
 

Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能
ガイド

（注） このマニュアルでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールについてのみ説明します。Cisco イーサ

ネット スイッチ ネットワーク モジュールの詳細については、次の URL にある『Connecting Ethernet 
Switch Network Modules to a Network』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_module_installation_guide_chapt
er09186a00800b168c.html

Cisco EtherSwitch サービス モジュール（NME-16ES-1G、NME-16ES-1G-P、NME-X-23ES-1G、

NME-X-23ES-1G-P、NME-XD-48ES-2S-P、および NME-XD-24ES-1S-P）では、Cisco モジュラ ア
クセス ルータに対し、Cisco StackWise テクノロジーを使用して Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ルをレイヤ 2 スイッチとしてスタックする機能を提供します。Cisco EtherSwitch サービス モジュール

は、IP ベース イメージ（旧 Standard Multilayer Image（SMI; 標準マルチレイヤ イメージ））または IP 
サービス イメージ（旧 Enhanced Multilayer Image（EMI; 拡張マルチレイヤ イメージ））のどちらかに

よってサポートされています。IP ベース イメージは、アクセス コントロール リスト（ACL）、Quality 
of Service（QoS）、スタティック ルーティング、Routing Information Protocol（RIP）などのレイヤ 
2+ 機能を備えています。IP サービス イメージは、レイヤ 2+ 機能およびフル レイヤ 3 ルーティング

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報

につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ

り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと

をご了承ください。
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内容
（IP ユニキャスト ルーティング、IP マルチキャスト ルーティング、およびフォールバック ブリッジ）

を含む、より豊富なエンタープライズクラスの機能を提供します。IP サービス イメージには、レイヤ 
2+ スタティック ルーティングや RIP と区別される特長として、Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol（EIGRP）や Open Shortest Path First（OSPF）などのプロトコルが含まれています。

Cisco EtherSwitch サービス モジュール（NME-16ES-1G-P、NME-X-23ES-1G-P、
NME-XD-24ES-1S-P、NME-XD-48ES-2S-P）の機能履歴 

Cisco EtherSwitch サービス モジュール（NME-16ES-1G、NME-X-23ES-1G）の機能履歴 

プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア イメージのサポート情報の検索

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。http://www.cisco.com/go/fn にある Cisco Feature Navigator にアク

セスしてください。アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでな

い場合や、ユーザ名やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアログボックスで [Cancel] をクリッ

クし、表示される説明に従ってください。

内容
• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールの前提条件」（P.3）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報」（P.3）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定方法」（P.36）

• 「スイッチ スタックの Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定方法」（P.53）

• 「スイッチ クラスタの設定方法」（P.60）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアのアップグレード」（P.66）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアのトラブルシューティング」（P.69）

• 「スイッチ スタックの設定のシナリオ」（P.82）

• 「ネットワークの構成例」（P.84）

• 「その他の参考資料」（P.90）

リリース 変更内容

12.2(25)EZ（スイッチ ソフト

ウェア）

この機能が導入されました。

12.3(14)T（ルータ ソフトウェア） この機能が導入されました。

リリース 変更内容

12.2(25)SEC（スイッチ ソフト

ウェア）

この機能が導入されました。

12.3(14) T3（ルータ ソフトウェ

ア）

この機能が導入されました。
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールの前提条件
Cisco EtherSwitch サービス モジュールの前提条件
Cisco EtherSwitch サービス モジュールの Cisco IOS バージョンは、ルータの Cisco IOS ソフトウェア 
リリースおよびフィーチャ セットと互換性がある必要があります。「Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュール（NME-16ES-1G-P、NME-X-23ES-1G-P、NME-XD-24ES-1S-P、NME-XD-48ES-2S-P）
の機能履歴」（P.2）および「Cisco EtherSwitch サービス モジュール（NME-16ES-1G、

NME-X-23ES-1G）の機能履歴」（P.2）を参照してください。

• ルータ、Cisco IOS ソフトウェア リリースおよびフィーチャ セットを表示するには、特権 EXEC 
モードで show version コマンドを入力します。

• Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IOS バージョンを表示するには、特権 EXEC モードで 
dir flash: コマンドを入力します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールの機能と一部の重要な概念を説明します。

• 「ハードウェアの概要」（P.3）

• 「ソフトウェア機能と利点」（P.4）

• 「Cisco StackWise の概念」（P.13）

• 「クラスタリングの概念」（P.22）

ハードウェアの概要

Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、Cisco IP Phone、シスコのワイヤレス アクセス ポイント、

ワークステーションなどのデバイスや、サーバ、ルータ、スイッチなどその他のネットワーク デバイ

スから接続可能なモジュールです。

（注） Cisco EtherSwitch サービス モジュール モデル NME-16ES-1G、NME-X-23ES-1G では IP 電話がサ

ポートされていません。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールをバックボーン スイッチとして展開し、他のネットワーク デ
バイスからの 10BASE-T、100BASE-TX、および 1000BASE-T イーサネット トラフィックを統合で

きます。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、単一のスイッチ ユニットとして、または単一のエンティ

ティとして機能するスイッチング スタックを構成する一連のスイッチとして管理できます。Cisco 
StackWise EtherSwitch NME-XD-24ES-1S-P サービス モジュールのスタッキング ポートは、スタック

のスイッチまたは他の Cisco EtherSwitch サービス モジュールを接続するために使用されます。Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールが Cisco StackWise ポートを使用して接続されていない場合、Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールは個別に管理されます。Cisco EtherSwitch サービス モジュールをサ

ポートする Cisco ルータについては、『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』を参照し

てください。

（注） • 1 つのルータ シャーシには Cisco StackWise EtherSwitch NME-XD-24ES-1S-P サービス モジュー

ルを 1 つだけインストールできます。
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
• 1 つのルータ シャーシには、 大 2 つの Cisco EtherSwitch サービス モジュールをインストールで

き（Cisco 3845、Cisco 3825、Cisco 2851、および Cisco 2821 ルータの場合）、Cisco 3745 または 
Cisco 3845 ルータの場合は 大 4 つの Cisco EtherSwitch NME-16ES-1G-P サービス モジュール

をインストールできます。

• ルータ シャーシに 3 つ以上の Cisco EtherSwitch サービス モジュールをインストールするには、特

定のケーブル接続が必要です。複数の Cisco EtherSwitch サービス モジュールのケーブル接続につ

いては、次の URL にある『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_module_installation_guide_b
ook09186a00802d2910.html

Cisco EtherSwitch サービス モジュールには次の 6 つのタイプがあります。

• NME-16ES-1G：16 個の 10/100 Mbps ポートと、1 個の 10/100/1000 ギガビット イーサネット 
ポートを備えた、標準シングル幅 Cisco EtherSwitch サービス モジュール。

• NME-16ES-1G-P：16 個の Power over Ethernet（PoE）搭載 10/100 Mbps ポートと、1 個の 
10/100/1000 ギガビット イーサネット ポートを備えた、標準シングル幅 Cisco EtherSwitch サービ

ス モジュール。

（注） 16 ポートの Cisco EtherSwitch サービス モジュールの 10/100/1000 ギガビット イーサネッ

ト ポートは PoE をサポートしません。

• NME-X-23ES-1G：23 個の 10/100 Mbps ポートと、1 個の 10/100/1000 ギガビット イーサネット 
ポートを備えた、拡張シングル幅 Cisco EtherSwitch サービス モジュール。

• NME-X-23ES-1G-P：23 個の 10/100 Mbps PoE ポートと、1 個の 10/100/1000 ギガビット イーサ

ネット ポートを備えた、拡張シングル幅 Cisco EtherSwitch サービス モジュール。すべてのポート

は PoE をサポートします。

• NME-XD-48ES-2S-P：48 個の 10/100 Mbps PoE ポートと、2 個の Small Form-Factor Pluggable
（SFP）ギガビット イーサネット サービス モジュール ポートを備えた、拡張ダブル幅 Cisco 
EtherSwitch サービス モジュール

• NME-XD-24ES-1S-P：24 個の 10/100 Mbps PoE ポートと、1 個の SFP ポート、および 2 個の 
Cisco StackWise ポートを備えた、拡張ダブル幅 Cisco EtherSwitch サービス モジュール

Cisco EtherSwitch サービス モジュール ハードウェアに関する詳細な情報については、次の URL にあ

る『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_module_installation_guide_book0
9186a00802d2910.html

ソフトウェア機能と利点

Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、次のいずれかのソフトウェア イメージをインストールして

出荷されます。

• IP ベース イメージ：レイヤ 2+ 機能を提供します（エンタープライズ クラスのインテリジェント 
サービス）。これらの機能には、アクセス コントロール リスト（ACL）、Quality of Service

（QoS）、スタティック ルーティング、ホット スタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）、Routing 
Information Protocol（RIP）が含まれます。IP ベース イメージをインストールした Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールは、IP サービス イメージにアップグレードできます。
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
• IP サービス イメージ：より豊富なエンタープライズクラスのインテリジェント サービス セットを

提供します。それには、すべての IP ベース イメージ機能と完全なレイヤ 3 ルーティング（IP ユニ

キャスト ルーティング、IP マルチキャスト ルーティング、およびフォールバック ブリッジング）

が含まれます。IP サービス イメージには、レイヤ 2+ スタティック ルーティングや RIP と区別さ

れる特長として、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）や Open Shortest Path 
First（OSPF）などのプロトコルが含まれています。

ここで取り上げる機能の一部は、IP ベース イメージと IP サービス イメージの暗号化バージョンだけ

に対応しています。この機能を使用し、Cisco.com からソフトウェアの暗号化バージョンをダウンロー

ドするには許可を得る必要があります。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールには、次の機能と利点があります。

• 「Ease-of-Use および Ease-of-Deployment 機能」（P.6）

• 「パフォーマンス向上機能」（P.6）

• 「管理オプション」（P.7）

• 「管理の簡易性に関する機能」（P.8）

• 「アベイラビリティ機能」（P.8）

• 「VLAN 機能」（P.9）

• 「セキュリティ機能」（P.10）

• 「QoS および CoS 機能」（P.11）

• 「Power-over-Ethernet の機能」（P.12）

• 「モニタ機能」（P.12）
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
Ease-of-Use および Ease-of-Deployment 機能  

• Express Setup：ブラウザベースのプログラムから、基本 IP 情報、接続情報、Cisco EtherSwitch 
サービス モジュールおよび Telnet のパスワード、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）情

報を使用して、Cisco EtherSwitch サービス モジュールの初回設定を簡単に実行できます。

• Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定とモニタリングを容易にするグラフィカル ユーザ イ
ンターフェイス（GUI）。これらの GUI の詳細については、「管理オプション」（P.7）を参照して

ください。

• ユーザ定義およびシスコ デフォルトの SmartPort マクロ：ネットワーク間展開を簡易化するため

の、カスタムの EtherSwitch サービス モジュール設定を作成できます。

• Cisco StackWise テクノロジーを、次の用途に使用できます。

– Cisco StackWise ポートを経由して 大 9 個の Cisco EtherSwitch サービス モジュールを接続

し、ネットワーク内で単一のスイッチとして動作できます。

– 単一の IP アドレスおよび設定ファイルを使用して、スイッチ スタック全体を管理できます。

– 新しいスタック メンバの自動 Cisco IOS ソフトウェア バージョン チェックを行うことができ、

オプションで、スタック マスターまたは TFTP サーバからイメージを自動的にロードできま

す。

– スタックの動作を妨げることなく、スタック内の Cisco EtherSwitch サービス モジュールの追

加、取り外し、交換ができます。

– オフライン設定機能付きのスイッチ スタックで、新しいメンバをプロビジョニングできます。

事前に特定のスタック メンバ番号のインターフェイス コンフィギュレーションを設定できま

す。スイッチ スタックは、プロビジョニングされた Cisco EtherSwitch サービス モジュールが

スタックの一部であるかどうかにかかわらず、スタックのリロード時にこの情報を保持しま

す。

– スタック リング アクティビティ統計情報（各スタック メンバからリングに送信されたフレー

ムの数）を表示できます。

パフォーマンス向上機能

• すべての EtherSwitch サービス モジュール ポートでの速度自動検知およびデュプレックス モード

の自動ネゴシエーション：帯域幅を 適化します

• 10/100 Mbps インターフェイス上の自動メディア インターフェイス クロスオーバー

（Auto-MDIX）機能により、インターフェイスが必要なケーブル接続タイプ（ストレートまたはク

ロス）を自動的に検出し、接続を適切に設定します 

• スイッチ スタック内で 大 32 Gbps の転送レート

• 耐障害性の向上、および Cisco EtherSwitch サービス モジュール、ルータ、およびサーバ間で、

大 800 Mbps（Fast EtherChannel）の全二重帯域幅を実現するための EtherChannel

• ポート集約プロトコル（PAgP）およびリンク集約制御プロトコル（LACP）により、

EtherChannel リンクを自動的に作成します

• スタックの Cisco EtherSwitch サービス モジュール全体で、レイヤ 2 およびレイヤ 3 パケットをギ

ガビット /秒のライン レートで転送

• ポート単位のストーム制御。ブロードキャスト ストーム、マルチキャスト ストーム、およびユニ

キャスト ストームを防止します。

• レイヤ 2 の不明なユニキャスト、マルチキャスト、およびブリッジド ブロードキャスト トラ

フィック転送に対するポート ブロッキング
6
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
• Cisco Group Management Protocol（CGMP）サーバのサポートおよび Internet Group 
Management Protocol（IGMP）バージョン 1、バージョン 2、およびバージョン 3 対応の IGMP ス
ヌーピング。

– （CGMP デバイスの場合）CGMP が特定のエンド ステーションへのマルチキャスト トラ

フィックを制限し、ネットワーク全般のトラフィックを軽減

– （IGMP デバイスの場合）IGMP スヌーピングによってマルチメディア トラフィックとマルチ

キャスト トラフィックを効率的に転送

• IGMP レポート抑制。1 つのマルチキャスト ルータ クエリーにつき 1 つの IGMP レポートだけを

マルチキャスト デバイスへ送信します（IGMPv1 または IGMPv2 クエリーだけをサポート）。

• Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）により、マル

チキャスト VLAN 内でマルチキャスト ストリームを継続的に送信しながら、帯域幅およびセキュ

リティ上の理由から、加入者 VLAN からストリームを分離します。

• IGMP フィルタリング：Cisco EtherSwitch サービス モジュール ポート上のホストが所属できるマ

ルチキャスト グループ セットを制御します

• IGMP スロットリング。IGMP 転送テーブルのエントリ数が 大になったときのアクションを設定

します。

管理オプション 

• デバイス マネージャ：デバイス マネージャは、1 つの Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対

して、簡略化された管理を提供します。SmartPort および色分けしたグラフなどのこの機能を使用

することで、Cisco EtherSwitch サービス モジュールを設定および監視しやすくなります。デバイ

ス マネージャは Cisco EtherSwitch サービス モジュールにすでにインストールされています。

Express Setup プログラムまたは CLI ベースのセットアップ プログラムによって Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールを設定した後、Microsoft Internet Explorer または Netscape 
Navigator のブラウザ セッションを介してデバイス マネージャにアクセスできます。詳細について

は、デバイス マネージャのオンライン ヘルプを参照してください。

• Cisco Network Assistant：Cisco Network Assistant には、Cisco EtherSwitch サービス モジュール

のクラスタを含む 1 台または複数のデバイスを GUI を通じて管理する、包括的な機能のセットが

用意されています。このアプリケーションは Cisco.com からダウンロードし、PC にインストール

する必要があります。次の URL で Network Assistant についての詳細情報を取得できます。

http://www.cisco.com/go/NetworkAssistant 

• CLI：Cisco IOS CLI ソフトウェアは、デスクトップ スイッチングおよびマルチ レイヤ スイッチン

グ機能をサポートするように拡張されました。CLI にアクセスするには、管理ステーションを直接 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールのコンソール ポートに接続するか、リモート管理ステー

ションから Telnet を使用します。任意のスタック メンバのコンソール ポートに接続することによ

り、スイッチ スタックを管理できます。Cisco EtherSwitch サービス モジュール CLI の詳細につい

ては、次の URL にある『Catalyst 3750 Switch Command Reference, Cisco IOS Release 12.2』を

参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/prod_command_reference_list.html

• SNMP：CiscoWorks 2000 LAN Management Suite（LMS）および HP OpenView などの SNMP 管
理アプリケーション。HP OpenView、SunNet Manager などのプラットフォームが稼働している 
SNMP 対応管理ステーションから管理できます。Cisco EtherSwitch サービス モジュールでは、総

合的な拡張 MIB セットおよび 4 つのリモート モニタリング（RMON）グループがサポートされま

す。SNMP の使用の詳細については、次の URL にある『Catalyst 3750 Switch Software 
Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm
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管理の簡易性に関する機能

（注） この項に記載されている暗号化セキュア シェル（SSH）機能は、Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ルのソフトウェア イメージの暗号化バージョンだけで使用できます。

• Cisco EtherSwitch サービス モジュールの管理、設定ストレージ、および配信を自動化するための 
Cisco IE2100 シリーズ CNS 組み込みエージェント。

• Cisco EtherSwitch サービス モジュール情報（IP アドレス、デフォルト ゲートウェイ、ホスト名、

ドメイン ネーム システム（DNS）および簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）サーバ名など）

の設定を自動化するための Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）

• 加入者 ID および IP アドレス管理の DHCP リレー エージェント情報（Option 82）。

• DHCP リレーによる DHCP クライアントからの UDP ブロードキャストの転送（IP アドレス要求

を含む）。

• DHCP サーバによる IP アドレスおよびその他の DHCP オプションの IP ホストへの自動割り当て。

• DNS サーバおよび TFTP サーバへのユニキャスト要求の送信：DNS サーバには、Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレスおよび対応するホスト名を使用してサービス モ
ジュールを識別できるようにユニキャスト要求を送信します。TFTP サーバには、TFTP サーバか

らソフトウェア アップグレードを管理できるようにユニキャスト要求を送信します

• IP アドレスおよび対応するメディア アクセス コントロール（MAC）アドレスによって Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールを特定するアドレス解決プロトコル（ARP）

• 特定の送信元 MAC アドレスおよび宛先 MAC アドレスを持ったパケットをドロップするユニキャ

スト MAC アドレス フィルタリング。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）バージョン 1 および 2：Cisco EtherSwitch サービス モジュール

とネットワーク上のその他のシスコ デバイスとの間で、ネットワーク トポロジの検出とマッピン

グを実行します

• ネットワーク タイム プロトコル（NTP）により、外部ソースからすべての Cisco EtherSwitch 
サービス モジュールに一貫したタイムスタンプを提供します

• Cisco IOS File System（IFS）。Cisco EtherSwitch サービス モジュールが使用するすべてのファイ

ル システムに対して単一インターフェイスを提供します

• 大 16 の Telnet 接続を同時に使用できる帯域内管理アクセス。ネットワーク上で複数の CLI ベー

ス セッションを実行できます。

• ネットワーク上の複数の CLI ベース セッションに対する、 大 5 つの暗号化された同時 SSH 接続

によってインバンド管理アクセスが可能（Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェア イ
メージの暗号化バージョンが必要です）。

• SNMP バージョン 1、2c、3 の GET および SET 要求を使用したインバンド アクセスが可能。

アベイラビリティ機能

• HSRP：Cisco EtherSwitch サービス モジュールの制御とレイヤ 3 ルータの冗長化を行います。

• 自動スタック マスターの再選択。使用できなくなったスタック マスターを置き換えます（フェー

ルオーバー サポート）。

新たに選択されたスタック マスターでは、1 秒未満でレイヤ 2 トラフィックを受信し始め、3 ～ 5 
秒の間でレイヤ 3 トラフィックを受信し始めます。
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• クロススタック EtherChannel。スイッチ スタック全体で冗長リンクのプロビジョニングを行いま

す。

• 単方向リンク検出（UDLD）およびアグレッシブ UDLD。光ファイバ ケーブルの配線ミスまたは

ポート障害に起因する光ファイバ インターフェイス上の単一方向リンクを検出し、ディセーブル

にします。

• IEEE 802.1D スパニングツリー プロトコル（STP）による冗長バックボーン接続およびループフ

リー ネットワーク。STP には次の機能があります。

– 大 128 のスパニングツリー インスタンスをサポート。

– Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）による VLAN 間のロード バランシング。

– Rapid PVST+ による VLAN 間のロード バランシングとスパニングツリー インスタンスの高

速コンバージェンス。

– UplinkFast、クロススタック UplinkFast、および BackboneFast によって、スパニングツリー 
トポロジの変更後に高速コンバージェンスを実行し、ギガビット アップリンクやクロスス

タック ギガビット アップリンクなどの冗長アップリンク間のロード バランシングを達成。

• VLAN をスパニングツリー インスタンスにグループ化し、データ トラフィックに複数のパスを提

供してロード バランシングを実現する IEEE 802.1s マルチ スパニングツリー プロトコル（MSTP）
と、ルートおよび指定ポートをただちにフォワーディング ステートに移行することにより、スパ

ニングツリーの高速コンバージェンスを実現する IEEE 802.1w 高速スパニングツリー プロトコル

（RSTP）。

• PVST+、Rapid-PVST+、および MSTP モードで使用できるスパニングツリーのオプション機能は

次のとおりです。

– PortFast。ポートをブロッキング ステートからフォワーディング ステートに即時に移行するこ

とで転送遅延を解消します。

– BPDU ガード。ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）を受信する PortFast 対応ポー

トをシャットダウンします。

– BPDU フィルタリング。PortFast 対応ポートで BPDU の送受信ができなくなります。

– ルート ガード。ネットワーク コア外のスイッチがスパニングツリー ルートになることを防ぎ

ます。

– ループ ガード。代替ポートまたはルート ポートが、単一方向リンクの原因となる障害によっ

て指定ポートになることを防ぎます。

• 等コスト ルーティング。リンクレベルおよび Cisco EtherSwitch サービス モジュール レベルで冗

長化できます。

• Cisco 2811、2821、2851、3825、および 3845 サービス統合型ルータ（ISR）を介したリダンダン

ト電源（RPS）のサポート。AC-IP の電源がインストールされている場合、RPS は ISR、PoE に
使用できます。

VLAN 機能

• IEEE 802.1Q 標準によって許可された 1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID が完全にサポートされていま

す。

• ポートが属する VLAN ID（別名 VLAN メンバーシップ）。デフォルトでは、すべてのポートで 1 
です。

• ダイナミック VLAN メンバーシップに対応する VLAN Query Protocol（VQP）。
9
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC



 

        Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能ガイド

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
• すべてのポート上で稼働する ISL（スイッチ間リンク）および IEEE 802.1Q トランキング カプセ

ル化。ネットワークの移動、追加、変更や、ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィッ

クの管理および制御、さらに、ハイセキュリティ ユーザおよびネットワーク リソース別の VLAN 
グループの確立によるネットワーク セキュリティを実現します。

• ダイナミック トランキング プロトコル（DTP）。2 つのデバイス間のリンクでのトランキングのネ

ゴシエーション、および使用するトランキング カプセル化タイプ（802.1Q または ISL）のネゴシ

エーションを行います。

• VLAN トランキング プロトコル（VTP）および VTP プルーニング。トラフィックのフラッディン

グをそのトラフィックを受信するステーションへのリンクだけに制限することによって、ネット

ワーク トラフィックを削減します。

• 音声 VLAN。Cisco IP Phone から音声トラフィック用のサブネットを作成します。

• VLAN 1 の 小化：VLAN 1 を任意の個々の VLAN トランク リンクでディセーブル化すること

で、スパニングツリー ループまたはストームのリスクを軽減。この機能をイネーブルに設定する

と、トランク上でユーザ トラフィックは送受信されません。Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ルの CPU はコントロール プロトコル フレームの送受信を継続します。

