
ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド ﾑ リ
OL-27597-01-J
C H A P T E R 5

Virtual Switching System の設定

この章では、Catalyst 4500/4500X シリーズ スイッチ（Supervisor Engine 7-E、Supervisor Engine 
7L-E、および Catalyst 4500-X）の仮想スイッチング システム（VSS）を設定する方法について説明し

ます。Cisco IOS XE Release 3.4.0SG 以降のリリースで、VSS がサポートされます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の資料を参照してくださ

い。

• 次の URL の『Cisco IOS Virtual Switch Command Reference』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/vswitch/command/reference/vs_book.html 

• 次の URL にある Cisco IOS Software Release 12.4 メインライン：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/prod_command_reference_list.html

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Master Command List, 
Release 12.2SX』 と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Virtual Switching System の概要」（P.5-2）

• 「VSS の設定時の注意事項および制約事項」（P.5-28）

• 「VSS の設定」（P.5-30）

• 「VSS のインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）」（P.5-47）
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Virtual Switching System の概要
ここでは Virtual Switching System（VSS）について説明します。

• 「VSS の概要」（P.5-2）

• 「VSS の冗長性」（P.5-11）

• 「マルチシャーシ EtherChannel」（P.5-14）

• 「パケット処理」（P.5-16）

• 「システム モニタリング」（P.5-20）

• 「デュアル アクティブ検出」（P.5-23）

• 「リカバリ IP アドレスの設定」（P.5-25）

• 「VSS の初期化」（P.5-26）

VSS の概要

ネットワーク オペレータは、冗長ペアとしてスイッチを設定し、リンクをプロビジョニングすること

により、ネットワークの信頼性を高めます。図 5-1 に、一般的なスイッチ ネットワーク構成を示しま

す。冗長ネットワーク要素や冗長リンクにより、ネットワークの設計や操作が複雑になることがありま

す。仮想スイッチングを使用すると、ネットワーク要素の数が減り、複雑な冗長スイッチおよびリンク

の管理が隠され、ネットワークが単純化されます。

VSS では、1 つのネットワーク要素に Catalyst 4500 または 4500-X シリーズ スイッチのペアを結合し

ます。VSS によって管理される冗長リンクは、外部的には 1 つのポート チャネルとして機能します。

VSS は、レイヤ 3 のルーティング ネイバーの数を減らし、ループのないレイヤ 2 トポロジを構成する

ことにより、ネットワークの構成と操作を単純化します。

図 5-1 一般的なスイッチ ネットワーク設計

次のセクションで、VSS の概要を示します。これらの内容については、あとの章で詳しく説明します。

• 「主要概念」（P.5-3）

• 「VSS の機能」（P.5-5）
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• 「ハードウェア要件」（P.5-9）

• 「VSL トポロジの概要」（P.5-11）

主要概念

VSS の主要概念は、次のとおりです。

• 「仮想スイッチング システム」（P.5-3）

• 「VSS アクティブ スイッチと VSS スタンバイ スイッチ」（P.5-3）

• 「仮想スイッチ リンク」（P.5-4）

• 「マルチシャーシ EtherChannel」（P.5-5）

仮想スイッチング システム

VSS は、一対のスイッチを結合して 1 つのネットワーク要素にします。たとえば、ネットワークの

ディストリビューション レイヤの VSS は、1 つのスイッチであるかのようにアクセス ネットワークお

よびコア ネットワークとの通信を行います。図 5-2 を参照してください。 

アクセス スイッチは、論理ポート チャネルを使用して、VSS の両方のスイッチと接続されます。VSS 
は、ポート チャネル上で冗長性とロード バランシングを管理します。この機能により、ループのない

レイヤ 2 ネットワーク トポロジが構成可能になります。また、VSS は、ネットワーク内のルーティン

グ ピアの数を減らして、レイヤ 3 ネットワーク トポロジを簡略化します。

図 5-2 ディストリビューション ネットワークの VSS

VSS アクティブ スイッチと VSS スタンバイ スイッチ

VSS の作成または再起動時、ピア スイッチ間でそのロールがネゴシエーションされます。一方のス

イッチが、VSS アクティブ スイッチになり、他のスイッチが、VSS スタンバイ スイッチになります。

VSS アクティブ スイッチが VSS を制御し、両方のスイッチでスイッチング モジュールのレイヤ 2 お
よびレイヤ 3 制御プロトコルを実行します。VSS アクティブ スイッチは、モジュールの活性挿抜

（OIR）やコンソール インターフェイスなど、VSS の管理機能も備えています。

VSS アクティブ スイッチと VSS スタンバイ スイッチは、ローカルにホスティングされたインター

フェイス上で入力データ トラフィックのパケット転送を行います。ただし、VSS スタンバイ スイッチ

は、処理のため、VSS アクティブ スイッチにすべての制御トラフィックを送信します。
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仮想スイッチ リンク

VSS の 2 台のスイッチが 1 つのネットワーク要素として機能するには、制御情報とデータ トラフィッ

クを共有する必要があります。

仮想スイッチ リンク（VSL）は、VSS の 2 台のスイッチ間で制御トラフィックおよびデータ トラ

フィックをやりとりする特別なリンクです。図 5-3 を参照してください。VSL は、 大 8 つのリンク

を持つ EtherChannel として実装されます。VSL は、制御メッセージおよび管理メッセージが廃棄され

ないように、データ トラフィックよりも高いプライオリティを制御および管理トラフィックに与えま

す。データ トラフィックは、EtherChannel ロードバランシング アルゴリズムにより、VSL リンク間で

ロードバランシングが行われます。

（注） EtherChannel のロード バランシング方式は、グローバル設定です。VSL はロード バランシングのその

方式を監視します。

図 5-3 仮想スイッチ リンク

VSL を設定すると、特定の許可されたコマンドを除いて、既存のすべての設定がインターフェイスか

ら除外されます。VSL を設定すると、インターフェイスは制限モードになります。これは、特定のコ

ンフィギュレーション コマンドだけをインターフェイスで設定できることを意味します。

次の VSL コンフィギュレーション コマンドはすべての VSL メンバ ポートで自動的に挿入されます。

• switchport mode trunk

• switchport nonegotiate

• no lldp transmit

• no lldp receive

• no cdp enable

• service-policy output VSL-Queuing-Policy

VSL 制限モードでは、次のコンフィギュレーション コマンドだけを使用できます。

• channel-group 

• default

• description

• exit 

• load-interval 

• logging

• no
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• power

• shutdown

マルチシャーシ EtherChannel

EtherChannel（ポート チャネルとも呼ぶ）とは、1 つの論理リンクを構成するために組み合わされた 2 
つ以上の物理リンクの集まりのことです。レイヤ 2 プロトコルは、EtherChannel 上で 1 つの論理エン

ティティとして動作します。VSS は、メンバ ポートを VSS メンバ スイッチに配布できる 
EtherChannel であるマルチシャーシ EtherChannel（MEC）を作成できるようにします。VSS に接続

されている非 VSS スイッチが標準 EtherChannel として MEC を認識するため、非 VSS スイッチは

デュアルホーム接続の方法で接続できます。図 5-4 に VSS への MEC のデュアルホーム接続を示しま

す。VSS は単一の論理スイッチと見なされます。MEC を通過するトラフィックは標準 EtherChannel 
の場合と同様に、VSS メンバ スイッチ内でローカルに負荷分散することができます。Cisco MEC は 
ON モードの他に、バンドリング プロトコル LACP および PAgP をサポートします。

VSS は、 大 256 の EtherChannel をサポートします。この制限値は、正規の EtherChannel と MEC 
を合わせた合計の数にも適用されます。VSL が 2 個の EtherChannel 番号（VSS スイッチごとに 1 個）

を必要とするため、ユーザが設定できる 254 の EtherChannel があります。

（注） Cisco IOS XE Release 3.4.0SG はレイヤ 3 MEC をサポートしません。

図 5-4 VSS と MEC

VSS の機能

ここでは、VSS の主要機能について、次の順序で説明します。

• 「冗長性とハイ アベイラビリティ」（P.5-6）

• 「パケット処理」（P.5-6）

• 「システム管理」（P.5-6）

• 「クアッドスーパーバイザ（インシャーシ スタンバイ スーパーバイザ エンジン）のサポート」

（P.5-6）

• 「非対称シャーシのサポート」（P.5-7）

• 「インターフェイスの命名規則」（P.5-8）

• 「モジュール番号の規則」（P.5-8）

• 「VSS でサポートされていない主なソフトウェア機能」（P.5-8）
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冗長性とハイ アベイラビリティ

VSS では、ステートフル スイッチオーバー（SSO）および Non-Stop Forwarding（NSF）を使用して、

VSS アクティブ スイッチと VSS スタンバイ スイッチの間でスーパーバイザ エンジンの冗長性が機能

します。ピア スイッチは、VSL 全体で設定情報とステート情報を交換し、VSS スタンバイ スーパーバ

イザ エンジンは SSO-HOT モードで動作します。

VSS スタンバイ スイッチは、VSL を使用して VSS アクティブ スイッチを監視します。障害を検出す

ると、VSS スタンバイ スイッチがスイッチオーバーを開始し、VSS アクティブ ロールを代行します。

故障したスイッチが回復すると、VSS スタンバイ ロールに戻ります。

VSS アクティブ スイッチまたは VSL ポート チャネルに属するすべてのリンクで障害が発生した場合、

VSS スタンバイ スイッチがスイッチオーバーを開始し、VSS アクティブ スイッチの役割を果たしま

す。前の VSS アクティブ スイッチで障害が発生した場合、アクティブ スイッチは VSS スタンバイ ス
イッチとしてリロードし、起動します。ただし、VSL ポート チャネルの障害によってスイッチオー

