle-xxxxx-XE315_0301 121]
This software is an Engineering Special
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Mar-15 00:21 by xxxxx
BOOT = bootflash:cbrsup-universalk9.2015-03-04_00.38_xxxxx.SSA.bin,12;
CONFIG_FILE = bootflash:startup_config1419513118
Configuration register = 0x2

Peer (slot: 4) information is not available because it is in 'DISABLED' state

showredundancyコマンドでは、冗長性の状態、ソフトウェアの状態、システム稼働時間、イメー
ジバージョン、起動、コンフィギュレーションファイル、およびコンフィギュレーションレジ

スタに関する詳細情報が表示されます。
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スーパーバイザスイッチオーバーの確認

手順

ステップ 1 スーパーバイザカードの LEDを確認します。
スーパーバイザがアクティブになると、スーパーバイザカードの RP ACTおよび FP ACT LEDが
緑に点灯し、初期化が完了してアクティブスーパーバイザとして機能していることを示します。

スタンバイスーパーバイザカードの RP ACTおよび FP ACTはオフです。詳細は、「Monitoring
the Supervisor in the Cisco cBR Chassis」を参照してください。

ステップ 2 スーパーバイザスイッチオーバーを確認するために、show redundancy switchover historyコマン
ドを実行します。

元のスーパーバイザがスロット 4（SUP0）にあり、スタンバイスーパーバイザがスロット 5
（SUP1）にある場合、出力は次の例のようになります。

例：
Router# show redundancy switchover history

Index Previous Current Switchover Switchover
active active reason time

----- -------- ------- ---------- ----------
1 48 49 user forced 19:23:11 CST Sun Jan 1 2012

値 48は SUP0を、49は SUP1を示しています。

スーバーバイザ冗長性の後に、メッセージが表示されます。次はその例です。

CLC 3/0: May 20 07:26:01.992: %CBR-4-RECONCL_CM_FINISH_CLC: Reconciliation (cdm->ios) for
slot 3 finished: total 7, success 5, failed 2, ios-only 2, cdm-only 0, mismatch 0, offline
0, in-transaction-reconl 0, in-transaction-recover 0.

表 3：メッセージの説明

説明名前

フェールオーバー前の各ラインカード上のケー

ブルモデムの合計数。

total

フェールオーバー時にオンライン状態を維持し

たケーブルモデムの数を示します。

success

調整チェックに失敗してデータベースから削除

されたケーブルモデムの数を示します。

failed
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説明名前

ラインカード IOSdのみにデータエントリがあ
る、データベースから削除されたケーブルモデ

ムの数を示します。

ios-only

ラインカード CDMAN（USスケジューラ）の
みにデータエントリがある、データベースから

削除されたケーブルモデムの数を示します。

cdm-only

フェールオーバー後にモデムインスタンス内ま

たはサービスフロー内でデータ不一致がある

ケーブルモデムの数を示します。これらのモデ

ムはすでにデータベースから削除されていま

す。

mismatch

フェールオーバー時にオフラインになったケー

ブルモデムの数を示します。

offline

フェールオーバー時に in dsx操作により削除さ
れたケーブルモデムの数を示します。

in-transaction-reconl

フェールオーバー時に in dsx操作中であった
ケーブルモデムの数を示します。

in-transaction-recove

スーパーバイザ冗長性の設定例
次の例では、Cisco IOSコンフィギュレーションファイルの中で、スーパーバイザ冗長性機能のデ
フォルト設定に関する部分を記載します。ほとんどのアプリケーションには、この設定を使用で

きます。

Router# show running-config | sec redundancy

redundancy
mode sso

Router#

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS CMTS Cable Command Reference』CMTSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『Stateful Switchover』ステートフルスイッチオーバー

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

スーパーバイザ冗長性に関する機能情報
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。

次の表は、特定のソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソ

フトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一

連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

（注）
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表 4：スーパーバイザ冗長性に関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能が Cisco cBRシリーズ
コンバージドブロードバンド

ルータに統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1スーパーバイザの冗長性
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