セキュリティ機能 

（注） ここに示した Kerberos 機能は、Cisco EtherSwitch サービス モジュールのソフトウェア イメージの暗

号化バージョンだけで使用できます。

• パスワードによって保護された管理インターフェイスへのアクセス（読み取り専用および読み取り

/書き込み）により、不正な設定変更を防止できます。

• セキュリティ レベル、通知、および対応するアクションを選択できる、マルチレベル セキュリ

ティ。

• セキュリティを確保できるスタティック MAC アドレッシング。

• 保護ポート オプション。同一 Cisco EtherSwitch サービス モジュール上の指定ポートへのトラ

フィック転送を制限します

• ポートにアクセスできるステーションの MAC アドレスを制限または特定するポート セキュリティ 
オプション。

• ポート セキュリティ エージング。ポートのセキュア アドレスにエージング タイムを設定します。

• BPDU ガード。無効なコンフィギュレーションが発生した場合に、PortFast が設定されているポー

トをシャットダウンします。

• 標準および拡張 IP アクセス コントロール リスト（ACL）。ルーテッド インターフェイス（ルータ 
ACL）と VLAN の双方向およびレイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL）の受信方向に関するセ

キュリティ ポリシーを定義します。

• MAC 拡張アクセス コントロール リスト。レイヤ 2 インターフェイスの着信方向のセキュリティ 
ポリシーを定義します。

• VLAN ACL（VLAN マップ）により、MAC、IP、および TCP/User Datagram Protocol（UDP）
ヘッダー内の情報に基づくトラフィックのフィルタリングを行い VLAN 内のセキュリティを確保

• 非 IP トラフィックをフィルタリングする、送信元および宛先 MAC ベースの ACL。

• untrusted（信頼性のない）ホストと DHCP サーバの間の untrusted DHCP メッセージをフィルタ

リングする DHCP スヌーピング。
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• IEEE 802.1x ポートベースの認証により不正なデバイス（クライアント）がネットワークにアクセ

スするのを防止。

– 802.1x と VLAN 割り当てにより、802.1x 認証ユーザを指定した VLAN に制限

– 802.1x とポート セキュリティにより、802.1x ポートへのアクセスを制御

– 802.1x と音声 VLAN により、ポートの許可または無許可ステートに関係なく、IP フォンは音

声 VLAN にアクセス可能

– 802.1x とゲスト VLAN により、非 802.1x 準拠のユーザに限定されたサービスを提供

• Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）。TACACS サーバを介して

ネットワーク セキュリティを管理する独自の機能です。

• RADIUS により、認証、許可、アカウンティング（AAA）サービスを使用して、リモートユーザ

の ID の検証、アクセスの許可、アクションの追跡を実行。

• Kerberos セキュリティ システム。信頼できるサードパーティを使用して、ネットワーク リソース

に対する要求を認証します（Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェア イメージの暗号

化バージョンが必要）

• サービス プロバイダー ネットワークを経由するリモート サイトのユーザを持つカスタマーが、

VLAN をその他のカスタマーから分離しておくことができるようにする 802.1Q トンネリングと、

カスタマー ネットワークにすべてのユーザに関する完全な STP、CDP、および VTP 情報を核所す

るためのレイヤ 2 プロトコル トンネリング（Cisco EtherSwitch サービス モジュールでは使用可能

ですが、サービス統合型ルータ（ISR）では使用できません）

QoS および CoS 機能 

• 自動 QoS（auto-QoS）。トラフィックの分類と出力キューの設定を自動化することで既存の QoS 
機能の展開を簡略化します（Voice over IP のみ）。

• 個々の Cisco EtherSwitch サービス モジュール単位ではなく、スイッチ スタック内の Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールに QoS 機能を設定するクロススタック QoS。

• 分類

– 物理インターフェイスまたはポート単位 VLAN 単位で分類。

– ポート単位の IP タイプ オブ サービス /DiffServ コード ポイント（IP ToS/DSCP）および 
802.1p CoS プライオリティ マーキング。ポート単位でのミッションクリティカルなアプリ

ケーションのパフォーマンスを保護。

– フローベースのパケット分類（MAC、IP、および TCP/UDP ヘッダー内の情報に基づく分類）

に基づく IP ToS/DSCP および 802.1p CoS マーキング。ネットワーク エッジでの高性能な 
QoS を実現し、各種ネットワーク トラフィックに応じて区別化したサービス レベルを可能に

し、ネットワーク内のミッションクリティカルなトラフィックを優先。

– QoS ドメイン内および別の QoS ドメインとの境界ポートにおける、trusted（信頼性のある）

ポート ステート（CoS、DSCP、および IP precedence）。

– 信頼境界機能。Cisco IP Phone の存在を検出し、受信した CoS 値を信頼して、ポート セキュ

リティを確保。

• ポリシング 

– 物理インターフェイスまたはポート単位 VLAN 単位でポリシング。

– Cisco EtherSwitch サービス モジュール ポート上のトラフィックポリシング ポリシー：特定の

トラフィック フローに割り当てるポート帯域幅を管理します。

– トラフィック フローのポリシングをまとめて行う集約ポリシング。特定のアプリケーション

またはトラフィック フローをあらかじめ定義された特定のレートに制限します。
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• 帯域利用率の制限を超過したパケットのアウトオブプロファイル マークダウン。

• 入力キューイングおよびスケジューリング

– ユーザ トラフィック用に設定可能な 2 つの入力キュー（一方のキューをプライオリティ 
キューにできます）。

– 輻輳回避メカニズムとしての重み付けテール ドロップ（WTD）。キュー長を管理し、トラ

フィックの分類ごとに異なるドロップ優先順位を設定します。

– シェイプド ラウンド ロビン（SRR）。パケットをキューから出してスタックまたは内部リング

に送信するときのレートを決定するスケジューリング サービス（入力キューでサポートされ

る唯一のモードはシェアリング）。

• 出力キューおよびスケジューリング 

– 1 ポートに 4 つの出力キュー。

– 輻輳回避メカニズムとしての WTD。キュー長を管理し、トラフィックの分類ごとに異なるド

ロップ優先順位を設定します。

– スケジューリング サービスとしての SRR。キューからパケットを出して出力インターフェイ

スに入れる速度を指定します（出力キューではシェーピングおよび共有がサポートされます）。

シェーピング型出力キューは、ポート帯域幅の割り当てが保証されますが、割り当てられた

ポート帯域幅の使用に制限されています。共有型出力キューは、設定された帯域幅の割り当て

が保証されるだけではなく、他のキューが空になり、その割り当て分の帯域幅が使用されない

場合、保証された割り当てより多く使用できます。

Power-over-Ethernet の機能

• Cisco EtherSwitch サービス モジュールが、回路に電源が供給されていないことを検出した場合

に、すべての 10/100 Mbps イーサネット ポートから、接続されたシスコの先行標準 IEEE 802.3af 
準拠の受電デバイスに電力を供給する機能

• 24 ポート PoE の Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、各 10/100 Mbps ポートで 大 15.4 
W の電力を供給できます。48 ポート PoE の Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、48 個の 
10/100 Mbps ポートのうち任意の 23 個で 大 15.4 W の電力を供給できます。ルータ シャーシの

電源容量に応じて、ポートの任意の組み合わせで、同時に平均 7.5 W の電力を供給できます。

（注） 供給電力の合計は、 大でプラットフォーム電源の制限値です。PoE は、ルータに同梱の 
AC+IP 電源（デフォルト以外の電力）を使用する必要があります。PoE 電力要件の詳細に

ついては、Cisco.com の Web ページにアクセスします。[Products and Solutions] リンクを

クリックします。プルダウン メニューから、[Routers and Routing Systems] をクリックし

ます。Cisco EtherSwitch サービス モジュールをインストールするルーター プラット

フォームをクリックします。

モニタ機能

• ポート レベル、サービス モジュール レベル、およびスタック レベルのステータスを提供する 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールの LED

• MAC アドレス通知トラップおよび RADIUS アカウンティング：Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールが学習または削除した MAC アドレスを保存して、ネットワーク上のユーザをトラッキン

グします

• Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）および Remote SPAN（RSPAN）。

任意のポートまたは VLAN について、トラフィック モニタリングが可能です。
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• Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）における SPAN および RSPAN のサポート。

ネットワーク セキュリティ違反をモニタ、撃退、およびレポートします。

• 組み込み RMON エージェントの 4 つのグループ（履歴、統計、アラーム、およびイベント）を使

用して、ネットワークをモニタし、トラフィック解析を行うことができます。

• Syslog 機能。認証または許可エラー、リソースの問題、およびタイムアウト イベントに関するシ

ステム メッセージを記録します。

• レイヤ 2 traceroute。パケットが送信元デバイスから宛先デバイスへ送られる物理パスを識別しま

す。

• タイム ドメイン反射率計（TDR）により、銅線イーサネット 10/100/1000 ポートにおけるケーブ

ル配線の問題の診断と解決を行います。

Cisco StackWise の概念

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールのスイッチ スタックに適用される概念について説明

します。

• 「スイッチ スタックの概要」（P.13）

• 「スイッチ スタックのメンバーシップ」（P.15）

• 「スタック マスターの選択と再選択」（P.16）

• 「スイッチ スタック ブリッジ ID とルータ MAC アドレス」（P.17）

• 「スタック メンバ番号」（P.17）

• 「スタック メンバのプライオリティ値」（P.18）

• 「スイッチ スタックのソフトウェア互換性に関する推奨事項」（P.18）

• 「スタック プロトコル バージョンの互換性」（P.19）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール間の重大な非互換性」（P.19）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール間の軽微な非互換性」（P.19）

• 「スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイル」（P.20）

• 「スイッチ スタックの管理接続」（P.21）

• 「IP アドレスによるスイッチ スタックへの管理接続」（P.21）

• 「SSH セッションによるスイッチ スタックへの管理接続」（P.21）

• 「コンソール ポートによるスイッチ スタックへの管理接続」（P.21）

• 「特定のスタック メンバへの管理接続」（P.22）

• 「特定のスタック メンバへの CLI アクセス」（P.22）

• 「特定のスタック メンバへの CLI アクセス」（P.22）

スイッチ スタックの概要

Cisco EtherSwitch サービス モジュールを 24 ポートの Cisco StackWise EtherSwitch サービス モジュー

ルの StackWise ポートを介して接続し、Cisco ルータを介してスイッチ スタックを管理することによ

り、Cisco EtherSwitch サービス モジュールを管理できます。Cisco EtherSwitch サービス モジュール

をサポートする Cisco ルータについては、『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』を参

照してください。
13
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC



 

        Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能ガイド

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに関する情報
（注） • 1 つのルータ シャーシには Cisco StackWise EtherSwitch NME-XD-24ES-1S-P サービス モジュー

ルを 1 つだけインストールできます。

• Cisco 3845、Cisco 3825、Cisco 2851、または Cisco 2821 ルータには、 大 2 つの Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールをインストールできます。Cisco 3745 または Cisco 3845 ルータ

には、 大 4 つの Cisco EtherSwitch NME-16ES-1G-P サービス モジュールをインストールできま

す。

• ルータ シャーシに 3 つ以上の Cisco EtherSwitch サービス モジュールをインストールするには、特

定のケーブル接続が必要です。複数の Cisco EtherSwitch サービス モジュールのケーブル接続につ

いては、次の URL にある『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_module_installation_guide_b
ook09186a00802d2910.html

スイッチ スタックとは、Cisco StackWise ポートを介して接続された複数の Cisco EtherSwitch サービ

ス モジュールや Catalyst 3750 スイッチのセットです。スタック内の Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールのうちの 1 つまたは Catalyst 3750 スイッチのうちの 1 つがスタックの動作を管理します。こ

れをスタック マスターと呼びます。スタック マスターと、スタック内の他の Cisco EtherSwitch サー

ビス モジュールおよび Catalyst 3750 スイッチはスタック メンバと呼ばれます。スタック メンバは、

Cisco StackWise テクノロジーにより、統一されたシステムとして連動します。レイヤ 2 およびレイヤ 
3 プロトコルは、ネットワークに対して、スイッチ スタック全体を単一のエンティティとして提供しま

す。

スタック マスターは、スタック全体を管理するための単一拠点となります。スタック マスターから、

次のものを設定します。

• すべてのスタック メンバに適用されるシステム レベル（グローバル）の機能

• スタック メンバごとのインターフェイス レベルの機能

スイッチ スタックはネットワーク内でブリッジ ID によって識別されます。スイッチ スタックがレイヤ 
3 デバイスとして動作している場合、ルータの MAC アドレスになります。ブリッジ ID とルータ MAC 
アドレスは、スタック マスターの MAC アドレスによって決まります。各スタック メンバは、それぞ

れのスタック メンバ番号によって一意に識別されます。

すべてのスタック メンバは、スタック マスターになる資格を持っています。スタック マスターが使用

不能になると、残りのスタック メンバの中から新しいスタック マスターが選択されます。どの Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチがスタック マスターに選定されるか

は、さまざまな要素によって決定されます。スタック マスターを決めるための要素の 1 つがスタック 
メンバ プライオリティ値です。 もプライオリティ値の高い内部インターフェイスがスタック マス

ターになります。

（注） スタック マスターでサポートされているシステム レベルの機能は、スイッチ スタック全体でサポート

されます。スイッチ スタックに、IP ベース イメージと IP サービス イメージの両方を実行する Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチを含める必要がある場合は、IP サービ

ス イメージを実行しているメンバをスタック マスターにすることを推奨します。IP サービス イメージ

機能は、スタック マスターが IP ベース イメージを実行している場合は使用できません。

同様に、IP ベース イメージまたは IP サービス イメージの暗号化バージョンを実行する Cisco 
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EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチをスタック マスターにすることをお勧

めします。スタック マスターが IP ベース イメージまたは IP サービス イメージの非暗号化バージョン

を実行している場合、暗号化機能は使用できません。

スタック マスターには、スイッチ スタックの保存済みの実行コンフィギュレーション ファイルが格納

されています。コンフィギュレーション ファイルには、スイッチ スタックのシステム レベルの設定

と、スタック メンバごとのインターフェイス レベルの設定が含まれます。各スタック メンバは、バッ

クアップ目的で、これらのファイルの現在のコピーを保持します。

スイッチ スタックは、単一の IP アドレスを使用して管理します。IP アドレスは、システムレベルの設

定で、スタック マスターまたは他のすべてのスタック メンバで固有ではありません。スタックからス

タック マスターや他のスタック メンバを削除しても、同じ IP アドレスを使用してスタックを管理でき

ます。

次の方法を用いて、スイッチ スタックを管理できます。

• コマンドライン インターフェイス（CLI）および session コマンドの使用

• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を介したネットワーク管理アプリケーション

• CiscoWorks ネットワーク管理ソフトウェアの使用

スイッチ スタックのメンバーシップ

スイッチ スタックは、StackWise ポートを使用して接続された 大 9 台のスタック メンバから構成さ

れます。スイッチ スタックには、常に 1 台のスタック マスターが存在します。

スタンドアロン Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチは、スタック マ
スターとしても動作する 1 台のスタック メンバで構成されたスイッチ スタックです。スタンドアロン 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールを別の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 
3750 スイッチに接続して、2 台のスタック メンバを含み、そのうち 1 台がスタック マスタとなるス

イッチ スタックを作成できます。スタンドアロン モジュールを既存のスイッチ スタックに接続して、

スタック メンバーシップを増やすこともできます。

スタック メンバを同一のモデルに交換する場合は、新しい Cisco EtherSwitch サービス モジュールま

たは Catalyst 3750 スイッチは、交換前の Cisco EtherSwitch サービス モジュールとまったく同じ設定

で機能します。これは、新しい Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチが、交換前の

サービス モジュールまたはスイッチと同じスタック メンバ番号を使用することを前提としています。

スタック マスターを削除したり、電源の入ったスタンドアロン Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ルまたはスイッチを追加したりしないかぎり、メンバーシップの変更中も、スイッチ スタックの動作

は間断なく継続されます。

（注） • スイッチ スタックに追加または削除する Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 
3750 スイッチの電源がオフになっていることを確認します。

• スタック メンバを追加または削除した後には、スイッチ スタックが全帯域幅（32 Gbps）で稼働し

ていることを確認してください。スタック モード LED が点灯するまで、スタック メンバの Mode 
ボタンを押します。スタック内のすべての Cisco EtherSwitch サービス モジュールの、 後の 2 つ
のポート LED はグリーンである必要があります。Cisco EtherSwitch サービス モジュールのモデ

ルによって、 後の 2 個のポートは 10/100/1000 Mbps ポートまたはSmall Form-Factor Pluggable
（SFP）サービス モジュールのポートです。いずれかのモジュールで、 後の 2 つのポート LED の
片方または両方がグリーンになっていない場合は、スタックが全帯域幅で稼働していません。
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電源が投入されているモジュールを追加（マージ）すると、マージする Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールのスタック マスター同士の中から、スタック マスターが選択されます。再選択されたスタッ

ク マスターは、マスターの役割と設定を保持し、スタック メンバもメンバの役割と設定を保持します。

それ以前のスタック マスターを含め残りのすべてのモジュールは、リロードされ、スタック メンバと

してスイッチ スタックに参加します。それらは、スタック メンバ番号を使用可能な 小の番号に変更

し、再選択されたスタック マスターのスタック設定を使用します。

スタック マスターの選択と再選択

スタック マスターは、次にリストした順番で、いずれかのファクタに基づいて選択または再選択され

ます。

1. Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチの現在のスタック マスター

2. も高いスタック メンバ プライオリティ値を持つ Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは 
Catalyst 3750 スイッチ

（注） スタック マスターにしたい Catalyst 3750 スイッチまたは Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールには、 も高いプライオリティ値を割り当てることを推奨します。そうすること

で、再選択が発生した場合に Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 
スイッチが確実にスタック マスターとして選択されるようになります。

3. デフォルトのインターフェイス レベルの設定を使用していない Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールまたは Catalyst 3750 スイッチ

4. プライオリティの高いサービス モジュールまたはスイッチのバージョンの Cisco EtherSwitch サー

ビス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチ

次に、Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチが使用するバージョンを、プライオ

リティの低いものから順に示します。

– 暗号化 IP サービス イメージ

– 非暗号化 IP サービス イメージ

– 暗号化 IP ベース イメージ

– 非暗号化 IP ベース イメージ

5. システムの稼働時間が も長い Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ

6. 小の MAC アドレスを持つサービス モジュールまたはスイッチ

スタック マスターは、次のイベントのいずれかが発生しないかぎり、役割を維持します。

• スイッチ スタックがリセットされた。* 

• スタック マスターがスイッチ スタックから削除された。

• スタック マスターがリセットされたか、電源が切れた。

• スタック マスターに障害が発生した。

• 電源の入ったスタンドアロン モジュールまたはスイッチ スタックが追加され、スイッチ スタック 
メンバーシップが増えた。*

アスタリスク（*）が付いているイベントでは、示されている要素に基づいて現在のスタック マスター

が再選択される場合があります。
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スイッチ スタック全体に電源を入れるかリセットすると、一部のスタック メンバがスタック マスター

選択に参加しない場合があります。同じ 10 秒の間に電源が投入されたスタック メンバは、スタック マ
スターの選択に参加し、スタック マスターとして選択される可能性があります。10 秒を過ぎてから電

源がオンになったスタック メンバは、スタック マスターの初期選定に参加しないため、スタック メン

バにしかなりません。再選択には、すべてのスタック メンバが参加します。

数秒後、新たなスタック マスターが使用可能になります。その間、スイッチ スタックはメモリ内の転

送テーブルを使用してネットワークの中断を 小限に抑えます。新しいスタック マスターが選択され、

リセットされている間、その他の使用可能なスタック メンバの物理インターフェイスは影響を受けま

せん。

新たなスタック マスターが選択され、以前のスタック マスターが使用可能になっても、以前のスタッ

ク マスターはスタック マスターとしての役割は再開しません。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの Master LED を使用して、サービス モジュールがスタック マ
スターであるかどうかを確認できます。

スイッチ スタック ブリッジ ID とルータ MAC アドレス

ネットワーク内のスイッチ スタックは、ブリッジ ID とルータ MAC アドレスによって識別されます。

スイッチ スタックが初期化すると、スタック マスターの MAC アドレスによってブリッジ ID とルータ 
MAC アドレスが決定します。

スタック マスターが変わると、新たなスタック マスターの MAC アドレスによって、新たなブリッジ 
ID とルータ MAC アドレスが決定します。

スタック メンバ番号

スタック メンバ番号（1 ～ 9）は、スイッチ スタック内の各メンバを識別します。また、メンバ番号に

よって、スタック メンバが使用するインターフェイス レベルの設定が決定します。show switch ユー

ザ EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバ番号を表示できます。

新しい、アウトオブボックスの Cisco EtherSwitch サービス モジュール（つまり、スイッチ スタック

に参加していない、またはスタック メンバ番号が手動で割り当てられていない）には、デフォルト ス
タック メンバ番号（1）が割り当てられた状態で出荷されます。このスイッチがスイッチ スタックに参

加すると、デフォルト スタック メンバ番号は、スタック内で使用可能な、一番小さいメンバ番号に変

更されます。

同じスイッチ スタック内のスタック メンバは、同じスタック メンバ番号を持つことはできません。ス

タンドアロン Cisco EtherSwitch サービス モジュールを含む各スタック メンバは、番号を手動で変更

するか、番号がスタック内の別のメンバによってすでに使用されていないかぎり、自分のメンバ番号を

保持します。

• switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用して手動でスタック メンバ番号を変更した場合は、その番号がス

タック内の他のメンバに未割り当てなときにだけ、そのスタック メンバのリセット後（または、

reload slot stack-member-number 特権 EXEC コマンドの使用後）に、新たな番号が有効となりま

す。スタック メンバ番号を変更するもう 1 つの方法は、SWITCH_NUMBER 環境変数を変更する

ことです。

番号がスタック内の別のメンバによって使用されている場合、Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールまたはスイッチはスタック内で使用可能な 小の番号を選択します。
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（注） 手動でスタック メンバの番号を変更し、新たなメンバ番号にインターフェイス レベルの設

定が関連付けられていない場合は、スタック メンバをデフォルト設定にリセットします。

スタック メンバ番号と設定の詳細については、「スイッチ スタックのコンフィギュレー

ション ファイル」（P.20）を参照してください。

• スタック メンバを別のスイッチ スタックへ移動した場合、スタック メンバは、自分の番号がス

タック内の別のメンバによって使用されていないときにだけ、その番号を保持します。番号がス

タック内の別のメンバによって使用されている場合、Cisco EtherSwitch サービス モジュールまた

はスイッチはスタック内で使用可能な 小の番号を選択します。

• 複数のスイッチ スタックを 1 つにマージすると、新しいスタック マスターのスイッチ スタックに

追加されたモジュールは、スタック内で利用可能な 小の番号を選択します。スイッチ スタック

のマージの詳細については、「特定のスタック メンバへの CLI アクセス」（P.22）を参照してくだ

さい。

スタック メンバのプライオリティ値

プライオリティ値が高いスタック メンバほど、スタック マスターに選定される可能性が高くなり、ス

タック メンバ番号を維持し続ける可能性も高くなります。プライオリティ値は 1 ～ 15 の範囲で指定で

きます。デフォルトのプライオリティ値は 1 です。show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、