バーが発生した場合、前の VSS アクティブ スイッチはリカバリ モードを開始します（デュアル アク

ティブ検出が設定されている場合）。このシナリオでは、前の VSS アクティブ シャーシ（現在はリカ

バリ モード）はトラフィックを伝送せず、VSL リンクをモニタするだけです。VSL ポート チャネルの 
1 個のリンクがアップすると、リカバリ モードのスイッチがリロードし、VSS スタンバイ シャーシと

して起動します。デュアル アクティブ検出の詳細については、「デュアル アクティブ検出」（P.5-23）
を参照してください。

パケット処理

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSS のレイヤ 2 およびレイヤ 3 プロトコルおよび機能を

実行し、両方のスイッチの全ポートを管理します。

VSS では、VSL を使用してピア スイッチ間でプロトコルおよびシステム情報を通信し、必要に応じて

スイッチ間でデータ トラフィックをやりとりします。

両方のスイッチは、インターフェイス上で入力トラフィックのパケット転送を行います。可能であれ

ば、VSL を必ず通過するデータ トラフィックを低減するため、入力トラフィックが同じスイッチの出

力インターフェイスに転送されます。

システム管理

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSS 制御のシングル ポイントとして機能します。たと

えば、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは両方のスイッチのスイッチング モジュールの OIR 
を処理します。VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSL を使用して、VSS スタンバイ ス
イッチのローカル ポートとの間で、メッセージの送受信を行います。

両方のスイッチを制御するため、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンのコマンド コンソールが使

用されます。仮想スイッチ モードでは、VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジン ブロックのコマン

ド コンソールがコンフィギュレーション モードの開始を試みます。

VSS スタンバイ スイッチでは、システム管理タスクのサブセットが実行されます。たとえば、VSS ス
タンバイ スイッチでは、それ自身の電源管理、ラインカードの起動、その他のローカルハードウェア

の管理を処理します。

クアッドスーパーバイザ（インシャーシ スタンバイ スーパーバイザ エンジン）のサポート

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは SSO または RPR モードに設定できる冗長シャーシのデュアル スー

パーバイザをサポートしています。ただし、シャーシが VSS モードで動作しているときは、ROMmon 
モードでのみ 2 番目のスーパーバイザ エンジンをサポートします。インシャーシ スタンバイ（ICS）
は、制御、管理、またはフォワーディング プレーン機能に参加できません。そのため、ROMmon モー

ドのスーパーバイザ エンジンのポートは転送で使用できますが、スイッチオーバーに参加せず、障害
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からの保護が提供されません。VSS モードでは、インシャーシ アクティブ（ICA）スーパーバイザ エ
ンジンが VSS 制御 /管理操作に参加し、ROMmon モードのスーパーバイザ エンジンのポートを管理し

ます。

2 番目のスーパーバイザ エンジンを冗長シャーシに挿入する場合、次のことを確認します。

• 2 番目のスーパーバイザ エンジンは、VSS モード用に設定する必要があります。つまり、スタン

ドアロンから VSS モードに変換されている必要があります。VSS モード用に設定されていない

スーパーバイザ エンジンを挿入すると、ICA スーパーバイザ エンジンの動作が中断されます。

VSS 用に設定されている場合は、強制的に ROMmon モードになり、その状態を維持します。ICA 
スーパーバイザ エンジンが停止しても、自動的にテイクオーバーされないことに注意してくださ

い。手動ブートを実行すると、ICA スーパーバイザ エンジンとして機能するため、参加中の VSS 
エンジンになります。

• スタンドアロンから VSS へのスーパーバイザ エンジンの変換は、1 回に 1 個のエンジンで実行さ

れます。シャーシに 2 個のスーパーバイザがある場合、変換が発生したときに、これらのいずれか

を削除または ROMmon で維持できます。2 番目のスーパーバイザ エンジンで同じ手順を適用でき

ます。両方のエンジンが VSS に変換された場合、シャーシに同時に挿入してリブートできます。

• スーパーバイザ エンジンが VSS 用に設定されている場合、エンジンが 2 つあるシャーシを起動す

ると、いずれかのエンジンが ICA になり、VSS 動作への参加を開始します。もう一方のエンジン

は ICS になり、ROMmon に戻り、自動リブートがディセーブルになります。

• ICA に障害が発生した場合、SSO または RPR モードの ICS のサポートを使用できないので、ICS 
は引き継ぎません。ICS を ICA にして VSS 動作の管理を開始する場合は、リブートする必要があ

ります。このようにするには、前のアクティブ スーパーバイザ エンジンが ROMmon モードのま

まである必要があります。

• ISSU サポートは両方のシャーシの ICA スーパーバイザ エンジンに限定されます。ICS スーパーバ

イザ エンジンは、アップグレードや転送動作に参加しません。

• ICS スーパーバイザ エンジンが ICA スーパーバイザと通信しないため、VSS とその他の設定は 
ICS の変換時にする必要があります。設定されていないか、必須 VSS パラメータ（SwitchId、
Domain、VSL などの設定）が一致しない場合、ICA がダウンし、ICS が手動で起動されたとき

に、VSS を形成できません。

（注） ICA スーパーバイザ エンジンがすでに存在するシャーシで VSS モードのスーパーバイザ エンジンが起

動するとき、ICS スーパーバイザ エンジン（起動中のもの）がリセットされ、強制的に ROMmon にな

り、そのまま維持されます。同時に、このスーパーバイザ エンジンは、スーパーバイザ エンジンがク

ラッシュしたというメッセージを表示し、クラッシュ ダンプを生成することがあります。エンジンが

ダウンしているため、このメッセージは無害です。これは、VSS の機能に影響を与えません。エンジ

ンは、自身を正常にリセットする代わりに、リセットの試行中にクラッシュする可能性があります。

非対称シャーシのサポート

Catalyst 4500 および Catalyst 4500-X VSS では、両方のシャーシで同じスーパーバイザ エンジン タイ

プが必要です。シャーシは、ラインカードが異なっていても、スロットが空であってもかまいません

が、同じ数のスロットを搭載している必要があります。2 つのシャーシのスロット数が一致していれ

ば、シャーシのタイプは異なっていてもかまいません（つまり、+E シャーシと -E シャーシを単一の 
VSS に含めることができます）。
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インターフェイスの命名規則

VSS モードでは、両方のシャーシで同じスロット番号が使用されるため、インターフェイスは（ス

ロットとポートのほかに）スイッチ番号を使用して指定されます。たとえば、interface 1/5/4 コマンド

は、スイッチ 1 のスロット 5 にあるスイッチング モジュールのポート 4 を指定しています。interface 
2/5/4 コマンドは、スイッチ 2 のスロット 5 にあるスイッチング モジュールのポート 4 を指定していま

す。

モジュール番号の規則

IOS は、両方のシャーシのモジュールが 1 台の単一シャーシに属し、モジュール番号の領域が 1 ～ 20 
であると見なして処理します。

シャーシのシャーシ タイプ、スーパーバイザ タイプ、スロット数にかかわらず、スイッチ 1 は 1 ～ 10 
のモジュール番号を受け取り、スイッチ 2 は 11 ～ 20 の番号を受け取ります。たとえば、3 スロット 
シャーシの VSS で、スイッチ 1 のモジュール番号は 1、2、および 3 で、スイッチ 2 の番号は 11、12、
および 13 です。スイッチ 2 のモジュール番号は常に 11 から開始します。

show switch virtual slot-map コマンドは、仮想スロットから物理スロットへのマッピングを提供しま

す。次に、出力例を示します。

Virtual    Remote      Physical   Module
Slot No    Switch No   Slot No    Uptime
---------+-----------+----------+----------
  1         1              1        00:24:14
  2         1              2        00:23:46
  3         1              3          -    
  4         1              4          -    
  5         1              5          -    
  6         1              6          -    
  7         1              7          -    
  8         1              8          -    
  9         1              9          -    
  10        1              10         -    
  11        2              1        00:22:03
  12        2              2        00:24:43
  13        2              3        00:24:43
  14        2              4          -    
  15        2              5          -    
  16        2              6          -    
  17        2              7          -    
  18        2              8          -    
  19        2              9          -    
  20        2              10         -    

VSS でサポートされていない主なソフトウェア機能

一部の例外はありますが、VSS は、スタンドアロンの Catalyst 4500 または 4500-X シリーズ スイッチ

と同等の機能を維持します。主要な例外は、次のとおりです。

• CFM D8.1

• Dot1q トンネル（"legacy/classic" dot1q トンネル）

• Dot1q トンネリングおよび L2PT（レイヤ 2 プロトコル トンネリング）

• EnergyWise

• Fast UDLD

• Flexlink

• Mediatrace（メディアネット アクティブ ビデオ モニタリング機能）
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• メタデータ（メディアネット機能）