スタック メンバのプライオリティ値を表示できます。

（注） スタック マスターにしたいスイッチまたは Cisco EtherSwitch サービス モジュールには、 も高いプ

ライオリティ値を割り当てることを推奨します。そうすることで、再選択が発生した場合に Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールが確実にスタック マスターとして選択されるようになります。

switch stack-member-number priority priority-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用して、スタック メンバのプライオリティ値を変更できます。メンバのプライオリティ値を変更す

るもう 1 つの方法は、SWITCH_PRIORITY 環境変数を変更することです。

新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、現在のスタック マスターには影響しません。新

たなプライオリティ値は、現在のスタック マスターまたはスイッチ スタックのリセット時に、どのス

タック メンバが新たなスタック マスターとして選択されるかを決定する場合に影響を及ぼします。

スイッチ スタックのソフトウェア互換性に関する推奨事項

スタック メンバ間で互換性を確保するには、すべてのスタック メンバが同じ Cisco IOS ソフトウェア 
バージョンを実行している必要があります。

次の点を推奨します。

• スタック マスターを含め、すべてのスタック メンバで Cisco IOS ソフトウェア バージョンが同じ

であること。これはスタック メンバ間のスタック プロトコル バージョンの完全な互換性を確保す

るのに役立ちます。

• スイッチ スタックに、IP ベース イメージと IP サービス イメージを実行する Cisco EtherSwitch 
サービス モジュールまたはスイッチを含める必要がある場合は、IP サービス イメージを実行する 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールをスタック マスターにする必要があります。スタック マス

ターが IP ベース イメージを実行している場合、すべてのスタック メンバが IP サービス イメージ

機能を使用できなくなります。
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• IP サービス イメージ機能の冗長サポートを確保するため、少なくとも 2 台のスタック メンバに IP 
サービス イメージがインストールされている必要があります。スタック マスター選択時は、プラ

イオリティ値が同じスタック メンバ間の場合、IP サービス イメージのほうが IP ベース イメージ

よりも優先されます。IP サービス イメージを実行するスタック マスターに障害が発生した場合、

IP サービス イメージを実行している他のスタック メンバがスタック マスターになります。

• IP サービス イメージを実行する Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチが、同じ

バージョンの IP ベース イメージを実行するスイッチ スタックに参加した場合、IP サービス イ
メージの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチが自動的にスタック マスターにな

ることはありません。IP サービス イメージを実行する Cisco EtherSwitch サービス モジュールを

スタック マスターにする場合は、reload slot stack-member-number 特権 EXEC コマンドを使用し

て、IP ベース イメージを実行している現在のスタック マスターをリセットします。IP サービス イ
メージを実行している Cisco EtherSwitch サービス モジュールのプライオリティ値がその他のス

タック メンバ以上であれば、そのモジュールがスタック マスターとして選択されます。

スタック プロトコル バージョンの互換性

各ソフトウェア イメージには、スタック プロトコル バージョンが含まれます。スタック プロトコル 
バージョンには、メジャー バージョン番号と、マイナー バージョン番号があります。両方のバージョ

ン番号によって、スタック メンバ間の互換性レベルが決定します。show platform stack-manager all 
特権 EXEC コマンドを使用すると、スタック プロトコル バージョンを表示できます。

同じ Cisco IOS ソフトウェア バージョンの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチは、

同じスタック プロトコル バージョンです。そのようなモジュールには完全に互換性があり、すべての

機能はスイッチ スタック全体で適切に機能します。スタック マスターと同じ Cisco IOS ソフトウェア 
バージョンの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチは、ただちにスイッチ スタック

に参加します。

非互換性が存在する場合、非互換のスタック メンバにより、特定のスタック メンバの非互換性の原因

が記載されたシステム エラー メッセージが生成されます。スタック マスターは、すべてのスタック メ
ンバにこのエラー メッセージを表示します。

次のセクションでは、スイッチ スタックの非互換性に関する詳細を説明します。

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール間の重大な非互換性」（P.19）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール間の軽微な非互換性」（P.19）

Cisco EtherSwitch サービス モジュール間の重大な非互換性

異なる Cisco IOS ソフトウェア バージョンを実行する Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは 
Catalyst 3750 スイッチは、多くの場合、スタック プロトコル バージョンが異なります。異なるメ

ジャー スタック プロトコル バージョン番号を持つ Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは 
Catalyst 3750 スイッチは非互換で、同じスイッチ スタック内には存在できません。

Cisco EtherSwitch サービス モジュール間の軽微な非互換性

スタック マスターとメジャー バージョン番号は同じで、マイナー バージョン番号が異なる Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチは、部分的に互換性があると見なされ

ます。スイッチ スタックに接続されている場合、部分的に互換性があるモジュールは、バージョン不

一致（VM）モードを開始し、スタックに参加できません。スタック マスターは、スタック マスター

自体が使用しているソフトウェア バージョンを、すべての VM モードの Cisco EtherSwitch サービス 
モジュールにダウンロードします。
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• VM モードでないが、VM モードの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 
スイッチでも実行できるソフトウェアを実行しているスタック メンバが存在する場合は、スタッ

ク マスタはそのソフトウェアを使用して、VM モードの Cisco EtherSwitch サービス モジュールま

たはスイッチのソフトウェアをアップグレード（またはダウングレード）します。VM モードの 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチは、自動的にリロードされ、完全に機能す

るメンバとしてスタックに参加します。

（注） スタック マスターは、IP ベース イメージを実行する Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ルまたはスイッチに自動的に IP サービス イメージをインストールすることはなく、また、

IP サービス イメージを実行する Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチに

自動的に IP サービス イメージをインストールすることもありません。

• VM モードの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチにインストールできるソフト

ウェアを実行しているスタック メンバが存在しない場合、スタック マスターはスイッチ スタック

をスキャンして、その他の推奨処置がないか確認します。推奨処置は、システム メッセージ ログ

に表示されます。試行する処置がない場合、スタック マスターは、スイッチ スタックで実行され

ているソフトウェアをアップグレードする推奨処置を表示します。

VM モードの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ上のポート LED はオフのままと

なり、Mode ボタンを押しても LED モードは変更されません。

show switch 特権 EXEC コマンドを使用しても、スタック メンバが VM モードになっているかどうか

を確認できます。

スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイル

コンフィギュレーション ファイルには、次の項目が記録されます。

• すべてのスタック メンバに適用されるシステム レベル（グローバル）コンフィギュレーション設

定：IP、STP（スパニングツリー プロトコル）、VLAN、SNMP 設定など

• スタック メンバのインターフェイス固有のコンフィギュレーション設定：各スタック メンバに固

有

スタック マスターには、スイッチ スタックの保存済みの実行コンフィギュレーション ファイルが格納

されています。すべてのスタック メンバは、定期的に、スタック マスターからコンフィギュレーショ

ン ファイルの同期化されたコピーを受け取ります。スタック マスターが使用不能になると、スタック 
マスターの役割を引き受けたスタック メンバが 新のコンフィギュレーション ファイルを保持します。

（注） 実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションに保存されていない状態でス

タック マスターが交換された場合でも、スタック マスターのインターフェイス固有の設定が保存され

るように、すべてのスタック メンバに Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 以降をインストールしておくこ

とを推奨します。

新しい、アウトオブボックスの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチがスイッチ ス
タックに参加した場合、そのモジュールまたはスイッチはスイッチ スタックのシステム レベルの設定

を使用します。Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチが別のスイッチ スタックに移動

された場合、その Cisco EtherSwitch サービス モジュールは保存済みのコンフィギュレーション ファ

イルを失い、新しいスイッチ スタックのシステム レベルのコンフィギュレーションを使用します。

各スタック メンバのインターフェイス固有のコンフィギュレーションには、スタック メンバ番号が関

連付けられます。「スタック メンバ番号」（P.17）に記載されているとおり、スタック メンバは、番号

が手動で変更されるか、同じスイッチ スタック内の別のメンバによってすでに使用されているかしな

いかぎり、自分の番号を保持します。
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• そのメンバ番号に対応するインターフェイス固有のコンフィギュレーションが存在しない場合は、

スタック メンバはデフォルトのインターフェイス固有のコンフィギュレーションを使用します。

• そのメンバ番号に対応するインターフェイス固有のコンフィギュレーションが存在する場合は、ス

タック メンバはそのメンバ番号に関連付けられたインターフェイス固有のコンフィギュレーショ

ンを使用します。

スタック メンバに障害が生じ、それを同一のモデルと交換した場合、交換後の Cisco EtherSwitch モ
ジュールまたはスイッチは自動的に、障害の生じた Cisco EtherSwitch サービス モジュールと同じイン

ターフェイス固有のコンフィギュレーションを使用します。そのため、インターフェイス設定を再設定

する必要はありません。交換後の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチは、障害が発

生した Cisco EtherSwitch サービス モジュールと同じスタック メンバ番号を持つ必要があります。

スタンドアロン Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチのコンフィギュレーションの場

合と同じ方法で、スタック コンフィギュレーションをバックアップし復元します。

スイッチ スタックの管理接続

スイッチ スタックおよびスタック メンバ インターフェイスは、スタック マスターを経由して管理しま

す。Network Assistant、CLI、SNMP、および CiscoWorks ネットワーク管理アプリケーションを使用

できます。個々の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチごとにスタック メンバを管

理できません。

IP アドレスによるスイッチ スタックへの管理接続

スイッチ スタックは、単一 IP アドレスを介して管理されます。IP アドレスは、システムレベルの設定

で、スタック マスターまたは他のすべてのスタック メンバで固有ではありません。IP 接続が確保され

ている前提で、スタックからスタック マスターまたは他のすべてのスタック メンバを削除した場合で

も、同じ IP アドレスを介してスタックを管理できます。

（注） スイッチ スタックからスタック メンバを削除した場合、各スタック メンバは自身の IP アドレスを保

持します。ネットワーク内で同じ IP アドレスを持つ 2 つのデバイスが競合するのを避けるため、ス

イッチ スタックから削除した Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチの IP アドレスを

変更しておきます。

スイッチ スタックの設定に関連する情報については、「スイッチ スタックのコンフィギュレーション 
ファイル」（P.20）を参照してください。

SSH セッションによるスイッチ スタックへの管理接続

スイッチ スタックへの SSH 接続は、IP ベース イメージまたは IP サービス イメージの暗号化バージョ

ンを実行しているスタック マスターに障害が発生し、イメージの非暗号化バージョンを実行している 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチがその代わりとなった場合、失われる場合があ

ります。IP ベース イメージまたは IP サービス イメージの暗号化バージョンを実行する Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチをスタック マスターにすることをお勧めします。ス

タック マスターが IP ベース イメージまたは IP サービス イメージの非暗号化バージョンを実行してい

る場合、暗号化機能は使用できません。

コンソール ポートによるスイッチ スタックへの管理接続

スタック マスターには、1 台以上のスタック メンバのコンソール ポートを経由して接続できます。
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複数の CLI セッションをスタック マスターに使用する場合は注意が必要です。1 つのセッションで入

力したコマンドは、別のセッションには表示されません。そのため、コマンドを入力したセッションを

識別できなくなることがあります。

（注） スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションだけを使用することを推奨します。

特定のスタック メンバへの管理接続

特定のスタック メンバ ポートを設定する場合は、CLI コマンド インターフェイス表記にスタック メン

バ番号を含めてください。インターフェイス表記の詳細については、「インターフェイス コンフィギュ

レーション モードの使用方法」（P.38）を参照してください。

特定のスタック メンバをデバッグする場合は、session stack-member-number 特権 EXEC コマンドで

スタック マスターからアクセスできます。スタック メンバ番号は、システム プロンプトに追加されま

す。たとえば、Switch-2# はスタック メンバ 2 の特権 EXEC モードのプロンプトであり、スタック マ
スターのシステム プロンプトは Switch です。特定のスタック メンバへの CLI セッションで使用でき

るのは、show コマンドと debug コマンドに限ります。

 特定のスタック メンバへの CLI アクセス

（注） この作業は、スタック マスターからだけ実行できます。この作業は、デバッグのみを目的としていま

す。

remote command {all | stack-member-number} 特権 EXEC コマンドを使用して、すべてまたは特定の

スタック メンバにアクセスできます。スタック メンバ番号の有効範囲は 1 ～ 9 です。

クラスタリングの概念

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールでクラスタを計画および作成するために必要な概念

および手順について説明します。

• 「クラスタの互換性」（P.23）

• 「コマンド デバイスの特性」（P.23）

• 「スタンバイ コマンド デバイスの特性」（P.23）

• 「候補およびメンバの特性」（P.24）

• 「候補およびメンバの自動検出」（P.24）

• 「CDP ホップを使用した候補およびメンバの検出」（P.24）

• 「非 CDP 対応および非クラスタ対応デバイスを介した候補およびメンバの検出」（P.25）

• 「異なる VLAN を使用した候補およびメンバの検出」（P.26）

• 「異なる管理 VLAN を使用した候補およびメンバの検出」（P.26）

• 「ルーテッド ポートを介した候補およびメンバの検出」（P.27）

• 「クラスタに新しくインストールされたスイッチの検出」（P.28）

• 「HSRP およびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ」（P.29）

• 「クラスタの仮想 IP アドレス」（P.30）
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• 「クラスタ スタンバイ グループに関する他の考慮事項」（P.30）

• 「クラスタ設定の自動回復」（P.32）

• 「クラスタの IP アドレス」（P.33）

• 「クラスタ内のホスト名」（P.33）

• 「クラスタのパスワード」（P.33）

• 「クラスタの SNMP コミュニティ ストリング」（P.34）

• 「スイッチ クラスタとスイッチ スタック」（P.34）

• 「クラスタの TACACS+ および RADIUS」（P.36）

• 「スイッチ クラスタでのスイッチ固有の機能の使用可能性」（P.36）

クラスタの互換性

デバイス クラスタを作成する場合またはクラスタにデバイスを追加する場合は、次のガイドラインに

従ってください。

• デバイス クラスタを作成する場合は、クラスタ内で もハイエンドなデバイスをクラスタ コマン

ド スイッチとして設定することを推奨します。

• Network Assistant を使用してクラスタを管理する場合は、 新のソフトウェアを使用するデバイ

スをクラスタ コマンド スイッチとする必要があります。

• スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、コマンド デバイスと同じタイプである必要がありま

す。たとえば、コマンド デバイスが Cisco EtherSwitch サービス モジュールの場合、すべてのスタ

ンバイ コマンド デバイスは Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 3750 スイッチ

とする必要があります。

コマンド デバイスの特性

コマンド デバイスは次の要件を満たす必要があります。

• IP アドレスが指定されている。

• クラスタリングと HTTP サーバがイネーブル（デフォルト）。

• CDP バージョン 2 がイネーブル（デフォルト）。

• 他のクラスタのコマンド デバイスまたはメンバではない。

• 管理 VLAN を介してスタンバイ コマンド デバイスに接続し、共通 VLAN を介してクラスタ メン

バに接続する。

スタンバイ コマンド デバイスの特性

スタンバイ コマンド デバイスは次の要件を満たす必要があります。

• IP アドレスが指定されている。

• CDP バージョン 2 がイネーブルに設定されている。

• 管理 VLAN を介してコマンド デバイスに接続されていて、なおかつ他のスタンバイ コマンド デバ

イスに接続されている。

• 共通 VLAN を介して他のすべてのクラスタ メンバに接続されている。

• メンバとの接続能力を維持するために、クラスタに冗長接続されている。
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• 他のクラスタのコマンド デバイスまたはメンバではない。

スタンバイ コマンド デバイスが引き継ぐ場合に、同じレベルの機能サポートを維持したい場合は、そ

のデバイスは、コマンドデバイスが実行するものと同じリリースの Cisco IOS ソフトウェアを実行する

必要があります。

候補およびメンバの特性

候補とは、クラスタ対応ですがクラスタにまだ追加されていないデバイスを意味します。メンバは、ク

ラスタにすでに追加されているデバイスです。候補またはメンバには独自の IP アドレスおよびパス

ワードがありますが、必須ではありません。

クラスタに加入する候補は、次の要件を満たしている必要があります。

• クラスタ対応のソフトウェアが稼働している。

• CDP バージョン 2 がイネーブルに設定されている。

• 他のクラスタのコマンド デバイスまたはメンバではない。

• スタンバイ グループが存在する場合、少なくとも 1 つの共通 VLAN を介して、すべてのスタンバ

イ コマンド デバイスに接続されている。各スタンバイ コマンド デバイスに対応する VLAN は、

異なる場合があります。

• 少なくとも 1 つの共通 VLAN を介して、コマンド デバイスに接続されている。

候補およびメンバの自動検出

コマンド デバイスは、CDP を使用して、スター トポロジまたはカスケード トポロジで、複数の 
VLAN からメンバ、候補、ネイバー クラスタ、およびエッジ デバイスを検出します。

（注） コマンド デバイスで検出する可能性があるコマンド デバイス、メンバ、またはクラスタ対応デバイス

で CDP をディセーブルにしないでください。

CDP ホップを使用した候補およびメンバの検出

クラスタ コマンド スイッチは CDP を使用して、クラスタ エッジから 大 7 CDP ホップ（デフォルト

は 3 ホップ）までスイッチを検出できます。 後のクラスタ メンバ スイッチは、クラスタのエッジで

クラスタおよび候補スイッチに接続されます。たとえば、図 1 のクラスタ メンバ スイッチ 9 と 10 はク

ラスタのエッジにあります。

[Cluster] > [Hop Count] を選択することで、クラスタ コマンド スイッチが候補およびクラスタ メンバ 
スイッチを検索するホップ数を設定できます。新しい候補スイッチをネットワークに追加すると、クラ

スタ コマンド スイッチはこれらを検出し、候補スイッチのリストに追加します。

（注） クラスタのスイッチ スタックは、単一のクラスタ メンバ スイッチに一致します。Network Assistant を
介したクラスタ メンバの追加には、特定の制限事項があります。詳細については、「スイッチ クラスタ

とスイッチ スタック」（P.34）を参照してください。

図 1 では、クラスタ コマンド スイッチのポートに VLAN 16 と 62 が割り当てられています。CDP 
ホップのカウントは 3 です。クラスタ エッジから 3 ホップ以内にあるので、クラスタ コマンド スイッ

チはスイッチ 11、12、13、14 を検出します。スイッチ 15 はクラスタ エッジから 4 ホップ先なので検

出されません。
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図 1 CDP ホップを使用しての検出

非 CDP 対応および非クラスタ対応デバイスを介した候補およびメンバの検出

クラスタ コマンド スイッチを CDP 非対応のサードパーティ製のハブ（他社製のハブなど）に接続し

ている場合、そのサードパーティ製のハブを介して接続しているクラスタ対応デバイスを検出できま

す。ただし、クラスタ コマンド スイッチをクラスタ非対応のシスコ デバイスに接続している場合、ク

ラスタ非対応のシスコ デバイスより先にあるクラスタ対応のデバイスは検出できません。

図 2 に、サードパーティ製のハブに接続したスイッチを検出するクラスタ コマンド スイッチを示しま

す。ただし、クラスタ コマンド スイッチは Catalyst 5000 スイッチに接続しているスイッチは検出しま

せん。

図 2 CDP 非対応デバイスおよびクラスタ非対応デバイスからの検出
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異なる VLAN を使用した候補およびメンバの検出

クラスタ コマンド スイッチが Cisco EtherSwitch サービス モジュールの場合、クラスタには、異なる 
VLAN のクラスタ メンバ スイッチを含めることができます。クラスタ メンバ スイッチとして、

Catalyst スイッチもクラスタ コマンド スイッチと共通の VLAN に少なくとも 1 つは接続している必要

があります。図 3 のクラスタ コマンド スイッチのポートには VLAN 9、16、62 が割り当てられている

ため、これらの VLAN のスイッチは検出できます。VLAN 50 にあるスイッチは検出できません。ま

た、 初の列の VLAN 16 にあるスイッチも、クラスタ コマンド スイッチに接続されていないため検

出できません。

（注） スイッチ スタックにある VLAN の考慮事項については、「スイッチ クラスタとスイッチ スタック」

（P.34）を参照してください。

図 3 異なる VLAN からの検出

異なる管理 VLAN を使用した候補およびメンバの検出

クラスタ コマンド スイッチは、異なる VLAN や管理 VLAN のクラスタ メンバ スイッチを検出して管

理できます。クラスタ メンバ スイッチとして、Catalyst スイッチもクラスタ コマンド スイッチと共通

の VLAN に少なくとも 1 つは接続している必要があります。ただし、管理 VLAN を介してクラスタ 
コマンド スイッチに接続する必要はありません。デフォルトの管理 VLAN は VLAN 1 です。

（注） スイッチ クラスタに Cisco EtherSwitch サービス モジュール、Catalyst 3750 スイッチ、またはスイッ

チ スタックが存在する場合、そのスイッチまたはスイッチ スタックはクラスタ コマンド スイッチで

あってはいけません。

図 4 に示すクラスタ コマンド スイッチおよびスタンバイ コマンド スイッチには、VLAN 9、16、およ

び 62 に割り当てられたポートがあります。クラスタ コマンド スイッチの管理 VLAN は VLAN 9 で
す。各クラスタ コマンド スイッチは、次の例外を除き、異なる管理 VLAN のスイッチを検出します。
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• スイッチ 7 およびスイッチ 10（管理 VLAN 4 のスイッチ）。クラスタ コマンド スイッチと共通の 
VLAN（VLAN 62 および VLAN 9）に接続していないため検出されません。

• スイッチ 9。自動検出は非候補デバイス（スイッチ 7）より先は検出できないため、検出されませ

ん。

図 4 レイヤ 3 クラスタ コマンド スイッチを使用して異なる管理 VLAN から検出

ルーテッド ポートを介した候補およびメンバの検出

Routed Port（RP; ルーテッド ポート）が設定されているクラスタ コマンド スイッチは、RP と同じ 
VLAN 内の候補スイッチおよびクラスタ メンバ スイッチだけを検出します。

図 5 のレイヤ 3 クラスタ コマンド スイッチにより、VLAN 9 および 62 のスイッチは検出されますが、

VLAN 4 のスイッチは検出されません。クラスタ コマンド スイッチとクラスタ メンバ スイッチ 7 間の 
RP パスが損失している場合、VLAN 9 を介する冗長パスがあるため、クラスタ メンバ スイッチ 7 との

接続は維持されます。
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図 5 RP による検出

クラスタに新しくインストールされたスイッチの検出

新しいアウトオブボックス スイッチをクラスタに加入させるには、アクセスポートの 1 つにクラスタ

を接続する必要があります。Access Port（AP; アクセス ポート）は 1 つの VLAN にのみ属し、そのト

ラフィックを転送します。デフォルトでは、新しいスイッチとそのアクセス ポートに対して VLAN 1 
が割り当てられます。

新しいスイッチがクラスタに加入すると、デフォルトの VLAN は即座にアップストリーム ネイバーの 
VLAN に変わります。また、新しいスイッチも自身のアクセス ポートを変更して、そのネイバーの 
VLAN に加わります。

図 6 のクラスタ コマンド スイッチは、VLAN 9 および 16 に加入しています。クラスタに新しいクラ

スタ対応スイッチが参加すると、次の処理が発生します。

• 1 つのクラスタ対応のスイッチとそのアクセス ポートに VLAN 9 が割り当てられます。

• 他のクラスタ対応のスイッチとそのアクセス ポートに管理 VLAN 16 が割り当てられます。
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図 6 新しく設置したスイッチの検出

HSRP およびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ

スイッチはホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）をサポートしているためスタンバイ クラス

タ コマンド スイッチのグループを設定できます。クラスタ コマンド スイッチは、すべての通信の転送

と、すべてのクラスタ メンバ スイッチの設定情報を管理しているため、次のような環境設定を推奨し

ます。

• クラスタ コマンドのスイッチ スタックには、スイッチ スタック全体に障害が発生する場合に備え

て、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチが必要です。ただし、コマンド スイッチのスタック マ
スターだけに障害が発生した場合は、スイッチ スタックで新しいスタック マスターを選出し、ク

ラスタ コマンド スイッチ スタックとしての機能を引き継がせることができます。

• スタンドアロンのクラスタ コマンド スイッチの場合、プライマリ クラスタ コマンド スイッチの障

害に備え、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチを設定してその機能を引き継がせるようにしま

す。

クラスタ スタンバイ グループは、「スタンバイ コマンド デバイスの特性」（P.23）で説明している

要件を満たしたコマンド対応スイッチのグループです。クラスタごとに、1 つのクラスタ スタンバ

イ グループのみ割り当てることができます。

（注） スイッチ クラスタに Cisco EtherSwitch サービス モジュール、Catalyst 3750 スイッチ、ま

たはスイッチ スタックが存在する場合、そのスイッチまたはスイッチ スタックはクラスタ 
コマンド スイッチであってはいけません。

（注） クラスタ スタンバイ グループは HSRP グループです。HSRP をディセーブルにすると、ク

ラスタ スタンバイ グループがディセーブルになります。

• クラスタ スタンバイ グループのスイッチは、HSRP プライオリティに基づいてランク付けされて

います。グループ内でプライオリティの高いスイッチは、Active Cluster Command Switch（AC; 
アクティブ クラスタ コマンド スイッチ）です。グループ内で次にプライオリティの高いスイッチ

は、Standby Cluster Command Switch（SC; スタンバイ クラスタ コマンド スイッチ）です。クラ

スタ スタンバイ グループの他のスイッチは、Passive Cluster Command Switch（PC; パッシブ ク
ラスタ コマンド スイッチ）です。アクティブ クラスタ コマンド スイッチおよびスタンバイ クラ

スタ コマンド スイッチが同時にディセーブルになった場合、パッシブ クラスタ コマンド スイッチ

の中でプライオリティが一番高いものがアクティブ クラスタ コマンド スイッチになります。自動
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検出の制限事項については、「クラスタ設定の自動回復」（P.32）を参照してください。HSRP プラ

イオリティ値の変更については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。クラスタ スタンバ

イ グループのメンバおよびルータ冗長グループのメンバのプライオリティの変更には、同じ 
HSRP standby priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） HSRP のスタンバイ中止間隔は、hello タイム間隔の 3 倍以上必要です。デフォルトの 
HSRP スタンバイ中止間隔は 10 秒です。デフォルトの HSRP スタンバイ hello タイム イン

ターバルは 3 秒です。スタンバイ中止間隔およびスタンバイ hello タイム インターバルの

詳細については、http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm 
の『Catalyst 3750 Switch Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照

してください。

次の接続に関する注意事項に従って、スイッチ クラスタ、クラスタ候補、接続されたスイッチ クラス

タ、ネイバー エッジ デバイスを自動検出してください。これらのトピックでもスタンバイ クラスタ コ
マンド スイッチの詳細について説明します。

• 「クラスタの仮想 IP アドレス」（P.30）

• 「クラスタ スタンバイ グループに関する他の考慮事項」（P.30）

• 「クラスタ設定の自動回復」（P.32）

クラスタの仮想 IP アドレス

クラスタ スタンバイ グループには、一意の仮想 IP アドレス、グループ番号、グループ名を割り当てる

必要があります。この情報は、特定の VLAN またはアクティブ クラスタ コマンド スイッチのルー

テッド ポートで設定します。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、仮想 IP アドレス宛てのトラ

フィックを受信します。クラスタを管理するには、コマンドスイッチの IP アドレスからではなく、仮

想 IP アドレスからアクティブ クラスタ コマンド スイッチにアクセスする必要があります （アクティ

ブ クラスタ コマンド スイッチの IP アドレスがクラスタ スタンバイ グループの仮想 IP アドレスと異

なる場合）。

アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生すると、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチ

が仮想 IP アドレスを使用して、アクティブ クラスタ コマンド スイッチになります。クラスタ スタン

バイ グループのパッシブ スイッチは、それぞれ割り当てられたプライオリティを比較し、新しいスタ

ンバイ クラスタ コマンド スイッチを選出します。その後、プライオリティの一番高いパッシブ スタン

バイ スイッチがスタンバイ クラスタ コマンド スイッチになります。前回アクティブ クラスタ コマン

ド スイッチだったスイッチが再びアクティブになると、アクティブ クラスタ コマンド スイッチの役割

を再開します。そのため、現在アクティブ クラスタ コマンド スイッチを担当しているスイッチは再び

スタンバイ クラスタ コマンド スイッチになります。スイッチ クラスタの IP アドレスの詳細について

は、「クラスタの IP アドレス」（P.33）を参照してください。

クラスタ スタンバイ グループに関する他の考慮事項

（注） スイッチ スタックでのクラスタ スタンバイ グループの考慮事項については、「スイッチ クラスタとス

イッチ スタック」（P.34）を参照してください。

次の要件も満たす必要があります。
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• スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ コマンド スイッチと同タイプのスイッチでな

ければなりません。たとえば、クラスタ コマンド スイッチが Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールである場合、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチも Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールまたは Catalyst 3750 スイッチである必要があります。スタンバイ クラスタ コマンド ス
イッチの要件については、他のクラスタ対応スイッチのコンフィギュレーション ガイドを参照し

てください。

スイッチ クラスタに Cisco EtherSwitch サービス モジュール、Catalyst 3750 スイッチ、またはス

イッチ スタックが存在する場合、そのスイッチまたはスイッチ スタックはクラスタ コマンド ス
イッチであってはいけません。

• クラスタごとに、1 つのクラスタ スタンバイ グループのみ割り当てることができます。ルータ冗

長スタンバイ グループは複数作成できます。

1 つの HSRP グループをクラスタ スタンバイ グループとルータ冗長構成グループの両方にするこ

とができます。ただし、ルータ冗長構成グループがクラスタ スタンバイ グループになった場合、

そのグループ上でのルータ冗長構成はディセーブルになります。Network Assistant または CLI を
使用して再度イネーブルにできます。HSRP およびルータ冗長構成の詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

• すべてのスタンバイグループ メンバはそのクラスタのメンバである必要があります。

（注） スタンバイ クラスタ コマンド スイッチとして割り当てることができるスイッチ数に制限は

ありません。ただし、クラスタのスイッチの総数（アクティブ クラスタ コマンド スイッ

チ、スタンバイ グループ メンバ、およびクラスタ メンバ スイッチを含む）は 16 以内にす

る必要があります。

• 各スタンバイグループのメンバ（図 7 を参照）は、同じ VLAN を介してクラスタ コマンド スイッ

チに接続されている必要があります。この例では、クラスタ コマンド スイッチとスタンバイ クラ

スタ コマンド スイッチは Cisco EtherSwitch サービス モジュールのクラスタ コマンド スイッチで

す。各スタンバイグループのメンバも、スイッチ クラスタと同じ VLAN を 低 1 つは介在させ

て、冗長性を持たせながら相互接続する必要があります。

スイッチ クラスタの VLAN の詳細については、次の各項を参照してください。

– 「異なる VLAN を使用した候補およびメンバの検出」（P.26）

– 「異なる管理 VLAN を使用した候補およびメンバの検出」（P.26）
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図 7 スタンバイグループ メンバとクラスタ メンバ間の VLAN 接続 

クラスタ設定の自動回復

アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ設定情報をスタンバイ クラスタ コマンド スイッ

チに継続的に送信します（デバイス設定情報は送信しません）。アクティブ クラスタ コマンド スイッ

チに障害が発生した場合は、この情報をもとに、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチが即座にクラ

スタを引き継ぎます。

自動検出には次のような制限があります。

• この制限は、Cisco EtherSwitch サービス モジュールのコマンド スイッチおよびスタンバイ クラス

タ コマンド スイッチを含むクラスタのみに該当します。アクティブ クラスタ コマンド スイッチお

よびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチが同時にディセーブルになった場合、パッシブ クラス

タ コマンド スイッチの中でプライオリティが一番高いものがアクティブ クラスタ コマンド スイッ

チになります。ただし、前回パッシブ スタンバイ クラスタ コマンド スイッチだったため、以前の

クラスタ コマンド スイッチはクラスタ設定情報を送信していません。アクティブ クラスタ コマン

ド スイッチは、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチにクラスタ設定情報のみ送信します。その

ため、クラスタを再設定する必要があります。

• クラスタ スタンバイ グループに複数のスイッチを持つアクティブ クラスタ コマンド スイッチに障

害が発生した場合、新しいクラスタ コマンド スイッチは、いかなる Catalyst 1900、
Catalyst 2820、および Catalyst 2916M XL のクラスタ メンバ スイッチも検出しません。これらの

クラスタ メンバ スイッチをクラスタにもう一度追加する必要があります。

• アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生してダウンした後、再びアクティブになった

場合、そのスイッチはいかなる Catalyst 1900、Catalyst 2820、および Catalyst 2916M XL クラス

タ メンバ スイッチも検出しません。これらのクラスタ メンバ スイッチをクラスタにもう一度追加

する必要があります。

以前アクティブ クラスタ コマンド スイッチだったスイッチが再びアクティブになった場合、そのス

イッチは 新のクラスタ設定のコピー（ダウン中に追加されたメンバを含む）をアクティブ クラスタ 
コマンド スイッチから受信します。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ スタンバイ 
グループにクラスタ設定のコピーを送信します。
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クラスタの IP アドレス

IP 情報をクラスタ コマンド スイッチに割り当てる必要があります。クラスタ コマンド スイッチには

複数の IP アドレスを割り当てることができます。クラスタには、これらのコマンドスイッチの IP アド

レスを介してアクセスできます。クラスタ スタンバイ グループを設定する場合、アクティブ クラスタ 
コマンド スイッチからスタンバイグループの仮想 IP アドレスを使用して、クラスタを管理する必要が

あります。仮想 IP アドレスを使用すると、アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生して

スタンバイ クラスタ コマンド スイッチがアクティブ クラスタ コマンド スイッチになった場合でも、

クラスタへの接続を確保できます。

アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生してスタンバイ クラスタ コマンド スイッチがそ

の役割を引き継いだ場合、クラスタのアクセスには、スタンバイグループの仮想 IP アドレスも、新し

いアクティブ クラスタ コマンド スイッチで使える IP アドレスも使用できます。

必須ではありませんが、IP アドレスはクラスタ対応のスイッチにも割り当てることができます。クラ

スタ メンバ スイッチは、コマンドスイッチの IP アドレスを使用して他のクラスタ メンバ スイッチと

通信します。クラスタ メンバ スイッチがクラスタを脱退し、そのスイッチが独自の IP アドレスを持た

ない場合は、そのスイッチをスタンドアロン スイッチとして管理するために、IP 情報を割り当てる必

要があります。

（注） クラスタ コマンド スイッチの IP アドレスを変更すると、スイッチ上の Network Assistant セッション

が終了します。リリース ノートに従って、ブラウザの [Location] フィールド（Netscape 
Communicator の場合）または [Address] フィールド（Internet Explorer の場合）に新しい IP アドレス

を入力して、Network Assistant セッションを再起動します。

クラスタ内のホスト名

クラスタ コマンド スイッチと対象のクラスタ メンバにはホスト名を割り当てる必要はありません。た

だし、クラスタ コマンド スイッチに割り当てられたホスト名は、スイッチ クラスタを識別するのに役

立ちます。スイッチのデフォルトのホスト名は Switch です。

クラスタに加入するスイッチにホスト名がない場合、クラスタ コマンド スイッチは一意のメンバ番号

を自身のホスト名に追加し、そのスイッチに割り当てます。この処理はクラスタに加入するスイッチご

とに順番に行われます。ここでいう番号とは、スイッチがクラスタに追加された順番を指します。たと

えば、eng-cluster という名前のクラスタ コマンド スイッチには、5 番めのクラスタ メンバとして 
eng-cluster-5 という名前が割り当てられます。

スイッチにホスト名がある場合、クラスタに参加すると、その名前が使用されます。スイッチは、クラ

スタから脱退した後もそのホスト名保持します。

クラスタ脱退時、または新しいクラスタへの加入時にそのメンバ番号（5 など）を確保するため、クラ

スタ コマンド スイッチからスイッチにホスト名を送信した場合、新しいクラスタのクラスタ コマンド 
スイッチのホスト名（mkg-cluster-5 など）で古いホスト名（eng-cluster-5 など）が上書きされます。

新しいクラスタではスイッチのメンバ番号を変更する場合（3 など）、スイッチは前回の名前

（eng-cluster-5）を控えます。

クラスタのパスワード

クラスタのメンバになるスイッチにはパスワードを割り当てる必要はありません。スイッチはコマンド

スイッチのパスワードを継承してクラスタに加入し、脱退するときもその情報を保有したまま離れま

す。コマンドスイッチのパスワードが設定されていない場合、クラスタ メンバ スイッチはヌル パス

ワードを代わりに継承します。クラスタ メンバ スイッチが継承するのはコマンドスイッチのパスワー

ドのみです。
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コマンドスイッチのパスワードと異なるメンバスイッチのパスワードを指定してその設定を保存してし

まうと、クラスタ コマンド スイッチからそのスイッチを管理できなくなります。この状態はメンバス

イッチのパスワードをコマンドスイッチのパスワードに戻すまで続きます。メンバスイッチを再起動し

ても、パスワードは元のコマンドスイッチ パスワードには戻りません。スイッチをクラスタに加入さ

せた後は、メンバスイッチ パスワードを変更しないことを推奨します。

パスワードの詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

クラスタの SNMP コミュニティ ストリング

クラスタ メンバ スイッチは、次のようにコマンドスイッチの Read-Only（RO）と Read-Write（RW）

の後ろに @esN を追加した形でコミュニティ ストリングを継承します。

• command-switch-readonly-community-string@esN：N にはメンバスイッチの番号が入ります。

• command-switch-readwrite-community-string@esN：N にはメンバスイッチの番号が入ります。

クラスタ コマンド スイッチに複数の Read-Only または Read-Write コミュニティ ストリングがある場

合、クラスタ メンバ スイッチには 初の Read-Only または Read-Write ストリングのみ伝播されます。

スイッチのコミュニティ ストリング数とその長さには制限がありません。SNMP およびコミュニティ 
ストリングの詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチ固有の SNMP の考慮事項については、これらのスイッチ

のインストレーション コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

スイッチ クラスタとスイッチ スタック

スイッチ クラスタには、1 つまたは複数の Cisco EtherSwitch サービス モジュールのスイッチ スタック

を含めることができます。各スイッチ スタックは、クラスタ コマンド スイッチまたは単一クラスタ メ
ンバとして動作できます。表 1 に、スイッチ スタックとスイッチ クラスタとの間の基本的な違いにつ

いて説明します。スイッチ スタックの詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

表 1 スイッチ スタックとスイッチ クラスタとの基本的な比較

スイッチ スタック スイッチ クラスタ

スイッチ スタックは Cisco EtherSwitch サービス モジュール

または Catalyst 3750 スイッチで構成されます。

スイッチ クラスタは Cisco EtherSwitch サービス モジュール

または Catalyst 3750 スイッチなどのクラスタ対応デバイス

で構成されます。

スタック メンバは、Cisco StackWise ポートを介して接続さ

れます。

クラスタ メンバは LAN ポート経由で接続されます。

スイッチ スタックは 1 つのスタック マスターを必要とし、

大 8 つのスタック メンバをサポートします。 
スイッチ クラスタは 1 つのクラスタ コマンド スイッチが必

要とし、 大 15 のクラスタ メンバ スイッチをサポートしま

す。 

スイッチ スタックは、クラスタ コマンド スイッチまたはク

ラスタ メンバ スイッチです。

スイッチ クラスタは、スタック マスターまたはスタック メ
ンバにできません。
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スタック メンバは、ネットワーク内で（単一のスイッチ スタックの）統合システムとして一緒に動作

し、レイヤ 2 プロトコルおよびレイヤ 3 プロトコルなどによってネットワークに存在します。したがっ

て、スイッチ クラスタでは、個々のスタック メンバではなく、スイッチ スタックが、適切なクラスタ 
メンバとして認識されます。個々のスタック メンバは、スイッチ クラスタには加入できません。また、

個別のクラスタ メンバとしても参加できません。スイッチ クラスタには、1 つのクラスタ コマンド ス
イッチが存在する必要があり、 大 15 までのクラスタ メンバを含めることができるため、1 つのクラ

スタには、 大で 16 までのスイッチ スタック、つまり、合計 144 デバイスまで含めることができま

す。

スイッチ スタックのクラスタ設定は、スタック マスターを介して実行されます。

（注） Network Assistant または CLI から、 大 16 台のスイッチ スタックを含めるようにスイッチ クラスタ

を設定できます。ただし、Network Assistant からの場合、スイッチ スタックのクラスタ メンバのデバ

イス数に関係なく、スイッチ クラスタの実際のデバイスの 大数は 16 です。たとえば、スイッチ ス
タックに 3 台のスタック メンバが含まれている場合、これらは 3 台の異なるデバイスとしてカウント

されます。

実際のデバイス数が 16 を超えるスイッチ クラスタを CLI を使用して設定し、Network Assistant から

クラスタを表示することを試みたとします。その場合、Network Assistant は、Network Assistant の上

限である 16 に到達するまで、クラスタ メンバを削除することをユーザに促します。

スイッチ スタックをスイッチ クラスタに含める場合に、覚えておく必要がある考慮事項があります。

• クラスタ コマンド スイッチが Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ スタックで

なく、クラスタ メンバ スイッチ スタック内で新しいスタック マスターが選出された場合、スイッ

チ スタックとクラスタ コマンド スイッチ間に冗長接続がないと、スイッチ スタックとスイッチ ク
ラスタ間の接続が失われます。ユーザは、スイッチ スタックをスイッチ クラスタに追加する必要

があります。

スタック マスターでは、特定のスイッチ スタックにあるす

べてのクラスタ メンバのすべての管理が一元化されます。

クラスタ コマンド スイッチでは、特定のスイッチ クラスタ

にあるすべてのクラスタ メンバの一部の管理が一元化されま

す。

スタック マスターに障害が発生した場合、バックアップ ス
タック マスターが自動的に決定されます。

スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ コマン

ド スイッチに障害が発生した場合に備え、事前に割り当てら

れる必要があります。

スイッチ スタックでは、 大で 8 回までの同時発生したス

タック マスターの障害がサポートされます。

スイッチ クラスタでは、一度に 1 回のクラスタ コマンド ス
イッチの障害がサポートされます。

スタック メンバが（スイッチ スタックとして）動作し、

ネットワークで単一の統合システムと見なされます。

クラスタ メンバは、統合システムとして管理されず、統合シ

ステムとして動作しない、さまざまな独立したスイッチで

す。

スタック メンバの管理は、1 つのコンフィギュレーション 
ファイルを介して統合されています。

クラスタ メンバには、別途、個別の設定ファイルがありま

す。

スタック レベルとインターフェイス レベルの設定は、各ス

タック メンバに保存されます。

クラスタ設定は、クラスタ コマンド スイッチとスタンバイ 
クラスタ コマンド スイッチに保存されます。

新しいスタック メンバは、スイッチ スタックに自動的に追

加されます。

新しいクラスタ メンバは、スイッチ クラスタに手動で追加

する必要があります。

表 1 スイッチ スタックとスイッチ クラスタとの基本的な比較 （続き）

スイッチ スタック スイッチ クラスタ
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• クラスタ コマンド スイッチがスイッチ スタックで、新しいスタック マスターがクラスタ コマンド 
スイッチ スタックとクラスタ メンバ スイッチ スタックで同時に選択された場合に、スイッチ ス
タックとクラスタ コマンド スイッチとの間に冗長接続がないと、スイッチ スタック間の接続が失

われます。ユーザは、クラスタ コマンド スイッチ スタックを含め、スイッチ スタックをクラスタ

に追加する必要があります。

• すべてのスタック メンバでは、スイッチ クラスタにあるすべての VLAN への冗長接続を設定する

必要があります。これを行わなかった場合に、新しいスタック マスターが選択されると、新しい

スタック マスターに設定されていない VLAN に接続されているスタック メンバで、スイッチ クラ

スタへの接続が失われます。ユーザは、スタック マスターまたはスタック メンバの VLAN 設定を

変更し、スタック メンバをスイッチ クラスタに追加し直す必要があります。

• クラスタ メンバ スイッチ スタックがリロードされ、新しいスタック マスターが選択されると、ス

イッチ スタックでは、クラスタ コマンド スイッチへの接続が失われます。ユーザは、スイッチ ス
タックをスイッチ クラスタに追加し直す必要があります。

• クラスタ コマンド スイッチ スタックがリロードされ、元のスタック マスターが再選択されない場

合、ユーザは、スイッチ クラスタ全体を再構築する必要があります。

スイッチ スタックの詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

クラスタの TACACS+ および RADIUS

スイッチ クラスタの認証の設定が矛盾していると、Network Assistant により、継続的にユーザ名とパ

スワードの入力を求められます。TACACS+ をクラスタ メンバに設定する場合、すべてのクラスタ メ
ンバに設定する必要があります。同様に、RADIUS をクラスタ メンバに設定する場合、すべてのクラ

スタ メンバに設定する必要があります。また、同一のスイッチ クラスタで、一部のメンバは RADIUS 
を使用するように設定し、他のメンバは TACACS+ を使用するように設定することはできません。

TACACS+ および RADIUS の詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm の『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

スイッチ クラスタでのスイッチ固有の機能の使用可能性

クラスタ コマンド スイッチのメニュー バーは、スイッチ クラスタで使用できるすべてのオプションを

表示します。したがって、クラスタ メンバ スイッチに固有の機能は、コマンド スイッチのメニュー 
バーから使用できます。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールをルータで設定する」（P.39）（必須）

• 「スイッチのセットアップ プログラムを使用した Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定」

（P.47）（任意）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールのシャットダウン、リセット、リロードを行う」（P.51）

スイッチをインストール、設定、またはアップグレードする前に、次の Catalyst 3750 スイッチ マニュ

アルを参照してください。
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• 初期設定については、クイック スタート ガイドの「Using Express Setup」の章、またはハード

ウェア インストレーション ガイドの付録の「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup 
Program」を参照してください。