• VLAN 単位の学習

• REP および関連する機能

• UDE

• UDLR

• VLAN 変換（1:1 および 1:2 選択的 QinQ）

• VMPS クライアント

• WCCP 

ハードウェア要件

ここでは、VSS のハードウェア要件について、次の順序で説明します。

• 「シャーシとモジュール」（P.5-9） 

• 「VSL のハードウェア要件」（P.5-10） 

• 「マルチシャーシ EtherChannel の要件」（P.5-11）

シャーシとモジュール

表 5-1 に、VSS シャーシとモジュールのハードウェア要件を示します。

表 5-1 VSS のハードウェア要件

ハードウェア 数 要件

シャーシ 2 VSS は、Catalyst 4500-X スイッチと Supervisor Engine 
7-E および Supervisor Engine 7-LE をサポートするシャー

シで使用できます。

（注） 2 つのシャーシには、同数のスロットが必要です。

ただし、+E および -E シャーシを混合できます。
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VSL のハードウェア要件

VSL EtherChannel は、10 ギガビット イーサネット ポートと 1 ギガビット イーサネット ポートの両方

をサポートします。

2 台のスイッチ間で VSL を構成するには、10 ギガビット /1 ギガビット イーサネット ポートを少なく

とも 2 つ使用することを推奨します。1 つの VSL ポート チャネルで 10 ギガビットと 1 ギガビットの

イーサネット ポートを組み合わせることはできません。

次のことに注意してください。

• サポートされるスーパーバイザ エンジンまたはラインカードの 10 ギガビット イーサネット ポー

トで、VSL EtherChannel に追加の物理リンクを追加できます。

• オーバーサブスクライブ型ラインカード ポートを VSL 用に使用できます。ただし、VSL にオー

バーサブスクライブ型ラインカード ポートを使用する前に、VSL の合計帯域幅の要件や、特定の

ハッシュ メカニズムによるトラフィックのドロップを考慮する必要があります。

• WS-X4606-X2-E ラインカードでは、VSL ポートは 10G モードしか使用できません。非 VSL ポー

トは 10G および 1G モードの両方を使用できます。

• デュアル コネクタの組み合わせ（つまり、HAMM と SFP+）は、VSL ポートではサポートされま

せん。非 VSL ポートでは、サポートされるすべての組み合わせを設定できます。

• コネクタを使用して 10G から変換され、Sup7-E および Sup7-LE ポートが含まれる 1G ポートは 
VSL をサポートしません。VSL 用にこれらのポートを設定すると、起動後に機能しますが、VSL 
ポートにするにはリブートが必要になります。

スーパーバイザ エン

ジン

2 VSS は、Supervisor Engine 7-E、Supervisor Engine 
7L-E、および Catalyst 4500-X シリーズ スイッチで使用

できます。

VSS のすべてのスーパーバイザ エンジンまたはシステム

が正確に一致している必要があります。

ラインカード1 0 個から必要な数

のラインカード 
スロットをシャー

シで使用できま

す。

WS-X4748-RJ45V+E

WS-X4712-SFP+E

WS-X4640-CSFP-E

WS-X4748-UPOE+E

WS-X4748-RJ45-E

WS-X4606-X2-E

WS-X4648-RJ45V-E

WS-X4648-RJ45V+E

WS-X4648-RJ45-E

WS-X4624-SFP-E

WS-X4612-SFP-E

1. 古い世代のラインカードは、3.4.0SG リリースの VSS 機能ではサポートされていません。これには、ID が
「WS-X45xy」で始まるすべてのラインカード、およびそれよりも古いラインカードが含まれます。「WS-X44xy」
および「WS-X42xy」は、サポートされていないラインカードのその他の例です。スタンドアロンから VSS モー

ドに変換するときに、これらのラインカードはシステムから取り外してください。

表 5-1 VSS のハードウェア要件 （続き）

ハードウェア 数 要件
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マルチシャーシ EtherChannel の要件

スーパーバイザ エンジンまたはラインカード モジュールのいずれかの物理リンクをマルチシャーシ 
EtherChannel（MEC）を実装するために使用できます。

VSL トポロジの概要

VSS は、特殊なポート グループである VSL を使用して通信する 2 台のスイッチで構成されます。

10 ギガビット /1 ギガビット イーサネット ポートの少なくとも 2 つを異なるモジュールから選択して、

VSL として設定することを推奨します。図 5-5 に、トポロジ例を示します。

図 5-5 VSL のトポロジ例

VSS の冗長性

ここでは、VSS の冗長性によってネットワークのハイ アベイラビリティがどのようにサポートされる

かについて、次の順序で説明します。

• 「概要」（P.5-12） 

• 「RPR と SSO の冗長性」（P.5-12） 

• 「VSS 内のスイッチのロール」（P.5-12）

• 「故障したスイッチのリカバリ」（P.5-13） 

• 「VSL の障害」（P.5-14） 

• 「ユーザ アクション」（P.5-14） 

 1
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概要

VSS では、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンと VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンの間

でステートフル スイッチオーバー（SSO）が実行されます。スタンドアロン モードと比べた場合、

VSS は冗長性モデルに次のような重要な違いがあります。

• VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンと VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンは別のス

イッチに配置され、VSL を使用して情報交換を行います。

• VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンが VSS の両方のスイッチの制御を行います。VSS アク

ティブ スーパーバイザ エンジンで、レイヤ 2 およびレイヤ 3 制御プロトコルが実行され、両方の

スイッチのスイッチング モジュールが管理されます。

• VSS アクティブ スイッチと VSS スタンバイ スイッチがデータ トラフィックの転送を行います。

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンに障害が発生すると、VSS スタンバイ スーパーバイザ エン

ジンがスイッチオーバーを開始し、VSS アクティブ ロールを代行します。

RPR と SSO の冗長性

VSS では、次の要件を満たしている場合に、ステートフル スイッチオーバー（SSO）冗長性が機能し

ます。

• ソフトウェア アップグレード中である場合を除き、両方のスーパーバイザ エンジンが同じソフト

ウェア バージョンを実行していること。

• 2 台のスイッチで、VSL 関連の設定が一致していること。

• SSO および Non-Stop Forwarding（NSF）がスイッチごとに設定されていること。

（注） VSS での SSO 冗長性の要件に関する詳細については、「SSO の依存関係」（P.5-26）を参照してくださ

い。SSO および NSF の設定については、第 12 章「Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構

成の設定」を参照してください。

SSO 冗長性では、VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、VSS アクティブ スーバーバイザ エン

ジンで障害が発生した場合に、制御を代行できるよう、常にスタンバイ状態になっています。設定情

報、転送情報、ステート情報は、起動時や VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンの設定が変更され

たときに、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンへ同期するよう

になっています。スイッチオーバー発生時のトラフィックの中断は 小限に抑えられます。

VSS が SSO 冗長性の要件を満たしていない場合、ピア スイッチで関係を確立できません。Catalyst 
4500/4500-X シリーズ スイッチの VSS では、Route Processor Redundancy（RPR）モードをサポート

していません。

VSS では、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンと VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンの間

でステートフル スイッチオーバー（SSO）が実行されます（図 5-6 を参照）。初期化中に、VSS によっ

て各スーパーバイザ エンジンのロールが決定されます。

VSS スタンバイ スイッチのスーパーバイザ エンジンは、ホット スタンバイ ステートで動作します。

VSS は、VSL リンクを使用して、設定データを VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンから VSS ス
タンバイ スーパーバイザ エンジンに同期させます。また、ハイ アベイラビリティをサポートしている

プロトコルと機能により、VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンに対してイベントやステート情報

が同期されます。

VSS 内のスイッチのロール

図 5-6 に、VSS 内のスイッチの役割を示します。
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図 5-6 VSS 内のスイッチのロール

故障したスイッチのリカバリ

VSS アクティブ シャーシまたはスーパーバイザ エンジンに障害が発生すると、VSS はステートフル 
スイッチオーバー（SSO）を開始し、VSS スタンバイ状態であったスーパーバイザ エンジンが VSS ア
クティブ ロールを代行します。障害が発生したスイッチは、スーパーバイザ エンジンをリロードする

ことにより、リカバリ アクションを実行します。

VSS スタンバイ スイッチまたはスーパーバイザ エンジンが障害となった場合、スイッチオーバーは不

要です。障害が発生したスイッチは、スーパーバイザ エンジンをリロードすることにより、リカバリ 
アクションを実行します。

障害が発生したスイッチのリカバリ処理中は、VSL リンクは利用できません。スイッチのリロード後

に、新しい VSS スタンバイ スイッチになり、VSS は 2 台のスイッチ間で VSL リンクの再初期化を行

います。

リカバリ処理中は、障害が発生したスイッチのスイッチング モジュールを使用できないため、VSS は 
VSS アクティブ スイッチで終端する MEC リンクだけで動作します。VSS の帯域幅は、障害が発生し

たスイッチのリカバリ処理が完了して動作可能となるまで、縮小されます。障害が発生したスイッチだ

けに接続されているデバイスは、停止します。

（注） SSO 後に VSS スタンバイ スイッチのスイッチング モジュールが動作可能になったとき、VSS で一時

的にデータ パスの中断が発生することがあります。

SSO のあと、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンの処理能力の大半は、VSS スタンバイ スイッ

チの多くのポートを同時に起動することに消費されます。その結果、スーパーバイザ エンジンがリン

クの転送を設定する前に、一部のリンクが起動することがあります。これにより、これらのリンクへの

トラフィックは、設定が完了するまで消失します。この状態は、特に、リンクが MEC リンクであり、

"ON" モードで動作している場合に中断を伴います。そのため、MEC ポートには常に EtherChannel の 
PAgP または LACP モードのいずれかを設定することを推奨します。