• デバイス マネージャの要件については、リリース ノート（発注できませんが、Cisco.com で入手

可能）の「System Requirements」を参照してください。

• Network Assistant の要件については、『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照して

ください（発注はできませんが、Cisco.com から入手できます）。

コンソール接続または Telnet 経由で CLI にアクセスする

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの CLI にアクセスする前に、ルータ コンソールまたは Telnet 
経由でホスト ルータに接続する必要があります。ルータに接続した後で、Cisco EtherSwitch サービス 
モジュールに接続されているギガビット イーサネット インターフェイスに IP アドレスを設定する必要

があります。ルータで、特権 EXEC モードで service-module ge x/0 session コマンドを使用して、

Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのセッションを開きます。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールがすでに設定されている場合、CLI を介して直接サービス モ
ジュールを設定できます。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールへの接続を確立するには、次のいずれかの方法を使用できま

す。

• Telnet または SSH を使用してルータ コンソールに接続し、ルータで、特権 EXEC モードで 
service-module gig x/0 session コマンドを使用してスイッチへのセッションを開きます。

（注） クライアント ステーションから Telnet または SSH を使用してコンソール経由でルータに

接続する場合、そのステーションからスイッチへの IP 接続が確立されている必要がありま

す。

• リモート管理ステーションから、Telnet TCP/IP パッケージまたは SSH 暗号化パッケージを使用し

ます。内部インターフェイスでは、Telnet または SSH クライアントとのネットワーク接続が確立

されている必要があります。また、内部インターフェイスには、イネーブル シークレット パス

ワードが設定されている必要があります。CLI、Telnet セッションまたは SSH セッション経由で

接続すると、管理ステーションにはユーザ EXEC プロンプトが表示されます。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチでは、 大 5 つの SSH セキュア セッショ

ンが同時にサポートされ、 大 16 の Telnet セッションが同時にサポートされます。1 人の Telnet 
ユーザによって行われた変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。Telnet アクセ

ス用の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチの設定については、次の URL にあ

る『Catalyst 3750 Switch Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのインターフェイス タイプを確
認する

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールでサポートされるさまざまなインターフェイス タイ

プと、これらのインターフェイス タイプの設定に関する詳細情報が含まれる章への参照を示します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールでは、次のインターフェイス タイプがサポートされます。
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• ファスト イーサネット インターフェイス

• 外部ギガビット イーサネット インターフェイス

• VLAN switched virtual interface（SVI;スイッチ仮想インターフェイス）

• 内部ギガビット イーサネット インターフェイス。 後の 1 つはホスト ルータに内部接続されたも

のです

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのインターフェイスの番号形式は、 
stack-member-number/0/switch-port です。インターフェイス タイプに関する詳細については、次の 
URL にある『Catalyst 3750 Switch Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照し

てください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm

インターフェイス コンフィギュレーション モードの使用方法

個々の Cisco EtherSwitch サービス モジュールの物理インターフェイス（ポート）を、CLI のインター

フェイス コンフィギュレーション モードを使用して設定できます。インターフェイス コンフィギュ

レーション モードで使用するポートの番号設定方式は、interface type stack member number/0/port 
number です。

（注） StackWise インターフェイスを持たないスイッチまたは Cisco EtherSwitch サービス モジュールの場

合、スタック メンバ番号はデフォルトで 1 ですが、Cisco IOS ソフトウェアまたはブートローダを使用

して変更できます。

• タイプ：10/100-Mbps イーサネットにはファスト イーサネット（fastethernet または fa）、
10/100/1000-Mbps イーサネット ポートにはギガビット イーサネット（gigabitethernet または gi）。

• スタック メンバ番号：スタック内の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチの識別

に使用する番号。 Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチの番号は 1 ～ 9 の範囲で、

サービス モジュールまたはスイッチの 初の初期化の際に割り当てられます。スイッチ スタック

に統合される前のデフォルトの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ番号は 1 で
す。サービス モジュールまたはスイッチにスタック メンバ番号が割り当てられている場合、別の

番号が割り当てられるまでその番号を保持します。

スタック モードで Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチのポート LED を使用し

て、サービス モジュールまたはスイッチのスタック メンバ番号を特定できます。

• モジュール番号：Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ上のモジュール スロット

番号（サービス モジュールまたはスイッチでは常に 0）。

• ポート番号：Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ上のインターフェイス番号。

ポート番号は常に 1 から開始されます。たとえば、Cisco EtherSwitch サービス モジュールを正面

から見た場合、右から fastethernet 1/0/1、fastethernet 1/0/2、gigabitethernet 1/0/1、
gigabitethernet 1/0/2、となり、1/0/1 は上、1/0/2 は下、1/0/3 は上、1/0/4 は下、のように続きま

す。

Cisco EtherSwitch サービス モジュール上のインターフェイスの位置を物理的に確認することで、物理

インターフェイスを識別できます。Cisco IOS の show 特権 EXEC コマンドを使用して、Cisco 
EtherSwitch サービス モジュール上の特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスに関す

る情報を表示することもできます。

インターフェイス指定の例を次に示します。

• スタンドアロン Cisco EtherSwitch サービス モジュールでギガビット イーサネット ポート番号 4 
を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。
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Enhanced EtherSwitch (config)# interface gigabitethernet1/0/4

• スタック メンバ 3 でファスト イーサネット ポート 4 を指定するには、グローバル コンフィギュ

レーション モードで次のコマンドを入力します。

Enhanced EtherSwitch (config)# interface fastethernet3/0/4

インターフェイスの設定の詳細については、次の URL にある『Catalyst 3750 Switch Software 
Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm

Cisco EtherSwitch サービス モジュールをルータで設定する

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールがインストールされたルータで初期設定を行う方法

を説明します。このほか、Cisco EtherSwitch サービス モジュール自体での初期設定も説明します。

ルータ（Cisco EtherSwitch サービス モジュールを表す）のギガビット イーサネット インターフェイ

スに IP アドレスが設定されていれば、Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対してコンソール 
セッションを開いて、そのモジュールのファスト イーサネット インターフェイスおよびギガビット 
イーサネット インターフェイスにレイヤ 2 またはレイヤ 3 の機能を設定できます。

Cisco EtherSwitch サービス モジュール インターフェイスを設定し、サービス モジュール イメージを

ブートした後は、ルータとサービス モジュールとの間で切り替えを行うことができます。

手順の概要

1. dir flash:

2. boot flash: image-name

3. enable

4. show running configuration

5. configure terminal

6. interface slot/port 

7. ip address ip address/subnet mask

8. no shutdown

9. end

10. service-module interface slot/port session

11. dir flash:

12. boot flash: image

13. enable

14. show ip interface brief

15. control+shift+6 x

16. disconnect

17. show power inline
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 dir flash:

例：
rommon> dir flash:

ルータのフラッシュ メモリ内のファイルとディレクト

リの全一覧を表示します。

ステップ 2 boot flash: image-name

例：
rommon> boot flash: c3825-i5-mz.050404

Cisco EtherSwitch サービス モジュールをサポートする

ルータ イメージをブートします。

• 初期設定ダイアログの開始を求められたら no と入

力し、Enter キーを押します。

ステップ 3 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 4 show running configuration

例：
Router# show running config interface 
gigabitethernet1/0

ルータの実行コンフィギュレーションを表示します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールを表すギガビッ

ト イーサネット インターフェイスが表示されます。

ステップ 5 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 6 interface slot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/0

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始します。設定対象のインターフェイスを指定します。

ステップ 7 ip address ip address/subnet mask

例：
Router(config-if)# ip address 20.0.0.1 
255.255.255.0

このギガビット イーサネット インターフェイスに IP ア
ドレスおよびサブネット マスクを設定します。

ステップ 8 no shutdown

例：
Router(config-if)# no shutdown

サービス モジュール ポートをイネーブルにします。

ステップ 9 end 

例：
Router(config-if)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 service-module interface slot/port session 

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 session

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに接続し、セッ

ションを開きます。
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ステップ 11 dir flash: 

例：
Switch: dir flash:

サービス モジュールのフラッシュ メモリ内のファイル

とディレクトリの全一覧を表示します。

ステップ 12 boot flash: image

例：
Switch: boot 
flash:c3750-ipservices-mz.122-0.0.13.EZ

Cisco EtherSwitch サービス モジュール イメージをブー

トします。

ステップ 13 enable 

例：
Switch> enable

Cisco EtherSwitch サービス モジュールで特権 EXEC 
モードを開始します。

ステップ 14 show ip interface brief

例：
Switch# show ip interface brief

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの簡単な設定情

報を表示します。

ステップ 15 control+shift+6 x

例：
Switch# control+shift+6 x

スイッチへのコンソール セッションを保持したまま、

ルータ コンソールに戻ります。

ステップ 16 disconnect

例：
Router# disconnect 

Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのコンソール 
セッションを終了します。

ステップ 17 show power inline

例：
Router# show power inline

Cisco EtherSwitch サービス モジュールで維持される 
PoE 統計情報を表示します。

（注） PoE 統計情報は動的に更新されます。

インライン パワーが機能するためには、show 

service-module status コマンドの出力は安定した状態

にある必要があります。

コマンドまたはアクション 目的
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例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「ルータでの dir flash: コマンドのサンプル出力」（P.42）

• 「ルータでの boot flash: コマンドのサンプル出力」（P.42）

• 「ルータでの show running config コマンドのサンプル出力」（P.43）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュール インターフェイスをルータで設定するときのサンプル出

力」（P.43）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する service-module コマンドのサンプル出力」

（P.43）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する dir flash: コマンドのサンプル出力」（P.43）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する boot flash: コマンドのサンプル出力」（P.43）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する show ip interface brief コマンドのサンプル出力」

（P.44）

• 「Ctrl+Shift+6 キー、x キーの順に押したときのサンプル出力」（P.44）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する show power inline コマンドのサンプル出力」

（P.44）

ルータでの dir flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、dir flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router> dir flash:
Directory of flash:/

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc0c0

Initializing ATA monitor library.......
Directory of flash:

2      29823132  -rw- c2800-adventerprisek9-mz

ルータでの boot flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、boot flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router> boot flash:c2800-adventerprisek9-mz

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc0c0

Initializing ATA monitor library.......

program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x1c70efc
Self decompressing the image : 
##########################################################################################
########################################## [OK]
...

ルータのブート処理が完了すると、次の例のように、初期設定ダイアログの開始を求められます。no 
と入力します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Enter を押します。ルータ プロンプトが表示されます。
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ルータでの show running config コマンドのサンプル出力

次の例は、show running config コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# show running config interface gigabitethernet2/0
Building configuration...

Current configuration : 61 bytes
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
end

Cisco EtherSwitch サービス モジュール インターフェイスをルータで設定するときのサンプル出力

次の例は、Cisco EtherSwitch サービス モジュール インターフェイスをルータで設定する際の出力結果

を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface GigabitEthernet2/0
Router(config-if)# ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shut
Router(config-if)# CNTL/Z
*Jan 10 20:42:08.086: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
*Jan 10 20:42:09.086: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, 
changed state to up 
Router(config-if)# end
Router#

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する service-module コマンドのサンプル出力

次の例は、service module コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# service-module gigabitethernet2/0 session 
Trying 20.0.0.1, 2130 ... Open

Switch:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する dir flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、dir flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch: dir flash:
Directory of flash:/

4    -rwx  4814848   <date>               c3750-i5-mz.081104

27698176 bytes available (4815872 bytes used)
Switch:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する boot flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、boot flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch: boot flash:c3750-i5-mz.081104
Loading 
"flash:c3750-i5-mz.081104"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>
Switch> end
Switch#
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する show ip interface brief コマンドのサンプル出
力

次の例は、show ip interface brief コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                      unassigned      YES unset  administratively down down    
FastEthernet1/0/1          unassigned      YES unset  down                  down    
FastEthernet1/0/2          unassigned      YES unset  down                  down    
FastEthernet1/0/3          unassigned      YES unset  down                  down    
FastEthernet1/0/4          unassigned      YES unset  down                  down    
FastEthernet1/0/5          unassigned      YES unset  down                  down

Ctrl+Shift+6 キー、x キーの順に押したときのサンプル出力

次の例は、Ctrl+Shift+6 キーを押してから x キーを押すと表示される結果を示します。

Switch# ctrl+shift+6, x
Router#

ルータに対する show power inline コマンドのサンプル出力

次の例は、ルータに対して show inline power コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# show power inline
PowerSupply   SlotNum.   Maximum   Allocated       Status
-----------   --------   -------   ---------       ------
INT-PS           0       360.000     0.000         PS1 GOOD   PS2 ABSENT 
Interface   Config   Phone    Powered    PowerAllocated
---------   ------   -----    -------    -------------- 
Gi2/0       auto     Unknown  Off        0.000 Watts  
Gi4/0       auto     Unknown  Off        0.000 Watts 
Router#

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する show power inline コマンドのサンプル出力

次の例は、スイッチに対して show inline power コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# show power inline 

Module   Available     Used     Remaining
          (Watts)     (Watts)    (Watts) 
------   ---------   --------   ---------
1           360.0        0.0       360.0

Interface  Admin    Oper     Power        Device           Class
                            (Watts)                            
---------- ----- ---------- ------- -------------------  ----------
Fa1/0/1    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
Fa1/0/2    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
Fa1/0/3    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
Fa1/0/4    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
Fa1/0/5    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
Fa1/0/6    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
Fa1/0/7    auto  off           0.0  n/a                  n/a       
----------------------------------------------------------
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールの初期設定後のデフォルト設定

Cisco EtherSwitch サービス モジュールはプラグアンドプレイ動作用に設計されています。必要なこと

は、基本的な IP 情報を Cisco EtherSwitch サービス モジュールを表すルータのギガビット イーサネッ

ト インターフェイスに割り当て、Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのコンソール セッション

を開くだけです。その後、スイッチ ポートにその他のデバイスを接続できます。特定のネットワーク 
ニーズがある場合には、インターフェイス固有の設定値やシステム全体およびスタック全体の設定値を

変更できます。

内部インターフェイスを一切設定しない場合、表 2 に示すデフォルト設定で動作します。この表は、

主要なソフトウェア機能、それらのデフォルト値、その機能に関する情報の参照先を一覧にしたもので

す。

内部インターフェイスの初期設定（Express Setup または CLI プログラムを使用）し、内部インター

フェイスに基本的な IP 情報を割り当てる方法の詳細については、Catalyst 3750 スイッチのハードウェ

ア インストレーション ガイドを参照してください。

表 2 デフォルト設定

機能 デフォルト設定

IP アドレス なし

ドメイン名 なし

DHCP DHCP クライアントはイネーブル

DCHP サーバはイネーブル1

DHCP リレー エージェントはイネーブ

ル2

スイッチ スタック イネーブル

スイッチ クラスタ ディセーブル

パスワード 未設定

TACACS+ ディセーブル

RADIUS ディセーブル

システム名およびプロンプト Switch

NTP イネーブル

DNS3
イネーブル

802.1x ディセーブル

ポート パラメータ

動作モード レイヤ 2（スイッチポート）

インターフェイス速度およびデュプレッ

クス モード

自動ネゴシエーション

Auto-MDIX イネーブル

フロー制御 Off

Power-Over-Ethernet（PoE） 自動ネゴシエーション

SmartPort マクロ 未設定

VLAN
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Default VLAN VLAN 1

VLAN トランキング ダイナミック自動（DTP）

トランク カプセル化 ネゴシエーション

VTP4 モード Server

VTP バージョン 1

音声 VLAN ディセーブル

STP5 PVST+6 が VLAN 1 でイネーブル

MSTP7
ディセーブル

オプションのスパニングツリー機能 ディセーブル

DHCP スヌーピング

DHCP スヌーピング ディセーブル

DHCP スヌーピング情報オプション イネーブル

IGMP スヌーピング

IGMP8 スヌーピング イネーブル

IGMP フィルタ 適用されない

IGMP スロットリング Deny

MVR ディセーブル

ポートベース トラフィック

ブロードキャスト、マルチキャスト、お

よびユニキャスト ストーム制御

ディセーブル

保護ポート 未設定

ユニキャストおよびマルチキャスト ト
ラフィック フラッディング

ブロックされない

セキュア ポート 未設定

CDP9
イネーブル

UDLD10
ディセーブル

SPAN11 および RSPAN12 ディセーブル

RMON13 ディセーブル

Syslog メッセージ イネーブル、コンソール上に表示

SNMP イネーブル、バージョン 1

ACL 未設定

QoS ディセーブル

EtherChannel 未設定

IP ユニキャスト ルーティング ディセーブル

HSRP グループ 未設定

IP マルチキャスト ルーティング すべてのインターフェイス上でディセー

ブル

MSDP14
ディセーブル

フォールバック ブリッジング 未設定

表 2 デフォルト設定 （続き）

機能 デフォルト設定
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スイッチのセットアップ プログラムを使用した Cisco EtherSwitch サー
ビス モジュールの設定 

この項では、初期設定を作成するためのサービス モジュールのセットアップ プログラムを使用して 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールを設定する方法について説明します。セットアップ プログラム

を使用すると、Cisco EtherSwitch サービス モジュールが標準のデフォルト設定で稼働できるようにな

ります。

セットアップ プログラムは Cisco EtherSwitch サービス モジュールに電源が投入された自動的に実行

されますが、既存のコンフィギュレーションはありません。Cisco EtherSwitch サービス モジュールが

ネットワーク上の他のデバイスと通信するために必要な IP アドレスやその他の設定情報を割り当てる

必要があります。また、この情報は Cisco Network Assistant（以降、Network Assistant）アプリケー

ション ソフトウェアを使用する場合にも必要です。

セットアップ プログラムが完了すると、Cisco EtherSwitch サービス モジュールは作成されたデフォル

ト設定を実行できます。次のいずれかのツールを使用すれば、この設定の変更や他の管理タスクを実行

できます。

• コマンドライン インターフェイス（CLI）

• ブラウザからの Cisco Network Assistant アプリケーション プログラム

CLI を使用するには、Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのコンソール セッションで、switch> 
プロンプトにコマンドを入力します。設定情報については、次の URL にある『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm

Network Assistant を使用するには、次の URL にある Cisco Network Assistant のマニュアルを参照し

てください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/rtrmgmt/cna/v2_0/index.htm

前提条件

セットアップ プログラムを起動する前に、ネットワーク管理者から次の情報を取得します。

• ルータのギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレス

• サブネット マスク（IP ネットマスク）

1. DCHP サーバとして動作するデバイスが設定されており、かつイネーブルである場合のみ。

2. DHCP リレー エージェントとして動作するデバイスが設定されており、かつイネーブルである
場合のみ。

3. DNS = ドメイン ネーム システム

4. VTP = VLAN トランキング プロトコル

5. STP = スパニングツリー プロトコル

6. PVST+ = VLAN スパニングツリー拡張

7. MSTP = マルチサービス トランスポート プラットフォーム

8. IGMP = Internet Group Management Protocol

9. CDP = Cisco Discovery Protocol 

10. UDLD = 単方向リンク検出 

11. SPAN = ローカル スイッチ ポート アナライザ

12. RSPAN = リモート スイッチ ポート アナライザ

13. RMON = リモート モニタリング

14. MSDP = マルチキャスト ソース ディスカバリ プロトコル
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• ルータのデフォルト ゲートウェイ

• イネーブル シークレット パスワード

• イネーブル パスワード

• Telnet パスワード

（注） Cisco EtherSwitch サービス モジュールをスタックしていて、スタックの Cisco EtherSwitch の個々の

サービス モジュールに複数のコンソールが接続してある場合、ユーザが Enter キーを押した 初のコ

ンソールに初期設定ダイアログが表示されます。

手順の概要

1. 初期設定ダイアログを開始するプロンプトが表示されたら、yes と入力します。

2. Cisco EtherSwitch サービス モジュールのホスト名を入力し、Return を押します。

3. イネーブル シークレット パスワードを入力し、Return を押します。

4. イネーブル パスワードを入力し、Return を押します。

5. 仮想端末（Telnet）パスワードを入力し、Return を押します。

6. （任意）SNMP を設定する場合は yes、CLI または Network Assistant を使用して後で SNMP を設

定する場合は no と入力してから、Return を押します。

7. インターフェイスの名前を入力し、Return を押します。

8. yes と入力して Return を押します。

9. Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレスとサブネット マスクを入力し、Return を押

します。

10. no と入力し、Return を押します。

11. 2 と入力し、Return を押します。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 初期設定ダイアログを開始するプロンプトが表示され

たら、yes と入力します。

初期設定ダイアログおよび基本管理セットアップを開始し

ます。

ステップ 2 Cisco EtherSwitch サービス モジュールのホスト名を

入力し、Return を押します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのホスト名を設定

します。

• クラスタ コマンドの Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールでは、ホスト名は 大 28 文字です。クラス

タ メンバの Cisco EtherSwitch サービス モジュールで

は、 大 31 文字です。

• どの Cisco EtherSwitch サービス モジュールでも、ホ

スト名の 終文字として -n（n は数字）を使用しない

でください。

スイッチ クラスタに関する追加情報については、「クラス

タリングの概念」（P.22）を参照してください。
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ステップ 3 イネーブル シークレット パスワードを入力し、

Return を押します。

特権 EXEC モードにアクセスするシークレット パスワー

ドを設定します。

• このパスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で指定できま

す。先頭の文字を数字にしてもかまいません。大文字

と小文字が区別されます。スペースも使えますが、先

頭のスペースは無視されます。

• シークレット パスワードは暗号化されますが、イネー

ブル パスワードはプレーン テキストです。

ステップ 4 イネーブル パスワードを入力し、Return を押します。 特権 EXEC モードにアクセスするパスワードを設定しま

す。

ステップ 5 仮想端末（Telnet）パスワードを入力し、Return を押

します。

Telnet パスワードを設定します。

• このパスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で指定できま

す。大文字と小文字が区別されます。スペースも使え

ますが、先頭のスペースは無視されます。

ステップ 6 SNMP を設定するには、yes と入力します。

または 

CLI または Network Assistant を使用して、後で 
SNMP を設定する場合は、no と入力してから、

Return キーを押します。

（任意）簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を設

定します。

ステップ 7 インターフェイスの名前を入力し、Return を押しま

す。

管理ネットワークに接続するインターフェイスの名前を指

定します。

（注） インターフェイスの名前として常に vlan1 を使用

します。

ステップ 8 Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレス

を設定するためのプロンプトが表示されたら、yes と
入力します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレスとサ

ブネット マスクを設定することを確認します。

ステップ 9 Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレス

およびサブネット マスクを入力し、Return  を押しま

す。

—

ステップ 10 Cisco EtherSwitch サービス モジュールをクラスタ コ
マンド スイッチとしてイネーブルにするプロンプト

が表示されたら、yes または no を入力します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールを設定します。

• no と入力すると、スタンドアロン サービス モジュー

ルとして設定されます。これは、Network Assistant の
クラスタ候補のサービス モジュールとして表示されま

す。

• yes と入力すると、クラスタ コマンドのサービス モ
ジュールとして設定されます。

ステップ 11 2 と入力し、Return を押します。 この設定を NVRAM に保存します。

コマンドまたはアクション 目的
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例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「初期設定ダイアログと基本的な管理開始のサンプル出力」（P.50）

• 「インターフェイス名入力のサンプル出力」（P.50）

• 「IP アドレスとサブネット マスク割り当てのサンプル出力」（P.50）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールをスタンドアロン サービス モジュールとして設定したと

きのサンプル出力」（P.50）

• 「NVRAM に設定を保存したときのサンプル出力」（P.51）

初期設定ダイアログと基本的な管理開始のサンプル出力

次の例は、yes と入力して初期設定ダイアログおよび基本管理開始を開始し、Return を押した場合に表

示される結果を次に示します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system.

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

インターフェイス名入力のサンプル出力

次の例は、インターフェイスの名前を入力すると表示される結果を次に示します。

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

IP アドレスとサブネット マスク割り当てのサンプル出力

次の例は、Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレスとサブネット マスクを設定すると表

示される結果を次に示します。

Configuring interface vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes 
IP address for this interface: 10.4.120.106
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0

Cisco EtherSwitch サービス モジュールをスタンドアロン サービス モジュールとして設定したとき
のサンプル出力

次の例は、スタンドアロン サービス モジュールとして動作するように Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールを設定すると表示される結果を示します。

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの初期設定が完了し、初期設定が表示されます。以下に出力例

を示します。

The following configuration command script was created:
hostname Switch1
enable secret 5 $1$Ulq8$DlA/OiaEbl90WcBPd9cOn1
enable password enable_password
line vty 0 15
password terminal-password
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no snmp-server
!
no ip routing

!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
!
interface FastEthernet1/0/1
!
interface FastEthernet1/0/2

interface FastEthernet1/0/3
!
...<output abbreviated>
!
interface GigabitEthernet2/0/28
!
end

NVRAM に設定を保存したときのサンプル出力

次の例は、NVRAM に Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定を保存すると表示される結果を

示します。

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it 
in nonvolatile RAM (NVRAM) by selecting option 2.

Enter your selection [2]:2

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのシャットダウン、リセット、リ
ロードを行う

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールのインストール後に、シャットダウン、リセット、

およびリロードを行う方法を説明します。

ネットワーク モジュールのインストールについては、『Cisco Network Modules Hardware Installation 
Guide』を参照してください。

手順の概要

1. service-module gigabitethernet slot/unit shutdown

2. service-module gigabitethernet slot/unit reset

3. service-module gigabitethernet slot/unit reload

（注） 引数 slot は、ネットワーク モジュール用のルータ シャーシのスロット番号です。引数 unit は、ネット

ワーク モジュール上のドーター カード番号です。Cisco EtherSwitch サービス モジュールの場合、常

に 0 を使用します。
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手順の詳細

例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「service-module gigabitethernet shutdown コマンドのサンプル出力」（P.52）

• 「service-module gigabitethernet reset コマンドのサンプル出力」（P.52）

• 「service-module gigabitethernet reload コマンドのサンプル出力」（P.53）

service-module gigabitethernet shutdown コマンドのサンプル出力

次の例は、service-module gigabitethernet slot/unit shutdown コマンドを入力すると表示される結果

を示します。

Router# service-module gigabitethernet1/0 shutdown
Shutdown is used for Online removal of Service Module.
Do you want to proceed with shutdown?[confirm]
Use service-module reset command to recover from shutdown.

（注） 確認プロンプトで、Enter キーを押して操作を確認するか、n と入力してキャンセルします。

service-module gigabitethernet reset コマンドのサンプル出力

次の例は、service-module gigabitethernet slot/unit reset コマンドを入力すると表示される結果を示

します。

Router# service-module gigabitethernet1/0 reset
Use reset only to recover from shutdown or failed state
Do you want to reset?[confirm]

（注） 確認プロンプトで、Enter キーを押して操作を確認するか、n と入力してキャンセルします。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 service-module gigabitethernet slot/unit 
shutdown

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 
shutdown

Cisco EtherSwitch サービス モジュール オペレーティング 
システムを適切に停止します。サービス モジュールの電源

を再投入するには、service-module reset コマンドを使用

します。

（注） 活性挿抜（OIR）時にホットスワップ可能な Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールの取り外しまたは

交換を行う場合にこのコマンドを使用します。

ステップ 2 service-module gigabitethernet slot/unit reset

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 reset

Cisco EtherSwitch サービス モジュールをハードウェア リ
セットします。

ステップ 3 service-module gigabitethernet slot/unit reload

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 
reload

Cisco EtherSwitch サービス モジュール オペレーティング 
システムを適切に停止し、リロードします。
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service-module gigabitethernet reload コマンドのサンプル出力

次の例は、service-module gigabitethernet slot/unit reload コマンドを入力すると表示される結果を示

します。

Router# service-module gigabitethernet1/0 reload
Do you want to proceed with reload?[confirm]

（注） 確認プロンプトで、Enter キーを押して操作を確認するか、n と入力してキャンセルします。

スイッチ スタックの Cisco EtherSwitch サービス モジュー
ルの設定方法

ここでは、スイッチ スタックの Cisco EtherSwitch サービス モジュールを設定する方法について説明

します。スイッチ スタックとは、Cisco StackWise ポートを介して接続された複数の Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールのセットです。スタック内の Cisco EtherSwitch サービス モジュール

のうち、1 つのモジュールまたはスイッチのみがスタックの動作を管理します。これをスタック マス
ターと呼びます。スタック マスターおよびスタック内のその他のサービス モジュールはスタック メン
バです。スタック メンバは、Cisco StackWise テクノロジーにより、統一されたシステムとして連動し

ます。レイヤ 2 およびレイヤ 3 プロトコルは、ネットワークに対して、スイッチ スタック全体を単一

のエンティティとして提供します。

スタック マスターは、スタック全体を管理するための単一拠点となります。スタック マスターから、

次の項目を設定できます。

• すべてのスタック メンバに適用されるシステム レベル（グローバル）の機能

• スタック メンバごとのインターフェイス レベルの機能

スイッチ スタックはネットワーク内でブリッジ ID によって識別されます。スイッチ スタックがレイヤ 
3 デバイスとして動作している場合、ルータの MAC アドレスで識別されます。ブリッジ ID とルータ 
MAC アドレスは、スタック マスターの MAC アドレスによって決まります。各スタック メンバは、そ

れぞれのスタック メンバ番号によって一意に識別されます。

（注） スイッチ スタックは、単一の IP アドレスを使用して管理します。IP アドレスは、システムレベルの設

定で、スタック マスターまたは他のすべてのスタック メンバで固有ではありません。スタックからス

タック マスターや他のスタック メンバを削除しても、同じ IP アドレスを使用してスタックを管理でき

ます。

ここでは、次の手順について説明します。

• 「デフォルトのスイッチ スタック設定」（P.54）

• 「スタック メンバ番号の割り当て」（P.55）

• 「スタック メンバ プライオリティ値の設定」（P.57）

• 「スイッチ スタックに関する情報の確認」（P.58）
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デフォルトのスイッチ スタック設定

表 3 に、デフォルトのスイッチ スタック設定を示します。

前提条件

• スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している場合、Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールはインターフェイス間でトラフィックを転送する方式として、ルーティングおよびフォー

ルバック ブリッジングの 2 通りをサポートします。

• DHCP は、ルータまたは Cisco EtherSwitch サービス モジュール上、さらに外部サーバ上でも設定

できます。設定によっては、クライアントと DHCP サーバが同じブロードキャスト ドメイン内に

ない場合は、DHCP 要求を転送するために IP ヘルパー アドレスを設定する必要があります。

（注） ここでは、すでに Cisco EtherSwitch サービス モジュールを接続していることを前提とします。

制約事項　

• Cisco EtherSwitch サービス モジュールはルータの電源の再投入時にブートしないことがありま

す。The Cisco EtherSwitch サービス モジュールのブート動作は、ルータのように、コンフィギュ

レーション レジスタで制御されるわけではありません。ただし、グローバル コンフィギュレー

ション モードで boot manual の場合は、boot manual コマンドを使用することで、ブートローダ 
プロンプトの間にルータの電源の再投入を停止できるようになるため、手動でブートできます。

no boot manual コマンドを発行して、ブートを自動化できます。これを実行する場合は、ブート

ローダ プロンプト（set BOOT flash image-name）で BOOT 変数で定義されたイメージが起動さ

れます。イメージが定義されていない場合、フラッシュ メモリ内の 初の有効なイメージ、また

はコンフィギュレーション ファイルに boot system コマンドで定義されたイメージが起動されま

す。

• 単一 VLAN 内のデバイス同士は Cisco EtherSwitch サービス モジュールを通じて直接通信できま

す。異なる VLAN に属すポート間では、ルーティングデバイスを介さなければデータを交換でき

ません。

• スタック マスター上で IP ベース イメージが稼働している場合は、基本ルーティング（スタティッ

ク ルーティングと RIP）だけがサポートされます。可能な限り、高パフォーマンスを維持するた

め、転送は Cisco EtherSwitch サービス モジュールのハードウェアで実行されます。ただし、ハー

ドウェア内をルーティングできるのは、イーサネット II カプセル化機能を備えた IPv4 パケットだ

けです。非 IP トラフィックと、他のカプセル化方式を使用しているトラフィックは、フォール

バック ブリッジングできます。

– ルーティング機能は、すべてのスイッチ仮想インターフェイス（SVI）およびルーテッド ポー

トでイネーブルにできます。Cisco EtherSwitch サービス モジュールは IP トラフィックだけを

ルーティングします。IP ルーティング プロトコル パラメータとアドレス設定が SVI または

ルーテッド ポートに追加されると、このポートで受信した IP トラフィックはルーティングさ

れます。

表 3 デフォルトのスイッチ スタック設定

機能 デフォルト設定

スタック メンバ番号 1

スタック メンバのプライオリティ値 1
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– フォールバック ブリッジングを行うと、Cisco EtherSwitch サービス モジュールでルーティン

グされないトラフィックや、DECnet などのルーティングできないプロトコルに属するトラ

フィックが転送されます。また、フォールバック ブリッジングは、2 つ以上の SVI またはルー

テッド ポート間のブリッジングによって、複数の VLAN を 1 つのブリッジ ドメインに接続し

ます。フォールバック ブリッジングを設定する場合は、ブリッジ グループに SVI またはルー

テッド ポートを割り当てます。各 SVI またはルーテッド ポートにはそれぞれ 1 つしかブリッ

ジ グループが割り当てられません。同じグループ内のすべてのインターフェイスは、同じブ

リッジ ドメインに属します。

• 電源が入ったスタック メンバをスタックから取り外すと、Cisco EtherSwitch サービス モジュール

のスタックは、同じ設定を持つ複数のスイッチ スタックに分割（パーティション）されます。そ

のため、ネットワーク内で IP アドレス設定が競合してしまうことがあります。スイッチ スタック

を分離されたままにしておきたい場合は、新しく作成されたスイッチ スタックの IP アドレス（複

数の場合あり）を変更してください。スイッチ スタックを分割しない場合は、次の手順を実行し

ます。

a. 新しく作成されたスイッチ スタックの電源を切ります。

b. それをその Cisco StackWise ポートを介して元のスイッチ スタックに再接続します。

c. スイッチに電源を投入します。

（注） Cisco EtherSwitch サービス モジュールには電源のオン /オフ スイッチがありません。Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールをオフにするには、ルータから service gigabitethernet1/0 shutdown 
コマンドを発行します。

スタック メンバ番号の割り当て

ここでは、スイッチ スタックの Cisco EtherSwitch サービス モジュールにスタック メンバ番号を割り

当てる方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal

2. switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number 

3. end

4. reload slot stack-member-number

5. show switch
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手順の詳細

例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「switch renumber コマンドのサンプル出力」（P.56）

• 「reload slot コマンドのサンプル出力」（P.57）

• 「show switch コマンドのサンプル出力」（P.57）

switch renumber コマンドのサンプル出力

次の例は、switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number コマンドを入

力すると表示される結果を示します。

Switch(config)# switch 6 renumber 7
WARNING:Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.
The interface configuration associated with the old switch number will remain as a
provisioned configuration.
Do you want to continue?[confirm]...

他のスタック メンバがすでに指定したメンバ番号を使用している場合、スタック マスターは、スタッ

ク メンバをリロードする際に、使用可能な一番低い番号を割り当てます。

（注） スタック メンバ番号を変更し、新しいスタック メンバ番号がどの設定にも関連付けされていない場合、

そのスタック メンバは現在の設定を破棄してリセットを行い、デフォルトの設定に戻ります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure terminal

例：
Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 switch current-stack-member-number renumber 
new-stack-member-number

例：
Switch (config)# switch 1 renumber 2

スタック メンバの現在のスタック メンバ番号と新たなス

タック メンバ番号を指定します。

• スタック メンバ番号の有効範囲は 1 ～ 9 です。

• show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、現

在のスタック メンバ番号を表示できます。

ステップ 3 end

例：
Switch (config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 reload slot stack-member-number

例：
Switch# reload slot 2

スタック メンバをリセットし、設定変更を適用します。

ステップ 5 show switch

例：
Switch# show switch

スイッチ スタックおよびスタック メンバの情報を表示し

ます。
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注意 プロビジョニングされたスイッチでは、switch current-stack-member-number renumber 
new-stack-member-number コマンドを使用しないでください。使用すると、コマンドは拒否されま

す。

reload slot コマンドのサンプル出力

次の例は、reload slot コマンドを入力すると表示される結果を次に示します。

Switch(config)# reload slot 6
Proceed with reload? [confirm]y

show switch コマンドのサンプル出力

次の例は、show switch コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# Role Mac Address Priority State
--------------------------------------------------------
6 Slave 0003.e31a.1e00 1 Ready
*8 Master 0003.e31a.1200 1 Ready
2 Slave 0000.000.0000 0 Provisioned

スタック メンバ プライオリティ値の設定

ここでは、グローバル コンフィギュレーション モードからスイッチ スタックの Cisco EtherSwitch 
サービス モジュールにプライオリティ値を割り当てる方法について説明します。

（注） この作業は、スタック マスターからだけ実行できます。

手順の概要

1. configure terminal

2. switch stack-member-number priority priority-number 

3. end

4. show switch stack-member-number

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure terminal

例：
Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 switch stack-member-number priority 
priority-number

例：
Switch (config)# switch 1 priority 2

スタック メンバのスタック メンバ番号と、新しいプライ

オリティ値を指定します。プライオリティ値の範囲は 1 ～ 
15 です。

• show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、現

在のスタック メンバ番号を表示できます。
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例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「switch priority コマンドのサンプル出力」（P.58）

• 「show switch コマンドのサンプル出力」（P.58）

switch priority コマンドのサンプル出力

次の例は、switch stack-member-number priority priority-number コマンドを入力すると表示される結

果を示します。

Switch(config)# switch 2 priority 15
Changing the Switch Priority of Switch Number 2 to 15
Do you want to continue?[confirm]
New Priority has been set successfully

show switch コマンドのサンプル出力

次の例は、show switch コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch> show switch 6
Current
Switch# Role Mac Address Priority State
--------------------------------------------------------
6 Slave 0003.e31a.1e00 1 Ready

スイッチ スタックに関する情報の確認

特定のスタック メンバまたはスイッチ スタックの設定をリセットした後で保存した設定変更を確認す

るには、show platform stack-manager all コマンドを使用します。

確認については、すべてのスイッチ スタック情報を表示するステップ 1 が便利です。特定のスタック 
メンバ、ネイバー、またはスイッチ スタック ポートに関する情報を表示する場合は、ステップ 2 が役

立ちます。

手順の概要

1. show platform stack-manager {all | counters | trace [sdp [reverse] | state [reverse]]} 
[{begin | exclude | include} expression] 

2. show switch 

次の show switch コマンドでは、より詳細なスイッチ スタック情報が表示されます。

• show switch detail

ステップ 3 end

例：
Switch (config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show switch stack-member-number

例：
Switch# show switch

スイッチ スタックおよびスタック メンバ番号の情報を表

示します。

コマンドまたはアクション 目的
58
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC



 

        Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能ガイド

スイッチ スタックの Cisco EtherSwitch サービス モジュールの設定方法
• show switch neighbors

• show switch stack-ports

手順の詳細

ステップ 1 プラットフォーム依存スイッチ スタック情報を表示するには、show platform stack-manager コマン

ドを使用します。スイッチ スタック全体のすべての情報を表示するには、show platform 
stack-manager all コマンドを使用します。次に例を示します。

Switch# show platform stack-manager all

Current
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State
--------------------------------------------------------
*1       Master    0000.0090.3080     1         Ready
 2       Slave     000f.8f4e.2900     1         Ready

         Stack Port Status             Neighbors
Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2
--------------------------------------------------------
  1        Ok         Ok                2        2
  2        Ok         Ok                1        1

               Stack Discovery Protocol View
==============================================================

Switch   Active   Role    Current   Sequence   Dirty
Number                    State     Number     Bit
--------------------------------------------------------------------
1        TRUE    Master   Ready       176       FALSE
2        TRUE    Slave    Ready       177       FALSE

                 Stack State Machine View
==============================================================

Switch   Master/   Mac Address          Version    Uptime   Current
Number   Slave                          (maj.min)            State
---------------------------------------------------------------------
1        Master    0000.0090.3080          1.9        1344    Ready
2        Slave     000f.8f4e.2900          1.9        1338    Ready

Last Conflict Parameters

Switch   Master/  Prio     Default    Image    Uptime    Mac Address
Number   Slave             Config      Type

ステップ 2 スタック メンバまたはスイッチ スタックに関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

• スタック メンバまたはスイッチ スタックに関連した情報を表示するには、show switch コマンド

を使用します。

Switch(config)# show switch 6
Current
Switch# Role Mac Address Priority State
--------------------------------------------------------
6 Slave 0003.e31a.1e00 1 Ready
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• スイッチ スタックのネイバーに関する詳細情報を表示するには、show switch neighbors ユーザ 
EXEC コマンドを使用します。

Switch(config)# show switch neighbors
Switch # Port A Port B
-------- ------ ------
6 None 8
8 6 None

• スタック メンバのポート ステータスを表示するには、show switch stack-ports ユーザ EXEC コマ

ンドを使用します。

Switch(config)# show switch stack-ports
Switch # Port A Port B
-------- ------ ------
6 Down Ok
8 Ok Down

スイッチ クラスタの設定方法
ここでは、クラスタ内の Cisco EtherSwitch サービス モジュールを設定する方法について説明します。

ここでは、すでに Cisco EtherSwitch サービス モジュールを相互に接続していることを前提としていま

す。

スイッチ クラスタは、単一のエンティティとして管理されている、 大 16 個の接続されたクラスタ対

応 Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst スイッチで構成されます。クラスタ内の 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、スイッチ クラスタリング テクノロジーを使用して、単一

の IP アドレスにより、さまざまなサービス モジュールまたは Catalyst スイッチのグループを設定およ

びトラブルシューティングできるようにします。

スイッチ クラスタでは、1 台のメンバがクラスタ コマンド スイッチとして動作する必要があり、 大 
15 台の他の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチがクラスタ メンバ スイッチとして

動作できます。1 つのクラスタは、16 台以内のサービス モジュールまたはスイッチで構成する必要が

あります。クラスタ コマンド内のサービス モジュールまたはスイッチは、クラスタ メンバのサービス 
モジュールまたはスイッチを設定、管理、および監視に使用する、一元化されたアクセス ポイントで

す。クラスタ メンバは、一度に 1 つのクラスタにしか所属できません。

初の Cisco EtherSwitch サービス モジュールのセットアップ中にセットアップ プログラムを実行す

れば、クラスタ コマンドの Cisco EtherSwitch サービス モジュールをイネーブルにし、クラスタに名

前を付け、クラスタ コマンドのサービス モジュールに IP アドレスとパスワードを割り当てることがで

きます。

（注） Network Assistant を使用してクラスタを作成する方法は、CLI コマンドを使用するよりも簡単です。

（注） Cisco EtherSwitch サービス モジュールの初期設定中にクラスタ コマンドのサービス モジュールをイ

ネーブルにしなかった場合は、コマンド対応の Cisco EtherSwitch のサービス モジュールからデバイス 
マネージャを起動し、[Cluster] > [Create Cluster] を選択します。クラスタ番号を入力して（デフォル

トは 0）、31 文字以内でクラスタに名前を付けます。Network Assistant を使用してクラスタ コマンド

のサービス モジュールをイネーブルにする代わりに、cluster enable グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用できます。
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ここでは、次の手順について説明します。

• 「CLI によるスイッチ クラスタの管理」（P.61）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのクラスタ メンバの追加」（P.63）

• 「クラスタ スタンバイ グループの作成」（P.65）

CLI によるスイッチ クラスタの管理

ここでは、CLI を使用してスイッチ クラスタ管理を管理する方法を示します。

前提条件

初にクラスタ コマンドのサービス モジュールまたはスイッチにログインして、CLI からクラスタの

メンバである Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチを設定します。

手順の概要

1. rcommand {n | commander | mac-address hw-addr}

2. show version

3. exit

4. show cluster members [n | detail] [{begin | exclude | include} expression] (optional)

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 rcommand

例：
Switch# rcommand 3

Telnet セッションを開始して、クラスタ コマンドのサービ

ス モジュールまたはスイッチまたはスイッチスタックか

ら、クラスタ メンバのサービス モジュール上でコマンド

を実行します。

• セッションを終了するには、exit コマンドを入力しま

す。

• メンバのサービス モジュールの番号がわからない場合

は、クラスタ コマンドのサービス モジュールで show 
cluster members 特権 EXEC コマンドを入力します。

Telnet セッションは、クラスタ コマンドのサービス モ
ジュールと同じ権限レベルでメンバ サービス モジュー

ルの CLI にアクセスします。その後、Cisco IOS コマ

ンドを通常どおりに使用できます。

ステップ 2 show version

例：
Switch-3# show version

クラスタ メンバのサービス モジュールまたはクラスタ メ
ンバ スイッチのハードウェアおよびファームウェアのバー

ジョン情報を表示します。
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例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「rcommand コマンドおよび show version コマンドのサンプル出力」（P.62）

• 「show cluster members コマンドのサンプル出力」（P.62）

rcommand コマンドおよび show version コマンドのサンプル出力

次の例は、クラスタ メンバ 3 で実行しているソフトウェア バージョンを表示するために、コマンド ス
イッチで rcommand コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# rcommand 3
Switch-3# show version
Cisco Internet Operating System Software ...
...