（注） コントロール プレーンが完全に機能する前に VSS スタンバイ スイッチのポートが（起動中に）10 秒
間検出されるので、MEC に LACP の独立モード（スタンドアロン モード）を設定しないことを推奨し

ます。これにより、ポートが独立モードで動作を開始し、ポートがバンドルされるまでトラフィック損

失が発生する可能性があります。

 1

 2

 N

 1

 2

 N

  

18
13

26

VSL
5-13
ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド ﾑ リリース IOS XE 3.4.0SG および IOS 15.1(2)SG

OL-27597-01-J



第 5 章      Virtual Switching System の設定

Virtual Switching System の概要
VSL の障害

VSL の障害からの迅速なリカバリを保証するために、高速リンク障害検出が、すべての VSL ポート 
チャネル メンバの仮想スイッチ モードでイネーブルになります。

（注） 高速リンク通知は、物理的な VSL リンクのペア間の内部ハードウェア支援 BFD セッションに基づい

ています。

1 つの VSL 物理リンクがダウンした場合、VSS はポート グループを調整し、障害となったリンクが選

択されないようにします。

VSS スタンバイ スイッチで完全な VSL リンク障害が検出された場合、ステートフル スイッチオー

バー（SSO）が開始されます。VSS アクティブ スイッチに障害が発生している場合（VSL リンクのダ

ウンが発生）は、前のセクションで説明したように、スイッチの障害時の処理が行われます。

VSL だけが障害となって、VSS アクティブ スイッチは正常に動作している場合、デュアル アクティブ 
シナリオとなります。VSS で、両方のスイッチが VSS アクティブ モードで動作していることが検出さ

れ、リカバリ アクションが実行されます。デュアル アクティブ シナリオの詳細については、「デュア

ル アクティブ検出」（P.5-23）を参照してください。

ユーザ アクション

VSS アクティブ スイッチのコマンド コンソールから、VSS のスイッチオーバーまたはリロードを開始

できます。

コマンド コンソールから reload コマンドを入力すると、リロードが発行されるスイッチのリロー

ドが実行されます。

VSS スタンバイ スイッチだけをリロードするには、redundancy reload peer コマンドを使用しま

す。

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンから VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンへのス

イッチオーバーを強制的に実行するには、redundancy force-switchover コマンドを使用します。

VSS アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチの両方をリセットするには、redundancy reload 
shelf コマンドを使用します。

マルチシャーシ EtherChannel
次のセクションでは、マルチシャーシ EtherChannel（MEC）について説明します。

• 「概要」（P.5-14）

• 「MEC 障害シナリオ」（P.5-15）

概要

マルチシャーシ EtherChannel は、VSS の両方のスイッチで終端するポートが搭載された EtherChannel 
です（図 5-7 を参照）。VSS MEC は、EtherChannel をサポートしているネットワーク要素（ホスト、

サーバ、ルータ、スイッチなど）に接続できます。

VSS では、MEC は追加機能を持った EtherChannel であり、VSS は独立して各スイッチのポート全体

のロードバランシングを行います。たとえば、VSS アクティブ スイッチにトラフィックが到着すると、

VSS は VSS アクティブ スイッチの中から MEC リンクを選択します。MEC 機能により、データ トラ

フィックが不必要に VSL を通過しないよう制御できます。
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Port Aggregation Protocol（PAgP）または Link Aggregation Control Protocol（LACP）をサポートす

るように各 MEC を設定することもできます。これらのプロトコルは、VSS アクティブ スイッチ上で

だけ動作します。VSS スタンバイ スイッチの MEC リンクを宛先とする PAgP または LACP 制御パ

ケットは、VSL を通って送信されます。

MEC は、VSS アクティブ スイッチと VSS スタンバイ スイッチに任意の比率で分散させることができ

る 8 個までの物理リンクをサポートできます。

図 5-7 MEC トポロジ

MEC 障害シナリオ

各スイッチへのリンクを少なくとも 1 つ持つよう MEC を構成することを推奨します。この構成によ

り、VSL 帯域幅が確保され（トラフィックの出力リンクが入力リンクと同じスイッチ上に存在）、ネッ

トワークの信頼性が向上します（一方の VSS スーパーバイザ エンジンに障害が発生しても、MEC は
動作可能）。

ここでは、考えられる障害とその影響について、次の順序で説明します。

• 「単一 MEC リンクの障害」（P.5-15）

• 「VSS アクティブ スイッチへのすべての MEC リンクの障害」（P.5-16）

• 「VSS スタンバイ スイッチへのすべての MEC リンクの障害」（P.5-16）

• 「すべての MEC リンクの障害」（P.5-16）

• 「VSS スタンバイ スイッチの障害」（P.5-16）

• 「VSS アクティブ スイッチの障害」（P.5-16）

単一 MEC リンクの障害

MEC 内のリンクに障害が発生した（そして MEC 内の別のリンクは動作している）場合、通常のポー

トと同様に、MEC は動作しているリンク間でロード バランシングを再調整します。

  

18
13

27

 

MEC
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VSS アクティブ スイッチへのすべての MEC リンクの障害

VSS アクティブ スイッチへのすべてのリンクに障害が発生した場合、MEC は VSS スタンバイ スイッ

チへの動作可能なリンクを持つ通常の EtherChannel となります。

VSS アクティブ スイッチで終端するデータ トラフィックは、VSS スタンバイ スイッチへの VSL を
通って MEC に到達します。制御プロトコルは、VSS アクティブ スイッチで動作を続行します。プロ

トコル メッセージは、VSL を通って MEC に到達します。

VSS スタンバイ スイッチへのすべての MEC リンクの障害

VSS スタンバイ スイッチへのすべてのリンクに障害が発生した場合、MEC は VSS アクティブ スイッ

チへの動作可能なリンクを持つ通常の EtherChannel となります。

制御プロトコルは、VSS アクティブ スイッチで動作を続行します。VSS スタンバイ スイッチからのす

べての制御トラフィックおよびデータ トラフィックは、VSS アクティブ スイッチへの VSL を通って 
MEC に到達します。

すべての MEC リンクの障害

MEC 内のすべてのリンクに障害が発生した場合、EtherChannel の論理インターフェイスが 
unavailable に設定されます。レイヤ 2 制御プロトコルは、通常の EtherChannel のリンク ダウン イベ

ントと同様の修正措置を実行します。

隣接スイッチでは、ルーティング プロトコルとスパニングツリー プロトコル（STP）により、通常の 
EtherChannel と同様の修正措置が実行されます。

VSS スタンバイ スイッチの障害

VSS スタンバイ スイッチに障害が発生した場合、MEC は VSS アクティブ スイッチ上の動作可能なリ

ンクを持つ通常の EtherChannel となります。接続されているピア スイッチにより、リンクの障害が検

出され、VSS アクティブ スイッチへのリンクだけを使用するようにロード バランシング アルゴリズム

が調整されます。

VSS アクティブ スイッチの障害

VSS アクティブ スイッチに障害が発生した場合、ステートフル スイッチオーバー（SSO）が実行され

ます。VSS での SSO の詳細については、「VSS の冗長性」（P.5-11）を参照してください。スイッチ

オーバーの完了後、MEC は新しい VSS アクティブ スイッチで動作可能になります。接続されている

ピア スイッチにより、（障害となったスイッチへの）リンクの障害が検出され、新しい VSS アクティ

ブ スイッチへのリンクだけを使用するようにロード バランシング アルゴリズムが調整されます。

パケット処理

VSS では、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSS のレイヤ 2 およびレイヤ 3 プロトコル

および機能を実行し、両方のスイッチのポートを管理します。

VSS では、VSL を使用してピア スイッチ間でシステムおよびプロトコル情報を通信し、2 台のスイッ

チ間でデータ トラフィックを伝送します。

両方のスイッチは、ローカル インターフェイス上で入力トラフィックのパケット転送を行います。

VSS では、VSL を通過するデータ トラフィックの量が 小限に抑えられます。
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ここでは、VSS のパケット処理について、次の順序で説明します。

• 「VSL のトラフィック」（P.5-17）

• 「レイヤ 2 プロトコル」（P.5-17）

• 「レイヤ 3 プロトコル」（P.5-18）

VSL のトラフィック

VSL では、2 台のスイッチ間のデータ トラフィックとインバンド制御トラフィックが送信されます。

VSL リンクで送信されるすべてのフレームは、VSS がピア スイッチのパケットを転送できるようにす

るための情報を提供する特別なヘッダー（データ トラフィックでは 10 バイトまで、制御パケットでは 
18 バイト）でカプセル化されます。

VSL は、2 台のスイッチの間で制御メッセージを送信します。メッセージには、処理は VSS アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンで行われますが、VSS スタンバイ スイッチのインターフェイスで送受信さ

れるプロトコル メッセージが含まれます。制御トラフィックには、VSS アクティブ スーパーバイザ エ
ンジンと VSS スタンバイ スイッチのスイッチング モジュールとの間のモジュール プログラミングも