（注） メンバ スイッチの CLI へのアクセスは、クラスタ コマンド スイッチと同じ権限レベルです。その後、

Cisco IOS コマンドを通常どおりに使用できます。したがって、特権レベルでクラスタ コマンド ス
イッチ上で rcommand コマンドを使用する場合、コマンドは、特権レベルでクラスタ メンバにアクセ

スします。

show cluster members コマンドのサンプル出力

次の例は、show cluster members コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# show cluster members
|---Upstream---|
SN MAC Address Name PortIf FEC Hops SN PortIf FEC State
0 0002.4b29.2e00 StLouis1 0 Up (Cmdr)
1 0030.946c.d740 tal-switch-1 Fa0/13 1 0 Gi0/1 Up
2 0002.b922.7180 nms-2820 10 0 2 1 Fa0/18 Up
3 0002.4b29.4400 SanJuan2 Gi0/1 2 1 Fa0/11 Up
4 0002.4b28.c480 GenieTest Gi0/2 2 1 Fa0/9 Up

ステップ 3 exit

例：
Switch-3# exit

クラスタ メンバのサービス モジュールの特権 EXEC モー

ドを終了し、コマンド サービス モジュールの CLI に戻り

ます。

ステップ 4 show cluster members

例：
Switch# show cluster members

クラスタ メンバに関する情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのクラスタ メンバの追加

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールにクラスタ メンバを追加する方法を示します。

クラスタ コマンドのサービス モジュールまたはスイッチは、自動的に候補の Cisco EtherSwitch サー

ビス モジュールまたはスイッチを検出します。ネットワークに新しいクラスタ対応スイッチ サービス 
モジュールまたはスイッチを追加すると、クラスタ コマンドのサービス モジュールまたはスイッチは

これらを検出し、候補のサービス モジュールまたはスイッチのリストに追加します。

（注） クラスタのスイッチ スタックは、単一のクラスタ メンバに一致します。Network Assistant を介したク

ラスタ メンバの追加には、特定の制限事項があります。Network Assistant から、 大 15 個のクラス

タ メンバで構成される Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチ クラスタを作成できま

す。Network Assistant または CLI から、 大 144 個のデバイスで構成される Cisco EtherSwitch サー

ビス モジュールまたはスイッチ クラスタを作成できます。

（注） クラスタ内のサービス モジュールの総数が 16（これにはクラスタ コマンドのサービス モジュールも含

まれています）を超えない限り、1 つ以上の Cisco EtherSwitch サービス モジュールを追加できます。

クラスタに 16 のメンバが所属している場合、そのクラスタでは [Add to Cluster] オプションは使用で

きません。この場合、新しいメンバを追加する前に 1 つのクラスタ メンバ サービス モジュールを削除

する必要があります。

パスワードが候補の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチに設定されている場合、

サービス モジュールまたはスイッチをクラスタに追加する前に、そのパスワードを入力するよう求め

られます。候補の Cisco EtherSwitch サービス モジュールのスイッチにパスワードが設定されていない

場合、すべてのエントリは無視されます。

複数の候補の Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチに同じパスワードが設定されてい

る場合は、グループとして選択してから同時に追加できます。

グループ内の候補の Cisco EtherSwitch サービス モジュールにまたはスイッチに、グループのパスワー

ドとは異なるパスワードが設定されている場合、その特定の候補のサービス モジュールまたはスイッ

チだけがクラスタに追加されません。

候補のサービス モジュールまたはスイッチがクラスタに参加すると、コマンドのサービス モジュール

またはスイッチのパスワードを継承します。

前提条件

Network Assistant をイネーブルにする必要があります。

手順の概要

Network Assistant アプリケーションから次の手順を実行します。

1. [Add to Cluster] ウィンドウを閉じます。

2. [View] > [Refresh] を選択します。

3. [Cluster] > [Add to Cluster] を選択します

または

トポロジ ビューを表示し、候補のサービス モジュールのアイコンを右クリックして、[Add to Cluster] 
を選択します。
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Network Assistant を使用する代わりに、CLI から次のコマンドを使用することもできます。

1. cluster member [n] mac-address H.H.H [password enable-password] [vlan vlan-id]

2. password enable-password

Network Assistant アプリケーションからの詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 [Add to Cluster] ウィンドウを閉じます。 [Add to Cluster] ウィンドウを閉じ、クラスタ メンバの

新の一覧を表示します。

ステップ 2 [View] > [Refresh] を選択します。 クラスタ メンバの 新の一覧を表示します。

ステップ 3 [Cluster] > [Add to Cluster] を選択します。 クラスタ リストから候補のサービス モジュールを選択で

きます。

• [Cluster] > [Add to Cluster] ウィンドウを表示している

場合は、[Add] をクリックし、[OK] をクリックしま

す。複数の候補サービス モジュールを追加するには、

Ctrl を押して選択するか、Shift を押して範囲の 初と

後のサービス モジュールを選択します。

または

• トポロジ ビューを表示し、候補のサービス モジュール

のアイコンを右クリックし、[Add to Cluster] を選択し

ます。トポロジ ビューで、候補のサービス モジュール

は青緑色であり、クラスタ メンバのサービス モジュー

ルは緑色です。複数の候補サービス モジュールを追加

するには、Ctrl を押して、追加する候補を左クリック

します。

ステップ 4 cluster member

例：
Switch(config)# cluster member mac-address 
00E0.1E00.3333

クラスタにメンバを追加します。

• 次の例では、MAC アドレス 00E0.1E00.3333 のス

イッチをクラスタに追加する方法を示します。このス

イッチにはパスワードはありません。クラスタ コマン

ド スイッチは、次に利用可能なメンバ番号を選択し、

これをクラスタに加入しているスイッチに割り当てま

す。

ステップ 5 password

例：
Switch(config)# cluster member 2 mac-address 
00E0.1E00.2222 password key vlan 3

候補のサービス モジュールにパスワードが存在する場合は

パスワードを入力できます。

• 次の例では、MAC アドレスが 00E0.1E00.2222、パス

ワードが key の場合にスイッチをメンバ 2 としてクラ

スタに追加する方法を示します。クラスタ コマンド ス
イッチは、VLAN 3 を経由して候補をクラスタに追加

します。
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CLI の詳細手順

クラスタ スタンバイ グループの作成

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールをクラスタ スタンバイ グループに追加し、クラス

タにクラスタ スタンバイ グループをバインドする方法について説明します。

（注） スタンバイ クラスタ コマンドの Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、クラスタ コマンドのサー

ビス モジュールと同じタイプのサービス モジュールである必要があります。

次の略語は、スタンバイ コマンド グループ リスト内の Cisco EtherSwitch サービス モジュールのホス

ト名に追加されて、クラスタ スタンバイ グループ内でのそのサービス モジュールの資格またはステー

タスを示します。

• AC：アクティブ クラスタのコマンド サービス モジュール

• SC：スタンバイ クラスタのコマンド サービス モジュール

• PC：クラスタ スタンバイ グループのメンバであるが、クラスタ コマンドのサービス モジュール

ではない

• HC：クラスタ スタンバイ グループに追加できる候補のサービス モジュール

• CC：HSRP がディセーブルの場合のクラスタ コマンドのサービス モジュール

[Standby Command Configuration] ウィンドウでは、Network Assistant または CLI を使用して設定し

た preempt と name コマンドのデフォルト値が使用されます。このウィンドウを使用してスタンバイ 
グループを作成すると、そのグループのすべての Cisco EtherSwitch サービス モジュールで preempt 
コマンドがイネーブルになります。また、グループに名前を指定する必要があります。

（注） HSRP のスタンバイ中止間隔は、hello タイム間隔の 3 倍以上必要です。デフォルトの HSRP スタンバ

イ中止間隔は 10 秒です。デフォルトの HSRP スタンバイ hello タイム インターバルは 3 秒です。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 cluster member

例：
Switch(config)# cluster member mac-address 
00E0.1E00.3333

クラスタにメンバを追加します。

• 次の例では、MAC アドレス 00E0.1E00.3333 のス

イッチをクラスタに追加する方法を示します。このス

イッチにはパスワードはありません。クラスタ コマン

ド スイッチは、次に利用可能なメンバ番号を選択し、

これをクラスタに加入しているスイッチに割り当てま

す。

ステップ 2 password

例：
Switch(config)# cluster member 2 mac-address 
00E0.1E00.2222 password key vlan 3

候補のサービス モジュールにパスワードが存在する場合は

パスワードを入力できます。

• 次の例では、MAC アドレスが 00E0.1E00.2222、パス

ワードが key の場合にスイッチをメンバ 2 としてクラ

スタに追加する方法を示します。クラスタ コマンド ス
イッチは、VLAN 3 を経由して候補をクラスタに追加

します。
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制約事項　

• この作業は、スタック マスターだけで実行できます。

• クラスタ スタンバイ グループの仮想 IP アドレスを入力する必要があります。このアドレスは、

Cisco EtherSwitch サービス モジュールの IP アドレスと同じサブネットにある必要があります。グ

ループ番号は IP サブネット内で一意にする必要があります。範囲は 0 ～ 255 で、デフォルトは 0 
です。グループ名には 大 31 文字を含めることができます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. cluster standby-group HSRP-group-name [routing-redundancy]

手順の詳細

Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアの
アップグレード

ここでは、TFTP を使用して Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアをアップグレードす

る方法を説明します。Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュレーション ファイル、およびソフ

トウェア イメージの操作方法の詳細については、次の URL にある『Catalyst 3750 Switch Software 
Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm.

制約事項　

ここに記載する手順は、ルータに取り付けられたスタンドアロンの Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールをアップグレードするためのものです。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Switch> enable

特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 cluster standby-group HSRP-group-name 
[routing-redundancy]

例：
Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp 
routing-redundancy

ルーティングの冗長性およびクラスタの冗長性のために、

my_hsrp という名前のホット スタンバイ ルータ プロトコ

ル（HSRP）グループをクラスタをバインドします。

このコマンドは、クラスタ コマンドの Cisco EtherSwitch 
サービス モジュールから実行する必要があります。
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Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアのアップグレード
手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface switch/slot/port 

4. no switchport

5. ip address ip address/subnet mask

6. no shutdown

7. end

8. show flash

9. copy tftp: flash:

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Switch> enable

特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 interface switch/slot/port

例：
Switch(config)# interface fastethernet 1/0/24

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、ファスト イーサネット 1/0/24 インターフェイスに移

動します。

ステップ 4 no switchport

例：
Switch(config-if)# no switchport

ルーテッド ポートをイネーブルにします。

ステップ 5 ip address ip address/subnet mask

例：
Switch(config-if)# ip address 172.16.1.100 
255.255.255.0

このインターフェイスにプライマリまたはセカンダリ IP 
アドレスを設定します。

ステップ 6 no shutdown

例：
Switch(config-if)# no shutdown

TFTP サーバに接続されているポートをイネーブルにしま

す。

ステップ 7 end

例：
Switch(config)# end 
Switch#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードに戻ります。
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例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「show run interface fastethernet コマンドのサンプル出力」（P.68）

• 「ping tftpserver コマンドのサンプル出力」（P.68）

• 「show flash: コマンドのサンプル出力」（P.69）

• 「copy tftp: flash: コマンドのサンプル出力」（P.69）

show run interface fastethernet コマンドのサンプル出力

次の例は、show run interface fastEthernet コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# show run interface fa1/0/24
Building configuration...
Current configuration : 87 bytes
!
interface FastEthernet1/0/24
 no switchport
 ip address 172.16.1.100 255.255.255.0
end

ping tftpserver コマンドのサンプル出力

次の例は、ping tftpserver コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# ping tftpserver

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms
Copy the image from the tftp server to the switch flash using standard tftp copy 
procedure.

ステップ 8 show run interface fastethernet 
switch/slot/port

例：
Switch# show run interface fastEthernet 1/0/24

このインターフェイスに適用されている設定を表示しま

す。

ステップ 9 ping tftpserver

例：
Switch# ping tftpserver

TFTP サーバに ping を送信します。このコマンドは、

TFTP サーバからフラッシュ メモリにイメージをコピーし

ます。

ステップ 10 show flash:

例：
Switch# show flash:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのフラッシュ メモ

リ内のファイルとディレクトリの全一覧を表示します。

ステップ 11 copy tftp: flash:

例：
Switch# copy tftp: flash:

TFTP サーバからフラッシュ メモリにイメージをコピーし

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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show flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、show flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# show flash: 

Directory of flash:/

3  -rwx     4815232   Jan 1 1970 00:10:53 +00:00  c3825-i5-mz.050404
    4  -rwx        6496  May 11 2004 10:43:15 +00:00  vlan.dat
    5  -rwx        2377   Mar 1 1993 04:33:45 +00:00  config.text
    6  -rwx           5   Mar 1 1993 04:33:46 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (6355968 bytes free)
Switch#

copy tftp: flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、copy tftp: flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch# copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? Tftpserver 
Source filename [] /xyz/c3825-i5-mz.032304
Destination filename [c3825-i5-mz.032304]? 
Accessing tftp://tftpserver/xyz/c3825-i5-mz.032304...
Loading mirage/switch/bin/c3825-i5-mz.032304 from 172.16.1.100 (via FastEthernet1/0/24): 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 4814025 bytes]

4814025 bytes copied in 99.481 secs (48391 bytes/sec)
Switch#

Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアのト
ラブルシューティング

ここでは、Cisco EtherSwitch サービス モジュールをトラブルシューティングする方法を説明します。

• 「Xmodem を使用して、破損したソフトウェア イメージから回復する」（P.70）

• 「パスワードを忘れた場合の回復」（P.75）

• 「パスワードを紛失または忘れた場合にリカバリする（パスワード リカバリがディセーブルの場

合）」（P.79）

これらとその他のトラブルシューティングのトピックの詳細については、次の URL にある『Catalyst 
3750 Switch Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.2』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm
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Xmodem を使用して、破損したソフトウェア イメージから回復する

ここでは、Xmodem を使用して、破損したソフトウェア イメージから回復する方法を説明します。

（注） ルータのフラッシュ メモリにスイッチ イメージが含まれているか、ルータと TFTP サーバとの間に

ネットワーク接続が確立されている必要があります。

ソフトウェアのアップグレードの際、不適切なファイルを Cisco EtherSwitch サービス モジュールにダ

ウンロードしたり、イメージ ファイルを削除すると、Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフト

ウェアが破損することがあります。このような場合、サービス モジュールは電源投入時のセルフテス

ト（POST）を通過できず、接続が確立しません。

次の手順では、XMODEM プロトコルを使用して、破損したイメージ ファイルまたは間違ったイメー

ジ ファイルを回復します。多くのソフトウェア パッケージでは Xmodem プロトコルがサポートされて

います。この手順は使用しているエミュレーション ソフトウェアに大きく依存します。

Xmodem プロトコル処理を開始するには、password reset コマンドを発行します。password reset コ
マンドを発行すると、次のメッセージが表示されます。

Password reset process is complete...

The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem.  The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating 
system software:

    flash_init
    load_helper
    boot

Switch: 

制約事項　

この手順は、破損したイメージの回復に限り使用することをお勧めします。この手順を実行するには、

Cisco EtherSwitch サービス モジュールでブートローダ プロンプトになっている必要があります。ま

た、Xmodem プロトコルが機能するには、ルータから Cisco EtherSwitch サービス モジュールへのコ

ンソール接続が切断されている必要があります。

手順の概要

1. service-module interface slot/port password-reset

2. flash_init

3. load_helper filesystem:/file-url ...（オプション）

4. control+6 x（ルータ プロンプトに戻るには x を使用します）

5. disconnect

6. copy flash: xmodem:（ルータのフラッシュ メモリからソフトウェア イメージをダウンロードする

には、このコマンドを使用します。このコマンドは、ルータ プロンプトから使用します）

または
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copy tftp: xmodem:（TFTP サーバからソフトウェア イメージをダウンロードするには、このコマ

ンドを使用します。このコマンドは、イメージがルータのフラッシュ メモリに存在しない場合に

限り使用します）

7. service-module interface slot/port session

8. dir flash:

9. boot flash: image

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 service-module interface slot/port 
password-reset

例：
Router# service-module gigabitethernet2/0 
password-reset

Xmodem プロトコルを使用して新しいイメージをコピーで

きるように、スイッチがブートローダ プロンプトに存在し

ていることを確認します。

ステップ 2 flash_init

例：
Switch: flash_init

スイッチのフラッシュ メモリ ファイル システムを初期化

します。

ステップ 3 load_helper filesystem:/file-url ...

例：
Switch: load_helper flash: xyz

1 つまたは複数のヘルパー イメージをロードし、初期化し

ます。

ステップ 4 control+6 x

例：
Switch: control+6 x

スイッチへのコンソール セッションを保持したまま、ルー

タ コンソールに戻ります。

（ルータ プロンプトに戻るには x を使用します）。

ステップ 5 disconnect

例：
Router# disconnect 1

Xmodem ダウンロードを開始するには、スイッチ セッ

ションを切断します。

ステップ 6 copy flash: xmodem:

例：
Router# copy flash: xmodem: 

または

ルータ プロンプトで、Xmodem プロトコルを使用して

ルータのフラッシュ メモリからファイル転送を開始しま

す。

copy tftp: xmodem:

例：
Router# copy tftp: xmodem:

ルータ プロンプトで、TFTP サーバからファイル転送を開

始します。

ステップ 7 service-module interface slot/port session 

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 
session

サービス モジュールに接続し、Cisco EtherSwitch サービ

ス モジュール セッションを開きます。
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トラブルシューティング

ダウンロードしたイメージ（ファイルおよびディレクトリ）が Cisco EtherSwitch サービス モジュール

のフラッシュ メモリに存在しない場合は、ステップ 1 ～ 6 を再び実行します。再び実行に失敗する場

合は、イメージのダウンロード時に TFTP 接続が開始され、TFTP セッションが開かれていることを確

認してください。

例 

ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「copy flash: xmodem コマンドのサンプル出力」（P.72）

• 「copy tftp: xmodem: コマンドのサンプル出力」（P.73）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する service-module session コマンドのサンプル出

力」（P.74）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する dir flash: コマンドのサンプル出力」（P.74）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する service-module password-reset コマンドのサン

プル出力」（P.74）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する flash_init コマンドのサンプル出力」（P.75）

copy flash: xmodem コマンドのサンプル出力

次の例は、copy flash: xmodem コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# copy flash: xmodem

**** WARNING ****
x/ymodem is a slow transfer protocol limited to the current speed
settings of the auxiliary/console ports. The use of the auxiliary
port for this download is strongly recommended.
During the course of the download no exec input/output will be
available.
---- ******* ----

Proceed? [confirm]

転送元ファイル名と転送先ファイル名の入力を求められます。

Source filename [loader_bs.img]?
Destination filename [loader_bs.img]?

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのスロット番号の入力を求められます。

Service Module slot number? [1]:

ステップ 8 dir flash: 

例：
switch> dir flash:

サービス モジュールのフラッシュ メモリ内のファイルと

ディレクトリの全一覧を表示します。

ステップ 9 boot flash: image

例：
switch> boot flash:c3825-i5-mz.050404 

サービス モジュールのフラッシュ メモリにすべてのファ

イルとディレクトリが存在する場合、Cisco EtherSwitch 
サービス モジュール イメージをブートします。

コマンドまたはアクション 目的
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サービス モジュールのインターフェイス番号の入力を求められます。デフォルトの設定を使用します。

Service Module interface number? [0]:

バッファの確認を求められます。デフォルトの設定を使用します。

1k buffer? [confirm]

大再試行回数の入力を求められます。デフォルトの設定を使用します。

Max Retry Count [10]:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールへの転送の確認を求められます。

Xmodem send on slot 2 interface 0. Please be sure there is enough space on receiving side.
Continue? [confirm]

イメージがサービス モジュールにダウンロードされるときに、次のメッセージが表示されます。

Ready to send 
file...........C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
262144 bytes copied in 101.744 secs (2577 bytes/sec)

copy tftp: xmodem: コマンドのサンプル出力

次の例は、copy tftp: xmodem: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# copy tftp: xmodem:

**** WARNING ****
x/ymodem is a slow transfer protocol limited to the current speed
settings of the auxiliary/console ports. The use of the auxiliary
port for this download is strongly recommended.
During the course of the download no exec input/output will be
available.
---- ******* ----

Proceed? [confirm]

TFTP サーバの IP アドレスの入力を求められます。

Address or name of remote host []? 223.255.254.254

転送元ファイル名と転送先ファイル名の入力を求められます。

Source filename [loader_bs.img]?
Destination filename [loader_bs.img]?

TFTP サーバに接続すると、次のメッセージが表示されます。

Accessing tftp://223.255.254.254/anyname/loader_bs.img...

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのスロット番号の入力を求められます。

Service Module slot number? [1]:2

サービス モジュールのインターフェイス番号の入力を求められます。デフォルトの設定を使用します。

Service Module interface number? [0]:

バッファの確認を求められます。デフォルトの設定を使用します。

1k buffer? [confirm]
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大再試行回数の入力を求められます。デフォルトの設定を使用します。

Max Retry Count [10]:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールへの転送の確認を求められます。

Xmodem send on slot 2 interface 0. Please be sure there is enough space on receiving side.
Continue? [confirm]

イメージがサービス モジュールにダウンロードされるときに、次のメッセージが表示されます。

Ready to send file...........
Loading anyname/loader_bs.img from 223.255.254.254 (via 
GigabitEthernet0/0):!C!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!.!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 262144 bytes]
!

Verifying checksum...  OK (0x4F76)
262144 bytes copied in 22.368 secs (11720 bytes/sec)

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する service-module session コマンドのサンプル出
力

次の例は、service-module session コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# service-module gigabitethernet1/0 session 
Trying 41.0.0.1, 2130 ... Open

Switch:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する dir flash: コマンドのサンプル出力

次の例は、dir flash: コマンドを入力すると表示される結果を示します。

rommon> dir flash:
Directory of flash:/

4  -rwx        2056   Mar 1 1993 00:01:29 +00:00  vlan.dat
6  -rwx     6636204   Mar 1 1993 00:19:19 +00:00  c3750-i5-mz.122204
   7  -rwx        1709  Jan 12 2005 00:56:39 +00:00  config.text
   8  -rwx           5  Jan 12 2005 00:56:39 +00:00  private-config.text

32514048 bytes total (19113472 bytes free)

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する service-module password-reset コマンドのサ
ンプル出力

次の例は、service-module password-reset コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Router# service-module gigabitethernet2/0 password-reset
Do you want to proceed with password reset process?[confirm]
Starting password reset process...
Wait for 50 secs for password reset process to complete
Router#
[Resuming connection 1 to 100.0.2.1 ... ]

Password reset process is complete...

Base ethernet MAC Address: 00:00:00:20:60:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
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The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem.  The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:

   flash_init
   load_helper
   boot

Router:

Cisco EtherSwitch サービス モジュールに対する flash_init コマンドのサンプル出力

次の例は、flash_init コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]:7 files, 1 directories
flashfs[0]:0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]:Total bytes:32514048
flashfs[0]:Bytes used:13400576
flashfs[0]:Bytes available:19113472
flashfs[0]:flashfs fsck took 18 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid:3
Setting console baud rate to 9600...

パスワードを忘れた場合の回復

ここでは、パスワードを紛失または忘れた場合に回復する方法を説明します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールのデフォルト設定では、パスワードを忘れた場合にエンド ユー

ザが新しいパスワードを入力することによって回復できます。

（注） パスワードのリカバリをイネーブルまたはディセーブルにするには、Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールから service-module password-recovery グローバル コンフィギュレーション コマンドを使

用します。Cisco EtherSwitch サービス モジュールから service-module password-recovery コマンド

を入力するか、スタック マスターから no service-module password-recovery コマンドを入力すると、

パスワードのリカバリはスタック全体に伝播され、スタック内のすべてのモジュールに適用されます。

自動ブートローダ処理の間、ブートローダ コマンドライン プロンプトは表示されません。スイッチを

手動ブートに設定している場合は、ブートローダ コマンドラインにアクセスできます。エラーが発生

した場合は、オペレーティング システム（破損した Cisco IOS イメージ）がロードされます。スイッ

チのパスワードを忘れた場合にも、ブートローダを使用できます。

（注） Cisco EtherSwitch サービス モジュールのデフォルト設定では、パスワードを忘れた場合に回復できま

す。パスワード回復ディセーブル機能を使用すると、システム管理者は、この機能の一部をディセーブ

ルにし、システムをデフォルト設定に戻すことに同意するだけでユーザがブート プロセスを中断でき

るようにすることにより、スイッチのパスワードへのアクセスを防止できます。パスワード回復をディ

セーブルにすることにより、ユーザはブート プロセスを中断してパスワードを変更できますが、コン

フィギュレーション ファイル（config.text）および VLAN データベース ファイル（vlan.dat）は削除

されます。
75
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC



 

        Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能ガイド

Cisco EtherSwitch サービス モジュール ソフトウェアのトラブルシューティング
前提条件

このリカバリ手順を実行するには、Cisco EtherSwitch サービス モジュールに物理的にアクセスできる

必要があります。

手順の概要

1. service-module interface slot/port session 

2. dir flash:

3. service-module interface slot/port password-reset

4. flash_init

5. （任意）load_helper filesystem:/file-url ...

6. rename

7. boot

8. copy flash:

9. configure terminal

10. enable secret password

11. exit

12. copy running-configuration startup-configuration

13. reload

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 service-module interface slot/port session 

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 session

サービス モジュールに接続し、Cisco EtherSwitch 
サービス モジュール セッションを開きます。

ステップ 2 dir flash: 

例：
rommon> dir flash:

サービス モジュールのフラッシュ メモリ内のファイ

ルとディレクトリの全一覧を表示します。

ステップ 3 service-module interface slot/port password-reset

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 
password-reset

パスワード回復をイネーブルにします。

ステップ 4 flash_init

例：
Switch: flash_init

フラッシュ メモリ ファイル システムを初期化します。

ステップ 5 load_helper filesystem:/file-url ...

例：
Switch: load_helper flash:xyz

1 つまたは複数のヘルパー イメージをロードし、初期

化します。
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ステップ 6 rename

例：
Switch: rename flash:config.text 
flash:config.text.old

コンフィギュレーション ファイルの名前を 
config.text.old に変更します。

• 次のコマンドに進む前に、接続されているすべて

のスタック メンバの電源を入れ、それらが完全に

初期化されるまで待ちます。

ステップ 7 boot [-x] [-v] [device:][imagename]

例：
Switch: boot 

boot コマンドを使用して外部プロセスをブートしま

す。

ステップ 8 copy flash:

例：
Switch: copy flash:config.text 
system:running-config

コンフィギュレーション ファイルをメモリにコピー

します。

ステップ 9 configure terminal

例：
Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 10 enable secret password

例：
Switch(config): enable secret 5 
$1$LiBw$0Xc1wyT.PXPkuhFwqyhVi0

パスワードを設定します。

• シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字

です。

• 数字から開始できます。

• 大文字と小文字が区別されます。

• スペースを使用できますが、先頭のスペースは無

視されます。

ステップ 11 exit

例：
Switch(config): exit

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 12 copy running-configuration startup-configuration

例：
Switch: copy running-config startup-config

実行コンフィギュレーション ファイルからスイッチ

のスタートアップ コンフィギュレーション ファイル

に、設定をコピーします。

• この手順は、Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュール仮想インターフェイスを、シャットダウ

ン状態にする可能性があります。

• この状態にあるインターフェイスを確認するに

は、show running-configuration 特権 EXEC コ
マンドを入力します。

• インターフェイスを再度イネーブルにするには、

interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを入力し、シャットダウンし

たインターフェイスの VLAN ID を指定します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールがイン

ターフェイス コンフィギュレーション モードの

場合は、no shutdown コマンドを入力します。

ステップ 13 reload

例：
Switch: reload

スイッチ スタックをリロードします。

コマンドまたはアクション 目的
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パスワードを紛失または忘れた場合にリカバリする（パスワード リカバリ
がディセーブルの場合）

ここでは、パスワード リカバリがディセーブルのときに、紛失または忘れたパスワードを回復する方

法を説明します。

パスワード回復がディセーブルの場合、パスワード回復機構がトリガーされている場合でも、パスワー

ド回復機構を通じてブートローダ プロンプトにアクセスすることは許可されません。システムをデ

フォルト設定に戻すことに同意する場合は、ブートローダ プロンプトへのアクセスが許可され、環境

変数を設定できます。

前提条件

このリカバリ手順を実行するには、Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたはスイッチに物理的に

アクセスできる必要があります。

手順の概要

1. service-module interface slot/port password-reset

1. service-module interface slot/port session 

2. dir flash:

3. （任意）load_helper filesystem:/file-url ...

4. boot

5. enable

6. configure terminal

7. enable secret password

8. exit

9. copy running-configuration startup-configuration

10. reload

11.（任意）set
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 service-module interface slot/port password-reset

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 
password-reset

ルータでパスワードをリセットします。

ステップ 2 service-module interface slot/port session 

例：
Router# service-module gigabitethernet1/0 session

サービス モジュールに接続し、サービス モジュール 
セッションを開きます。

• no と入力すると、現在のコンフィギュレーション 
ファイルが保持され、名前を変更できます。

• yes と入力すると、コンフィギュレーション ファ

イルが削除されます。

（注） この設定は、service-module session コマンド

が e-module password-reset コマンドの入力か

ら 50 秒以内に入力された場合に限り実行でき

ます。

ステップ 3 dir flash: 

例：
rommon> dir flash:

サービス モジュールのフラッシュ メモリ内のファイル

とディレクトリの全一覧を表示します。

ステップ 4 load_helper filesystem:/file-url ...

例：
Switch: load_helper flash: xyz

1 つまたは複数のヘルパー イメージをロードし、初期

化します。

ステップ 5 boot

例：
Switch: boot

システムをブートします。

ステップ 6 enable

例：
Switch: enable

サービス モジュール プロンプトから特権 EXEC モー

ドを開始します。

ステップ 7 configure terminal

例：
Switch: configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 8 enable secret password

例：
Switch(config): enable secret 5 
$1$LiBw$0Xc1wyT.PXPkuhFwqyhVi0

パスワードを変更します。

• シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字

です。

• 数字から開始できます。

• 大文字と小文字が区別されます。

• スペースを使用できますが、先頭のスペースは無

視されます。
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例 

set コマンドのサンプル出力

次の例は、set コマンドを入力すると表示される結果を示します。

Switch: set

BAUD=9600
MAC_ADDR=00:00:00:20:30:80
MANUAL_BOOT=yes
SDM_TEMPLATE_ID=0
SWITCH_NUMBER=2
SWITCH_PRIORITY=1

ステップ 9 exit

例：
Switch(config): exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 copy running-configuration startup-configuration

例：
Switch: copy running-config startup-config

実行コンフィギュレーション ファイルからスイッチの

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに、

設定をコピーします。

• この手順は、Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ル仮想インターフェイスを、シャットダウン状態

にする可能性があります。

• この状態にあるインターフェイスを確認するには、

show running-configuration 特権 EXEC コマンド

を入力します。

• インターフェイスを再度イネーブルにするには、

interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを入力し、シャットダウンし

たインターフェイスの VLAN ID を指定します。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールがインター

フェイス コンフィギュレーション モードの場合

は、no shutdown コマンドを入力します。

ステップ 11 reload

例：
Switch# reload

スイッチ スタックをリロードします。

ステップ 12 set

例：
Switch# set

現在のボー レートなど、すべての環境変数が一覧に表

示されます。

コマンドまたはアクション 目的
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スイッチ スタックの設定のシナリオ
表 4 に、スイッチ スタック機能がどのように決定されるかのシナリオを示します。大半のシナリオは、

少なくとも 2 台の Cisco EtherSwitch サービス モジュールが Cisco StackWise ポートを介して相互に接

続されていると想定します。

表 4 スイッチ スタックの設定のシナリオ

シナリオ アクション 結果

既存のスタック マスター

によって、明確に決定さ

れるスタック マスター選

択

Cisco StackWise ポートを使用して 2 つの

電源の入ったスイッチ スタックを接続しま

す。

2 つのスタック マスターの一方だけが、新たなス

タック マスターになります。

スタック メンバのプライ

オリティ値によって、明

確に決定されるスタック 
マスター選択

1. Cisco StackWise ポートを使用して 2 
つの Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールを接続します。

2. switch stack-member-number priority 
priority-number グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用して、

1 つのスタック メンバに、より高いメ

ンバ プライオリティ値を設定します。

3. 両方のスタック メンバを同時に再起動

します。

より高いプライオリティ値を持つスタック メンバ

がスタック マスターとして選択されます。

コンフィギュレーション 
ファイルによって、明確

に決定されるスタック マ
スター選択

両方のスタック メンバが同じプライオリ

ティ値を持つものと仮定します。

1. 一方つのスタック メンバがデフォルト

のコンフィギュレーションを持ち、他

方のスタック メンバが保存済み（デ

フォルトでない）のコンフィギュレー

ション ファイルを持つことを確認しま

す。

2. 両方のスタック メンバを同時に再起動

します。

保存済みのコンフィギュレーション ファイルを持

つスタック メンバがスタック マスターとして選択

されます。

暗号化 IP サービス イ
メージによって、明確に

決定されるスタック マス

ター選択

すべてのスタック メンバが同じプライオリ

ティ値を持つものと仮定します。

1. 1 つのスタック メンバに暗号化 IP サー

ビス イメージがインストールされ、他

のスタック メンバには非暗号化 IP 
サービス イメージがインストールされ

ていることを確認します。

2. 両方のスタック メンバを同時に再起動

します。

暗号化 IP サービス イメージがインストールされた

スタック メンバがスタック マスターとして選択さ

れます。
82
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC



 

        Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能ガイド

スイッチ スタックの設定のシナリオ
IP サービス イメージに

よって、明確に決定され

るスタック マスター選択

すべてのスタック メンバが同じプライオリ

ティ値を持つものと仮定します。

1. 1 つのスタック メンバに非暗号化 IP 
サービス イメージがインストールさ

れ、他のスタック メンバには暗号化 IP 
ベース イメージがインストールされて

いることを確認します。

2. 両方のスタック メンバを同時に再起動

します。

非暗号化 IP サービス イメージがインストールされ

たスタック メンバがスタック マスターとして選択

されます。

暗号化 IP ベース イメー

ジによって、明確に決定

されるスタック マスター

選択

すべてのスタック メンバが同じプライオリ

ティ値を持つものと仮定します。

1. 1 つのスタック メンバに暗号化 IP ベー

ス イメージがインストールされ、他の

スタック メンバには非暗号化 IP ベー

ス イメージがインストールされている

ことを確認します。

2. 両方のスタック メンバを同時に再起動

します。

暗号化 IP ベース イメージがインストールされたス

タック メンバがスタック マスターとして選択され

ます。

MAC アドレスによって、

明確に決定されるスタッ

ク マスター選択

両方のスタック メンバが同じプライオリ

ティ値、コンフィギュレーション ファイ

ル、およびソフトウェア イメージを持つと

仮定して、両方のスタック メンバを同時に

再起動します。

より小さい MAC アドレスを持つスタック メンバ

がスタック マスターとして選択されます。

スタック メンバ番号の競

合

一方のスタック メンバが他方のスタック 
メンバより高いプライオリティ値を持つも

のと仮定します。

1. 両方のスタック メンバが同じスタック 
メンバ番号を持つように確認します。

必要に応じて、switch 
current-stack-member-number 
renumber new-stack-member-number 
グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

2. 両方のスタック メンバを同時に再起動

します。

より高いプライオリティ値を持つスタック メンバ

が、自分のスタック メンバ番号を保持します。も

う一方のスタック メンバは、新たなスタック メン

バ番号を持ちます。

スタック メンバの追加 1. 新しい Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールの電源を切断します。

2. StackWise ポートを使用して、電源の

投入されたスイッチ スタックに新しい 
Cisco EtherSwitch サービス モジュー

ルを接続します。

3. 新しい Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールの電源を投入します。

スタック マスターはそのままです。新しい Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールがスイッチ スタッ

クに追加されます。

表 4 スイッチ スタックの設定のシナリオ （続き）

シナリオ アクション 結果
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ネットワークの構成例
ここでは、ネットワーク構成の概要について説明します。Cisco EtherSwitch サービス モジュールを使

用して専用ネットワーク セグメントを作成してファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット

接続でセグメントを相互接続する例も示します。

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールを使用するためのネットワーク設計の概念」（P.84）

• 「Cisco EtherSwitch サービス モジュールを使用した Multiple-Dwelling ネットワーク」（P.88）

Cisco EtherSwitch サービス モジュールを使用するためのネットワーク設
計の概念

ネットワーク帯域幅をめぐってネットワーク ユーザが競合すると、データの送受信に要する時間が長

くなります。ネットワークを設計する時点で、ネットワーク ユーザが必要とする帯域幅を考慮すると

ともに、ユーザが使用する各種ネットワーク アプリケーションの相対的な優先順位について検討する

必要があります。

表 5 に、ネットワーク パフォーマンスが低下する原因を説明するとともに、ネットワーク ユーザが使

用できる帯域幅を増加させるための、ネットワークの設計方法を示します。

スタック マスターの障害 スタック マスターを削除します（または、

電源を切ります）。

「スタック マスターの選択と再選択」（P.16）に記載

されたファクタに基づき、残りのスタック メンバ

のいずれかが新たなスタック マスターになります。

スタック内の他のすべてのスタック メンバは、ス

タック メンバのままで、再起動はされません。

9 台を超えるスタック メ
ンバの追加

1. Cisco StackWise ポートを介して、10 
台の Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールまたは Catalyst 3750 スイッチ 
モジュールを取り付けます。

2. すべてのスイッチ モジュールの電源を

投入します。

2 つの Cisco EtherSwitch サービス モジュールまた

は Catalyst 3750 スイッチ モジュールがスタック マ
スターになります。一方のスタック マスターが 9 
つのスタック メンバを制御します。もう一方のス

タック マスターはスタンドアロンの Cisco 
EtherSwitch サービス モジュールまたは Catalyst 
3750 スイッチ モジュールとして残ります。

Cisco EtherSwitch サービス モジュールまたは 
Catalyst 3750 スイッチ モジュールの Mode ボタン

およびポート LED を使用して、どのサービス モ
ジュールまたはスイッチ モジュールがスタック マ
スターであり、どのスタック マスターに属してい

るかを識別します。

表 4 スイッチ スタックの設定のシナリオ （続き）

シナリオ アクション 結果
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ネットワーク設計では、帯域幅が唯一の考慮事項というわけではありません。ネットワーク トラ

フィックのプロファイルが発展するにしたがって、音声とデータの統合、マルチメディアの統合、アプ

リケーションのプライオリティ処理、およびセキュリティに対応するアプリケーションをサポートでき

るようなネットワーク サービスの提供を検討してください。表 6 で、ネットワークに対する需要につ

いて説明し、その需要を満たす方法を示します。

表 5 ネットワーク パフォーマンスの向上

ネットワークに対する需要 推奨する設計方式

1 つのネットワーク セグメントに多

くのユーザが集中しすぎ、インター

ネットへアクセスするユーザが増加

している

• 帯域幅を共有するユーザ数が少なくなるように、より小さいネットワーク セグ

メントを作成します。さらに VLAN および IP サブネットを使用して、ネット

ワーク リソースに頻繁にアクセスするユーザと同じ論理ネットワーク上に、そ

のリソースを配置します。

• 内部インターフェイスと接続先ワークステーションとの間で、全二重通信を使用

します。

• 新しい PC、ワークステーショ

ン、およびサーバのパワーの増

大

• ネットワーク アプリケーション

（大容量の添付ファイル付き電子

メールなど）および帯域幅を多

用するアプリケーション（マル

チメディアなど）による帯域幅

需要の増大

• ネットワーク ユーザが等しくアクセスする必要があるサーバ、ルータなどのグ

ローバル リソースを高速内部インターフェイス ポートに直接接続し、各ユーザ

に専用の高速セグメントを与えます。

• 内部インターフェイスおよび接続先サーバとルータ間で EtherChannel 機能を使

用します。
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Cisco EtherSwitch サービス モジュールおよびスイッチ スタックを使用して、次を作成できます。

• コスト効率の高いワイヤリング クローゼット（図 8）：多数のユーザをワイヤリング クローゼット

に接続するコスト効率の高い手法は、 大 9 台の Cisco EtherSwitch サービス モジュールからなる

スイッチ スタックを配備することです。スタック内の 1 つの EtherSwitch サービス モジュールに

障害が発生しても接続性を維持するため、スイッチを接続し、Cross-Stack EtherChannel または 
Cross-Stack UplinkFast のいずれかをイネーブルにします。

表 6 ネットワーク サービスの提供

ネットワークに対する需要 推奨する設計方式

マルチメディア アプリケーションに

おける帯域幅の効率的な利用および

ミッション クリティカルなアプリ

ケーションに対する帯域幅保証

• IGMP スヌーピングを利用して、マルチメディアおよびマルチキャスト トラ

フィックを効率的に転送します。

• パケット分類、マーキング、スケジューリング、輻輳回避など、他の QoS メカ

ニズムを使用し、適切なプライオリティ レベルを指定してトラフィックを分類

し、 大限の柔軟性を得ながら、ミッション クリティカルなユニキャスト、マ

ルチキャスト、およびマルチメディア アプリケーションをサポートできるよう

にします。

• オプションの IP マルチキャスト ルーティングを使用して、マルチキャスト トラ

フィックにより適したネットワークを設計します。

• マルチキャスト VLAN レジストレーション（MVR）を使用して、マルチキャス

ト VLAN 上でマルチキャスト ストリームを継続的に送信し、なおかつ帯域幅お

よびセキュリティ上の理由から、それらのストリームを加入者 VLAN から分離

します。

常時オンのミッション クリティカル

なアプリケーションを実現するため

の、ネットワークの冗長性およびア

ベイラビリティに対する大きな需要

• スタック マスターに障害が発生した場合に、すべてのスタック メンバが適格な

スタック マスターである、スイッチ スタックを使用します。すべてのスタック 
メンバで、保存済みで実行中のスイッチ スタックの設定ファイルのコピーとの

同期が取られます。

• クロススタック EtherChannel。スイッチ スタック全体で冗長リンクのプロビ

ジョニングを行います。

• ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）を使用して、クラスタ コマンド

の EtherSwitch サービス モジュールとルータの冗長構成を確立します。

• VLAN トランク、クロススタック UplinkFast、および BackboneFast を使用し

て、アップリンク ポート上でトラフィックのロード バランシングを実行し、

VLAN トラフィックの転送時にポート コストが低いアップリンク ポートが選択

されるようにします。

IP テレフォニーに対する新しい需要 • QoS を使用して、輻輳の発生時に IP テレフォニーなどのアプリケーションを優

先順位付けし、ネットワーク内で発生する遅延およびジッタを制御できるように

します。

• 1 ポートあたり少なくとも 2 つのキューをサポートする内部インターフェイスを

使用して、音声およびデータ トラフィックのプライオリティを 802.1p/Q に基づ

くハイ プライオリティまたはロー プライオリティのいずれかに設定します。

The Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、1 ポートあたり少なくとも 4 つ
のキューをサポートします。

• Voice VLAN ID（VVID）を使用して、音声トラフィックに別個の VLAN を用

意します。
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スイッチ スタックにあるSmall Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールを使用すると、Catalyst 
4500 ギガビット スイッチまたは Catalyst 3750-12S ギガビット スイッチなどの、ギガビット バッ

クボーン スイッチへの冗長アップリンク接続を設定できます。ファスト イーサネット リンク、ギ

ガビット イーサネット リンク、または EtherChannel リンクを使用することによって、バックアッ

プ パスを作成することもできます。冗長接続のいずれか一方に障害が発生しても、もう一方が

バックアップ パスとして機能します。

図 8 費用対効果が高いワイヤリング クローゼット

• 冗長ギガビット バックボーン（図 9）：HSRP を使用すると、2 つの Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュール間にバックアップを作成して、異なる VLAN およびサブネットのネットワーク信頼性と

ロード バランシングを強化できます。また、HSRP によって、ネットワーク障害発生時のネット

ワーク コンバージェンスも高速化されます。再びスター型構成で、Catalyst スイッチを 2 つの 
Cisco EtherSwitch サービス モジュールに接続できます。バックボーンの Cisco EtherSwitch サー

ビス モジュールの 1 つがエラーになると、2 番目のバックボーンの Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールが、スイッチとネットワーク リソース間の接続を維持します。

図 9 冗長ギガビット バックボーン

• 高性能ワイヤリング クローゼット（図 10）：ネットワーク リソースへ高速アクセスする場合、ア

クセス レイヤで Cisco EtherSwitch サービス モジュールとスイッチ スタックを使用すると、デス

クトップにギガビット イーサネットを設定できます。輻輳を回避するために、各スイッチ上で 
QoS DSCP マーキングによるプライオリティ設定を使用します。ディストリビューション レイヤ
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で高速 IP 転送を実現するには、アクセス レイヤのスイッチを、Catalyst 4500 ギガビット スイッチ

や Catalyst 6500 ギガビット スイッチなどのバックボーン内のギガビット マルチレイヤ スイッチ

に接続します。

この設定の各 Cisco EtherSwitch サービス モジュールは、ネットワーク リソースへの専用の 1 
Gbps 接続をユーザに提供します。また、SFP サービス モジュールを使用すると、光ファイバ接続

におけるメディアおよび距離のオプションに柔軟性が提供されます。

図 10 高性能ワイヤリング クローゼット

Cisco EtherSwitch サービス モジュールを使用した Multiple-Dwelling 
ネットワーク

住宅地域および商業地域で、イーサネット メトロポリタン エリア ネットワーク（MAN）への高速ア

クセスを必要とするユーザが増加しています。図 11 に、Mini-Point-of-Presence（Mini-POP）におい

てマルチレイヤ スイッチ スタックを集約スイッチとして使用したギガビット イーサネット MAN リン

グ構成を示します。これらのスイッチは、1000BASE-X SFP サービス モジュール ポート経由で接続し

ています。

レジデンシャル サービス モジュールのすべてのポートは、保護ポートを使用して 802.1Q トランクと

して設定され、STP ルート ガード機能がイネーブルにされています。保護ポート機能はスイッチ上の

各ポートを孤立させることで、加入者が他の加入者宛てパケットを見ることができないようにして、セ

キュリティを確保します。STP ルート ガードは、許可されていないデバイスが STP ルート スイッチと

して使用されるのを防止します。マルチキャスト トラフィックを管理するために、すべてのポートで 
IGMP スヌーピングまたは CGMP がイネーブルに設定されています。Catalyst 3750 マルチレイヤ集約

スイッチへのアップリンク ポート上の ACL が、セキュリティと帯域幅の管理を行います。
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図 11 MAN 構成の Cisco EtherSwitch サービス モジュール
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その他の参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

ネットワーク モジュール向けのハードウェアのインス

トール手順

『Cisco Interface Cards Installation Guide』

音声設定とコマンド リファレンスに関する一般情報 『Cisco IOS Voice Command Reference』

説明 リンク

TAC のホームページには、3 万ページに及ぶ検索可能

な技術情報があります。製品、テクノロジー、ソ

リューション、技術的なヒント、およびツールへのリ

ンクもあります。Cisco.com に登録済みのユーザは、

このページから詳細情報にアクセスできます。

http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
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