含まれます。

VSS は、次の状況のとき、VSL 上でデータ トラフィックを送信する必要があります。

• VLAN 上でレイヤ 2 トラフィックのフラッディングが発生しているとき（デュアル ホーム リンク

の場合でも）

• 入力インターフェイスが VSS スタンバイ スイッチ上にある VSS アクティブ スーパーバイザ エン

ジンのソフトウェアでパケットが処理されているとき

• 次のように、パケットの宛先がピア スイッチ上にあるとき

– 既知の宛先インターフェイスがピア スイッチ上にある VLAN 内のトラフィック

– マルチキャスト グループおよびマルチキャスト レシーバのために複製されたトラフィックが

ピア スイッチ上にある場合

– 既知のユニキャスト宛先 MAC アドレスがピア スイッチ上にある場合

– パケットが、ピア スイッチ上のポートを宛先とする MAC 通知フレームである場合

VSL では、NetFlow エクスポート データや SNMP データなどのシステム データも、VSS スタンバイ 
スイッチから VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンに送信されます。

重要な機能のために VSL 帯域幅を確保するため、VSS では、VSL を必ず通過するユーザ データのト

ラフィックを 小限に抑えるよう規定されています。たとえば、アクセス スイッチがデュアルホーム

接続である（両方の VSS スイッチに MEC 終端が設置されている）場合、VSS は、同じスイッチ上の

リンクを入力リンクとして使用して、パケットをアクセス スイッチに送信します。

VSL のトラフィックは、EtherChannel で利用できるのと同じグローバル ハッシュ アルゴリズム（デ

フォルトのアルゴリズムは送信元 /宛先 IP）に基づいてロード バランシングされます。

レイヤ 2 プロトコル

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンでは、両方のスイッチのスイッチング モジュールを管理する

ため、レイヤ 2 プロトコル（STP や VTP など）が実行されます。VSS スタンバイ スイッチのスイッチ

ング モジュールで送受信されるプロトコル メッセージは、VSL を通して VSS アクティブ スーパーバ

イザ エンジンに到達する必要があります。
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VSS のすべてのレイヤ 2 プロトコルは、スタンドアロン モードで同じように動作します。ここでは、

VSS の一部のプロトコルについて、動作の違いを説明します。

• 「スパニングツリー プロトコル」（P.5-18） 

• 「EtherChannel 制御プロトコル」（P.5-18）

• 「SPAN」（P.5-18）

• 「プライベート VLAN」（P.5-18）

スパニングツリー プロトコル

VSS アクティブ スイッチでは、スパニングツリー プロトコル（STP）が実行されます。VSS スタンバ

イ スイッチが、VSS アクティブ スイッチに VSL を通して STP BPDU をリダイレクトします。

通常、STP ブリッジ ID はシャーシの MAC アドレスから導出されます。スイッチオーバー後もブリッ

ジ ID が変わらないように、VSS は元のシャーシの MAC アドレスを STP ブリッジ ID として使い続け

ます。

EtherChannel 制御プロトコル

Link Aggregation Control Protocol（LACP）パケットとポート集約プロトコル（PAgP）パケットに

は、デバイス ID が組み込まれます。VSS では、両方のシャーシに共通のデバイス ID を定義します。3 
種類のモードがすべてサポートされますが、MEC では ON モードではなく、PAgP または LACP を使

用する必要があります。

デュアル アクティブ シナリオ検出をサポートするため、新しい PAgP 拡張が定義されています。詳細

は、「デュアル アクティブ検出」（P.5-23）を参照してください。

SPAN

VSS では、VSL 以外のインターフェイス用に、すべての SPAN 機能がサポートされます。

（注） VSL ポートでは SPAN はサポートされません。VSL ポートを SPAN 送信元または SPAN 宛先にするこ

とはできません。

VSS で利用可能な SPAN セッションの数は、スタンドアロン モードで動作する単一のスイッチのもの

と同じです。

プライベート VLAN

VSS のプライベート VLAN はスタンドアロン モードで同じように動作します。唯一の例外は、独立ト

ランク ポートのネイティブ VLAN を明示的に設定する必要があることです。独立トランク ポートのネ

イティブ VLAN を設定する方法の詳細については、第 43 章「プライベート VLAN の設定」を参照し

てください。

レイヤ 3 プロトコル

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSS 用にレイヤ 3 プロトコルおよび機能を実行します。

すべてのレイヤ 3 プロトコル パケットが VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンに送信され、処理

されます。両方のメンバ スイッチが、インターフェイスの入力トラフィックのハードウェア転送を行

います。可能であれば、VSL を通過しなければならないデータ トラフィックを 小限に抑えるために、

入力トラフィックが同じスイッチの出力インターフェイスに転送されます。ソフトウェア転送が必要で

ある場合、パケットは、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンに送信され、処理されます。
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VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンによって割り当てられた同じルータ MAC アドレスが、両方

の VSS メンバ スイッチのすべてのレイヤ 3 インターフェイスに使用されます。スイッチオーバー後

も、元のルータ MAC アドレスが使用されます。ルータ MAC アドレスは設定可能であり、仮想 MAC
（domainId から取得）、シャーシ MAC（スイッチオーバー後も保持される）、およびユーザ設定の 
MAC アドレスの、3 種類のオプションから選択できます。VSS は、デフォルトとして仮想 MAC アド

レスを使用します。

ここでは、VSS のレイヤ 3 プロトコルについて、次の順序で説明します。

• 「IPv4」（P.5-19） 

• 「IPv6」（P.5-19） 

• 「IPv4 マルチキャスト」（P.5-19） 

• 「ソフトウェア機能」（P.5-20） 

IPv4

VSS アクティブ スイッチのスーパーバイザ エンジンでは、IPv4 ルーティング プロトコルが実行され、

必要なソフトウェア転送が行われます。VSS スタンバイ スイッチで受信したルーティング プロトコル 
パケットは、VSL を通して VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンにリダイレクトされます。VSS 
アクティブ スーパーバイザ エンジンは、いずれかの VSS メンバ スイッチのポートに送信するすべて

のルーティング プロトコル パケットを生成します。

ハードウェア転送は、VSS の両方のメンバ間で分配されます。VSS アクティブ スイッチのスーパーバ

イザ エンジンは、VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンに転送情報ベース（FIB）アップデートを

送信します。これによって、ハードウェアにすべてのルートと隣接関係がインストールされます。

ローカル隣接（ローカル ポートから到達可能）に送信されるパケットは、入力スイッチでローカルに

転送されます。リモート隣接（リモート ポートから到達可能）に送信されるパケットは、VSL を通過

する必要があります。

（IPX などのプロトコルの）ソフトウェア転送と（フラグメンテーションや TTL 超過などの）機能実行

はすべて、VSS アクティブ スイッチのスーパーバイザで行われます。スイッチオーバーが発生すると、

新しい VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンが 新の CEF 情報や他の転送情報などを取得するま

で、ソフトウェア転送は中断します。

仮想スイッチ モードで Non-Stop Forwarding（NSF）照合をサポートするための要件は、スタンドア

ロン冗長動作モードと同じです。

ルーティング ピアの観点からは、マルチシャーシ EtherChannel（MEC）はスイッチオーバー中も動作

可能です（故障したスイッチへのリンクがダウンしているだけで、ルーティングの隣接部分は有効）。

VSS では、ローカルでもリモートでも、FIB エントリの全パス上のレイヤ 3 ロードバランシングが実

現されます。

IPv6

VSS は、スタンドアロン システムと同様に、IPv6 ユニキャストおよびマルチキャストをサポートしま

す。

IPv4 マルチキャスト

IPv4 マルチキャスト プロトコルは、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジン上で実行されます。

VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンで受信したインターネット グループ管理プロトコル

（IGMP）および Protocol Independent Multicast（PIM）プロトコル パケットは、VSL を通して VSS 
アクティブ スーパーバイザ エンジンに送信されます。VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンはい

ずれかの VSS メンバのポートに送信する IGMP および PIM プロトコル パケットを生成します。
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VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSS スタンバイ スーパーバイザ エンジンとの間でマル

チキャスト転送情報ベース（MFIB）の状態を同期します。両方のメンバ スイッチ上で、すべてのマル

チキャスト ルートがローカル発信インターフェイス用にのみプログラムされているレプリケーション

拡張テーブル（RET）エントリと共にハードウェアにロードされます。両方のメンバ スイッチがハー

ドウェア転送を行うことができます。

（注） スイッチオーバーによってマルチキャスト ルートが変更されるのを避けるために、マルチキャスト ト
ラフィックを伝送するすべてのリンクは Equal Cost Multipath（ECMP）ではなく MEC として設定す

ることを推奨します。

VSL を通過するパケットのために、すべてのレイヤ 3 マルチキャストの複製が出力スイッチで行われ

ます。出力スイッチに複数のレシーバがある場合、1 パケットだけが複製され、VSL に転送されてか

ら、すべてのローカル出力ポートに複製されます。

ソフトウェア機能 

ソフトウェア機能は、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジン上だけで実行されます。ソフトウェア

処理の必要な VSS スタンバイ スイッチへの着信パケットは、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジ

ンに VSL を通して送信されます。

システム モニタリング

ここでは、VSS のシステム モニタリングおよびシステム管理について、次の順序で説明します。

• 「環境モニタ」（P.5-20） 

• 「ファイル システムへのアクセス」（P.5-20） 

• 「診断」（P.5-21） 

• 「ネットワーク管理」（P.5-22） 

環境モニタ

環境モニタリングは、両方のスーパーバイザ エンジンで実行されます。VSS スタンバイ スイッチは、

VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンに通知をレポートします。VSS アクティブ スイッチは両方

のスイッチのログ メッセージを収集します。VSS アクティブ スイッチが、VSS スタンバイ スイッチ

との間でカレンダーとシステム クロックを同期します。

ファイル システムへのアクセス

VSS のファイル システム アクセスは、デュアル スーパーバイザのスタンドアロン システムと同じで

す。スタンバイ スイッチのすべてのファイルには、次のスレーブ プレフィックスを使用してアクセス

できます。

Switch# dir ?
  /all                 List all files
  /recursive           List files recursively
  all-filesystems      List files on all filesystems
  bootflash:           Directory or file name
  cat4000_flash:       Directory or file name
  cns:                 Directory or file name
  crashinfo:           Directory or file name
  kinfo:               Directory or file name
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  null:                Directory or file name
  nvram:               Directory or file name
  revrcsf:             Directory or file name
  slavebootflash:      Directory or file name
  slavecat4000_flash:  Directory or file name
  slavecrashinfo:      Directory or file name
  slavekinfo:          Directory or file name
  slavenvram:          Directory or file name
  slaveslot0:          Directory or file name
  slaveusb0:           Directory or file name
  slot0:               Directory or file name
  system:              Directory or file name
  tar:                 Directory or file name
  tmpsys:              Directory or file name
  usb0:                Directory or file name
  |                    Output modifiers

プレフィックス「slave」が付くすべてのファイルまたはディレクトリの名前は vss のスタンバイ ファ

イルを示します。

診断

起動時診断は、両方のスイッチで個別に動作します。オンライン診断は、両方のスイッチでモジュール

のアクセシビリティを提供する仮想スロットごとに起動できます。仮想スロットから物理スロットへの

マッピングを表示するには、show switch virtual slot-map コマンドを使用します。

Switch# show switch virtual slot-map
Virtual Slot to Remote Switch/Physical Slot Mapping Table:

Virtual    Remote      Physical   Module
Slot No    Switch No   Slot No    Uptime
---------+-----------+----------+----------
  1         1              1          -    
  2         1              2          -    
  3         1              3        02:43:51
  4         1              4          -    
  5         1              5          -    
  6         1              6        02:45:20
  7         1              7          -    
  8         1              8        02:43:50
  9         1              9          -    
  10        1              10         -    
  11        2              1        02:46:50
  12        2              2        02:46:50
  13        2              3          -    
  14        2              4          -    
  15        2              5        02:42:23
  16        2              6          -    
  17        2              7          -    
  18        2              8          -    
  19        2              9          -    
  20        2              10         -     
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ネットワーク管理

ここでは、VSS のネットワーク管理について、次の順序で説明します。

• 「Telnet over SSH セッションおよびブラウザ ユーザ インターフェイス」（P.5-22） 

• 「SNMP」（P.5-22） 

• 「コマンド コンソール」（P.5-22） 

• 「VSS のリモート コンソールへのアクセス方法」（P.5-23） 

• 「ブートフラッシュへのファイルのコピー」（P.5-23） 

• 「VSL での大きなファイルの転送」（P.5-23）

Telnet over SSH セッションおよびブラウザ ユーザ インターフェイス

VSS では、Telnet over SSH セッションおよび Cisco Web ブラウザ ユーザ インターフェイスを使用し

たリモート アクセスがサポートされています。

リモート アクセスはすべて VSS アクティブ スーパーバイザ エンジンに向けられ、ここで VSS 全体が

管理されます。

VSS がスイッチオーバーを実行すると、Telnet over SSH セッションおよび Web ブラウザ セッション

は切断されます。

SNMP

SNMP エージェントは、VSS アクティブ スーパーバイザ エンジン上で実行されます。

CISCO-VIRTUAL-SWITCH-MIB は仮想スイッチ モードのための新しい MIB で、次の主要部分で構

成されます。

• cvsGlobalObjects：ドメイン番号、スイッチ番号、スイッチ モード

• cvsCoreSwitchConfig：スイッチのプライオリティ

• cvsChassisTable：スイッチのロールと稼働時間

• cvsVSLConnectionTable：VSL ポート カウント、動作ステート

• cvsVSLStatsTable：総パケット数、総エラー パケット数

• cvsVSLPortStatsTable：TX/RX 正常、不正、双方向および単一方向パケット

コマンド コンソール

2 台のスイッチの管理プレーンが共通である（つまり、VSS の両方のスイッチがアクティブ スイッチ

自体から設定および管理できる）ため、スタンバイ コンソールへのアクセスは必要ありません。ただ

し、両方のスーパーバイザ エンジンのコンソール ポートにコンソール ケーブルを接続することによっ

て、両方のスイッチのコンソールを使用できます。スタンバイ コンソールの可用性はスタンバイ コン

ソールからスイッチを設定できるという意味ではありません。コンフィギュレーション モードはスタ

ンバイでは使用できず、show コマンドの可用性は制限されます。リモート ポートを含めて、すべての 
show コマンドは、アクティブ スイッチで使用できることに注意してください。

VSS スタンバイ スイッチのコンソールでは、コマンド ラインのプロンプトに「-stdby」という文字を

付加することで、スイッチが VSS スタンバイ モードで動作していることが示されます。VSS スタンバ

イ スイッチのコンソールは、コンフィギュレーション モードにできません。

次に、VSS スタンバイ コンソールのプロンプトの例を示します。

Switch-standby> sh clock
*14:04:58.705 UTC Tue Nov 20 2012
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VSS のリモート コンソールへのアクセス方法

リモート コンソール（スタンバイのコンソール）は、ローカル（アクティブ）スイッチからアクセス

できます。これは、スタンドアロン システムで使用でき、VSS で同様に動作します。アクティブから

リモート コンソールにアクセスするには、VSS スタンバイ モジュール番号で remote login コマンドを

使用します。モジュール番号が仮想スロットで、リモート シャーシのインシャーシ アクティブ スー

パーバイザ モジュール番号になることに注意してください。

Switch# remote login module 11
Connecting to standby virtual console
Type "exit" or "quit" to end this session

      9 Switch-standby-console>

スタンバイ コンソールはコンフィギュレーション モードで使用できず、EXEC モードでは部分的にし

か使用できないため、NetFlow および Wireshark などの分散機能には、各コマンドに応じた特別な除

外があります（そのため、これらのコマンドは許可されます）。詳細については、第 63 章「Flexible 
NetFlow の設定」および第 57 章「Wireshark の設定」を参照してください。

ブートフラッシュへのファイルのコピー

アクティブのブートフラッシュにファイルをコピーする場合、スタンバイ ブートフラッシュには自動

的にコピーされません。これは、ISSU アップグレードまたはダウングレードを実行するときに、両方

のスイッチでファイルをそれぞれ受信する必要があることを意味します。この動作は、デュアル スー

パーバイザのスタンドアロン システムのものと同じです。同様に、1 台のスイッチのファイルを削除し

ても、他のスイッチで同じファイルの削除をトリガーしません。

VSL での大きなファイルの転送

VSS スイッチの管理プレーンがアクティブによって実行されるため、1 台のスイッチから他のスイッチ

に大きな設定またはイメージ ファイルを送信する（つまり、VSL 上のファイル転送を送信する）必要

がある場合があります。これを実行すると、VSL リンクが「busy」になります。データは前面パネル

のポートを流れるため、この処理が専用 EOBC リンクを介して発生するデュアル スーパーバイザのス

タンドアロン システムの場合よりも、データが非常に遅くなります。

VSS では、1 台のスイッチから別のスイッチに大きなファイルをコピーするには数分かかる場合があり

ます。したがって、必要とされる場合のみ、この操作を行う必要があります。ファイル転送が完了する

までに数分かかることを考慮します。

デュアル アクティブ検出

VSL に障害が発生すると、VSS スタンバイ スイッチが、VSS アクティブ スイッチの状態を検出でき

ません。スイッチオーバーが遅延なく行われるように、VSS スタンバイ スイッチは VSS アクティブ 
スイッチに障害が発生したと判断し、スイッチオーバーを開始して VSS アクティブ ロールを代行しま

す。

元の VSS アクティブ スイッチも正常に動作している場合、両方のスイッチが VSS アクティブになり

ます。この状況を、デュアル アクティブ シナリオと呼びます。デュアル アクティブ シナリオでは、両

方のスイッチで同じ IP アドレス、SSH キー、および STP ブリッジ ID が使用されるため、ネットワー

クの安定性に悪影響を及ぼすことがあります。VSS は、デュアル アクティブ シナリオを検出し、回復

アクションを実行する必要があります。

VSS は、デュアル アクティブ シナリオを検出するために、拡張 PAgP 方式をサポートします。PAgP 
は、ネイバー スイッチ経由の 2 台のスイッチ間の通信に、MEC リンク上のメッセージングを使用しま

す。拡張 PAgP には PAgP 拡張をサポートするネイバー スイッチが必要です。
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ここでは、デュアル アクティブ検出および回復方法について、次の順序で説明します。

• 「拡張 PAgP を使用したデュアル アクティブ検出」（P.5-24）

• 「回復アクション」（P.5-24）

拡張 PAgP を使用したデュアル アクティブ検出

ポート集約プロトコル（PAgP）は、EtherChannel を管理するためのシスコ独自のプロトコルです。

VSS MEC が Cisco スイッチで終端する場合、MEC で PAgP プロトコルを実行できます。PAgP が 
VSS とアップストリームまたはダウンストリームのスイッチの間の MEC 上で実行されている場合、

VSS は PAgP を使用してデュアル アクティブ シナリオを検出できます。MEC は、VSS の各スイッチ

に少なくとも 1 つのポートを持っている必要があります。

仮想スイッチ モードでは、PAgP メッセージには、VSS アクティブ スイッチの ID を含む新しい Type 
Length Value（TLV）が記述されます。新しい TLV を送信するのは、仮想スイッチ モードのスイッチ

だけです。

デュアル アクティブ検出が正しく機能するには、1 つまたは複数の接続先スイッチで新しい TLV を処

理できる必要があります。Catalyst 4500、Catalyst 4500-X および Catalyst 49xx シリーズ スイッチに

は、この機能があります。拡張 PAgP をサポートしているシスコ製品の一覧については、次の URL の
『Release Notes for Cisco IOS Release』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/tsd_products_support_series_home.html

VSS スタンバイ スイッチで VSL の障害が検出された場合、SSO が開始され、そのスイッチは VSS ア
クティブになります。それ以降、新しく VSS アクティブになったスイッチから接続先スイッチに送信

される PAgP メッセージには、新しい VSS アクティブ ID が記述されます。接続先スイッチは、新しい 
VSS アクティブ ID が記述された PAgP メッセージを、両方の VSS スイッチに送信します。

前に VSS アクティブであったスイッチが動作可能な状態である場合、PAgP メッセージ内の VSS アク

ティブ ID が変更されているため、デュアル アクティブ シナリオを検出します。このスイッチは、「回

復アクション」（P.5-24）に示す要領で、リカバリ アクションを開始します。

回復アクション

デュアル アクティブ状態を検出した VSS アクティブ スイッチは、ネットワークから自身を削除するた

めに VSL 以外のすべてのインターフェイスを（errdisable にして）シャットダウンし、VSL リンクが

回復するまでリカバリ モードで待機します。VSL の障害から回復するには、ユーザの直接介入が必要

な場合もあります。シャット ダウンされたスイッチが、VSL が再び動作可能であることを検出すると、

スイッチはリロードし、VSS スタンバイ スイッチとして動作状態に戻ります。

ループバック インターフェイスも、回復モードでシャットダウンされます。ループバック インター

フェイスは運用停止状態で、errdisable ではありません。

（注） リカバリ モードのスイッチの実行コンフィギュレーションが保存せずに変更されると、そのスイッチ

はリロードを自動的に実行しません。この場合は、メモリに設定を書き込んでから、reload コマンド

を使用して手動でリロードする必要があります。スイッチの VSL ポートに適用した設定変更だけを保

存することができます。他の設定変更はすべてノードが VSS スタンバイとしてリブートするときに廃

棄されます。

スイッチが（デュアル アクティブ シナリオが原因で、または他の方法で）アクティブになると、fa1 
管理インターフェイスに設定された IP アドレスがアクティブ スイッチに関連付けられます。デフォル

トでは、リカバリ モードのスイッチにスーパーバイザ エンジンの fa1 インターフェイスの IP アドレス

はありません。リカバリ中のスイッチへの IP 接続を確保するには、リカバリ IP アドレスを設定しま
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す。（IP アドレス設定は、スイッチのリカバリ中に IP 接続が必要な場合は必須です）。スイッチがリカ

バリ モードを開始すると、スーパーバイザ エンジンの管理インターフェイスの IP アドレスはリカバリ 
IP アドレスに関連付けられます。

管理インターフェイスのリカバリ IP アドレスは、show ip interface brief や show interfaces などのコ

マンドの出力で確認できます。

リカバリ IP アドレスの設定

リカバリ IP アドレスは、リカバリ モードの間、（スイッチの）fa1 インターフェイスに使用される IP 
アドレスです。

fa1 インターフェイスのリカバリ IP アドレスを設定するには、次の作業を実行します。

次に、リカバリ IP アドレス 111.255.255.2555.0 を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# switch virtual domain 19
Switch(config-vs-domain)# dual-active recovery ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

デフォルトでは、リカバリ モードの IP アドレスは設定されていません。そのため、スイッチがリカバ

リ モードのときに、switch-fa1 インターフェイスは IP アドレスと関連付けられていません。これに

よって、2 台のデバイスが同じ IP アドレスに応答しないようにしています。

switch n オプションを指定しない場合、いずれかのスイッチがリカバリ モードを開始するときに、ど

ちらのスイッチでも（同じ）リカバリ IP アドレスが使用されます。定義上、（特定の VSS システムで）

リカバリ モードにスイッチは同時に 1 台しかないため、1 つのリカバリ IP アドレスで十分になります。

スイッチがリカバリ モードのときに、各スイッチで異なる IP アドレスを使用する必要がある場合は、

switch n オプションを使用します。

switch n オプションなしと、switch n オプションありで、リカバリ IP アドレスを同時に設定できます

（グローバルに 1 つ、スイッチごとに 1 つずつの、合計 大 3 個の IP アドレス）。このように設定する

と、スイッチごとの IP アドレスが優先されます。スイッチごとの IP アドレスがない場合は、グローバ

ル IP アドレスが使用されます。次に、2 つの例を示します。

シナリオ 1

VSS システムは次のように設定されています。

• グローバル IP アドレス：GIP 

• スイッチ 1 の IP アドレス：IP1

• スイッチ 2 の IP アドレス：IP2

このシナリオでは、スイッチ 1 がリカバリ モードに入ると、スイッチ 1 の fa1 インターフェイスに IP1 
を使用します。逆に、スイッチ 2 がリカバリ モードに入ると、スイッチ 2 の fa1 インターフェイスに 
IP2 を使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードに入ります。

ステップ 2 Switch (config)# switch virtual domain domain-id 仮想スイッチ ドメインを指定します。

ステップ 3 Switch (config-vs-domain)# [no] dual-active recovery 
[switch n] ip address recovery-ip-address 
recovery-ip-mask

リカバリ IP アドレスを設定します。

n は、VSS スイッチ ID です。
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シナリオ 2

VSS システムは次のように設定されています。

• グローバル IP アドレス：GIP 

• スイッチ 1 の IP アドレス：IP1

• スイッチ 2 固有の IP アドレス

このシナリオでは、スイッチ 1 がリカバリ モードに入ると、スイッチ 1 の fa1 インターフェイスに IP1 
を使用します。逆に、スイッチ 2 がリカバリ モードに入ると、スイッチ 2 の fa1 インターフェイスに 
GIP を使用します。

VSS の初期化

VSS は、2 台のスイッチと、その間の VSL リンクが動作可能になったときに実体化します。ピア ス
イッチが VSL 上で通信し、スイッチのロールをネゴシエーションします。

一方のスイッチだけが動作可能になった場合、そちらが VSS アクティブ ロールを担います。VSS は、

2 台目のスイッチが動作可能になり、両方のスイッチで VSL インターフェイスが起動されたときに実

体化します。

ここでは、VSS の初期化について、次の順序で説明します。

• 「仮想スイッチ リンク プロトコル」（P.5-26） 

• 「SSO の依存関係」（P.5-26） 

• 「初期化手順」（P.5-27） 

仮想スイッチ リンク プロトコル

仮想スイッチ リンク プロトコル（VSLP）は、仮想スイッチの初期化に使用される複数のプロトコル

からなります。VSLP を構成するプロトコルは、次のとおりです。

• ロール解決プロトコル

ピア スイッチは、ロール解決プロトコル（RRP）を使用して、各スイッチのロール（VSS アク

ティブまたは VSS スタンバイ）をネゴシエーションします。

• リンク管理プロトコル 

リンク管理プロトコル（LMP）はすべての VSL リンク上で実行され、2 台のスイッチ間で通信を

確立するために必要な情報を交換します。

LMP は単一方向リンクを識別および拒否します。LMP で単一方向リンクが検出されると、この状

態を検出したスイッチはリンクをダウンさせ、VSLP のネゴシエーションを再開します。VSL は、

必要に応じて、制御トラフィックを別のポートに移動させます。

SSO の依存関係

VSS を SSO 冗長性と合わせて機能させるには、VSS が次の条件を満たしている必要があります。

• 同じソフトウェア バージョンであること（互換性のあるバージョンの ISSU 時を除く）

• VSL の設定が整合していること

起動シーケンスでは、VSS スタンバイ スイッチが startup-config ファイルから VSS アクティブ ス
イッチに仮想スイッチ情報を送信します。
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VSS アクティブ スイッチは両方のスイッチで次の情報が完全に一致していることを確認します。

– スイッチの仮想ドメイン

– スイッチの仮想ノード 

– スイッチ プライオリティ（任意）

– VSL ポート チャネル：スイッチ仮想リンク ID

– VSL ポート：チャネルグループ番号、シャットダウン、VSL ポートの総数

• VSS で不一致が検出されると、VSS アクティブ スイッチのコンソールにエラー メッセージが出力

され、VSS スタンバイ スイッチは起動しません。この状況から回復する方法はいくつかあります。

スイッチでライブ トラフィックが実行されていない場合、VSS アクティブ モードで起動するピア

の VSL リンクを接続解除するか、VSL ポートをシャットダウンします。その後、必要な変更を加

えて、スイッチをリブートすることができます。VSL リンクが接続され、シャットダウン モード

でないことを確認します。または、VSS の ROMmon 変数（VS_SWITCH_NUMBER）を消去し、

スイッチがスタンドアロン モードで起動するようにできます。この方法を使用するには、トラ

フィックがこのスイッチを通過していないことが必要です。スイッチをスタンドアロン モードに

すると、VSS を変換して、リブートできるようになります。

• SSO および NSF がイネーブルである

SSO および NSF は両方のスイッチで設定し、イネーブルにする必要があります。SSO および NSF 
の設定および確認については、第 12 章「Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設

定」を参照してください。

これらの条件が満たされていない場合、VSS は起動を中止して、フォワーディング プレーンによって

転送が実行されないようにします。SSO と RPR の詳細については、「VSS の冗長性」（P.5-11）を参照

してください。

初期化手順

ここでは、VSS の初期化手順について、次の順序で説明します。

• 「VSL の初期化」（P.5-27） 

• 「システムの初期化」（P.5-28） 

• 「VSL のダウン」（P.5-28） 

VSL の初期化

VSS は、2 台のスイッチと、その間の VSL リンクが動作可能になったときに実体化します。初期化が

完了する前に両方のスイッチにロール（VSS アクティブまたは VSS スタンバイ）を割り当てる必要が

あるため、VSL は、システムの残りの部分が初期化される前にオンラインになります。初期化のシー

ケンスは、次のとおりです。

1. VSS により、VSL ポートを搭載したすべてのカードが初期化されてから、VSL ポートが初期化さ

れます。

2. 2 台のスイッチが VSL を通して通信し、それぞれのロール（VSS アクティブまたは VSS スタンバ

イ）をネゴシエーションします。

3. VSS アクティブ スイッチのブート シーケンスが 後まで行われます。これには、「SSO の依存関

係」（P.5-26）で説明した整合性検査も行われます。

4. 整合性検査で問題がなければ、VSS スタンバイ スイッチが SSO VSS スタンバイ モードで起動し

ます。整合性検査で問題があった場合、VSS スタンバイ スイッチは RPR モードで起動されます。
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VSS の設定時の注意事項および制約事項
5. VSS アクティブ スイッチが、VSS スタンバイ スイッチとの間で、設定およびアプリケーション 
データを同期します。初めて VSS が形成された場合、またはスタンバイ スイッチから送信された 
VSL 情報とアクティブ スイッチに存在する情報との間に不整合がある場合、新しい設定が 
startup-config に吸収されます。これは、アクティブ スイッチがスタンバイ スイッチよりも前に動

作していて、未保存のコンフィギュレーションがある場合、スタンバイ スイッチが不整合のある 
VSL 情報を送信すると、startup-config に書き込まれることを意味します。

システムの初期化

両方のスイッチが同時に起動する場合、スイッチ 1 として設定されたスイッチは VSS アクティブとし

て起動し、スイッチ 2 は VSS スタンバイとして起動します。プライオリティが設定されている場合、

プライオリティの高いスイッチがアクティブになります。

1 台のスイッチだけをブートすると、VSL ポートは非アクティブのままで、スイッチは VSS アクティ

ブとして起動します。後からもう一方のスイッチをブートすると、VSL リンクがアクティブになり、

新しいスイッチが VSS スタンバイとして起動します。プリエンプションはサポートされていないため、

VSS アクティブがすでに稼働している場合、ピア スイッチはプライオリティがアクティブのものより

高くても、常に VSS スタンバイ ロールを受け取ります。

VSL のダウン

両方のスイッチのブート時に VSL がダウンしていると、デュアル アクティブ シナリオと同じ状態にな

ります。

一方のスイッチが VSS アクティブになり、もう一方のスイッチはデュアル アクティブ シナリオからの

リカバリを開始します。詳細については、「デュアル アクティブ検出の設定」（P.5-45）を参照してくだ

さい。

VSS の設定時の注意事項および制約事項
ここでは、VSS の設定時の注意事項と制約事項について、次の順序で説明します。

• 「VSS の一般的な制約事項および注意事項」（P.5-29） 

• 「マルチシャーシ EtherChannel の制約事項および注意事項」（P.5-29）

• 「デュアル アクティブ検出の制約事項および注意事項」（P.5-30）
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VSS の設定時の注意事項および制約事項
VSS の一般的な制約事項および注意事項

VSS を設定する際、次の注意事項と制約事項に従ってください。

• VSS は、Smart Install ディレクタをサポートしません。

• startup-config ファイルの VSS の設定は、両方のスイッチで一致している必要があります。つま

り、ドメインが一致し、スイッチ ID が固有で、VSL ポートの情報が物理接続と一致する必要があ

ります。

• VSL としてオーバーサブスクライブ型ラインカード ポートを設定することについて、制限はあり

ません。特定のネットワーク要件に関する帯域幅の可用性を確認することは、ネットワーク オペ

レータの役割です。

• VSL ポート チャネルでは、チャネル上に複数のポートが必要です（複数のモジュールに分散され

ていることが望ましい）。VSL が 1 個のリンクだけで構成されている場合、障害が発生すると、

VSS のデュアル アクティブ動作が発生します。また、モジュールがダウンした場合、1 モジュー

ルにすべての VSL リンクが設定されていると、デュアル アクティブ動作を引き起こす可能性があ

ります。

• ICS スーパーバイザ エンジンは、ROMmon モードでのみサポートされます。このポートは使用可

能ですが、スーパーバイザ エンジンはトラフィックを転送せず、そのシャーシ内の冗長性も提供

しません。

• デュアル スーパーバイザ システムを VSS に変換する場合、シャーシのスーパーバイザ エンジン

は、1 つずつ VSS に変換する必要があります。1 つのスーパーバイザを VSS に変換するとき、も

う一方は ROMmon のまま維持するか、シャーシから削除する必要があります。両方のスーパーバ

イザ エンジンを変換すると、シャーシに挿入できるようになります。シャーシ内に変換済みと未

変換のスーパーバイザ エンジンを組み合わせることはサポートされず、ネットワークが中断する

可能性があります。

• QoS ポリシーマップの「qos-group」ベースの分類およびマーキングは、VSS でサポートされませ

ん。

• 古い世代のラインカードは、3.4.0SG リリースの VSS 機能ではサポートされていません。これに

は、ID が「WS-X45xy」で始まるすべてのラインカード、およびそれよりも古いラインカードが

含まれます。「WS-X44xy」および「WS-X42xy」は、サポートされていないラインカードのその

他の例です。スタンドアロンから VSS モードに変換するときに、これらのラインカードはシステ

ムから取り外してください。

マルチシャーシ EtherChannel の制約事項および注意事項

MEC を設定する際、次の注意事項と制約事項に従ってください。

• EtherChannel でのポート セキュリティはサポートされていません。

• MEC のすべてのリンクは、同じ仮想ドメインの VSS アクティブまたは VSS スタンバイ スイッチ

でローカルに終端している必要があります。

• MEC は、異なる VSS ドメイン上の別の MEC に接続できます。

• MEC で適用されるポリサーは、2 台のスイッチに個別に適用されます。ポリサーが 100 Mbps の
適合アクションを適用する場合、両方のスイッチで 100 Mbps が適用され、合計適合レートは 200 
Mbps になります。これを軽減するには、ポリサー レートを減らします。より制限するケースで

は、 大を 100 Mbps にするために、50 Mbps のレートが必要な場合があります。200 Mbps の適

合アクションで問題ない、より広いケースでは、ポリシング レートは 100 Mbps のまま維持してか

まいません。
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VSS の設定
デュアル アクティブ検出の制約事項および注意事項

デュアル アクティブ検出を設定する際、次の注意事項と制約事項に従ってください。

• 回線の冗長性については、デュアル アクティブ検出のため、スイッチごとに少なくとも 2 つの

ポートを設定することを推奨します。モジュールの冗長性を維持するために、2 つのポートを、各

スイッチ内の異なるモジュール上に配置できます。可能であれば、VSL ポート以外の異なるモ

ジュールに配置してください。

• デュアル アクティブ動作モードの検出は、信頼される PAgP チャネルだけに依存しています。

VSS の設定
ここでは、VSS の設定手順について説明します。

• 「VSS への変換」（P.5-30）

• 「VSS 情報の表示」（P.5-36）

• 「スタンドアロン スイッチに VSS を変換する方法」（P.5-37）

• 「VSS パラメータの変換」（P.5-39）

• 「マルチシャーシ EtherChannel（MEC）の設定」（P.5-45）

• 「デュアル アクティブ検出の設定」（P.5-45）

VSS への変換

デフォルトでは、Catalyst 4500/4500X シリーズ スイッチはスタンドアロン モードで動作するように

設定されます（スイッチは独立して動作します）。VSS は、2 台のスタンドアロン スイッチを結合し

て、仮想スイッチ モードで動作する 1 つの VSS にします。

（注） 2 台のスタンドアロン スイッチを 1 つの VSS に変換すると、VSS スタンバイ スイッチの非 VSL コン

フィギュレーション設定は、すべてデフォルト設定に戻ります。

（注） 可能な場合、VSS への変換は、メンテナンス ウィンドウで行う必要があります。VSL にも同じポート 
チャネル番号を使用する場合は、スタンドアロン スイッチで使用できる既存のポート チャネル設定の

デフォルトを使用します。次に、「VSL のポート チャネルおよびポートの設定」（P.5-33）の項のガイ

ドラインに従ってください。

2 台のスタンドアロン スイッチを VSS に変換するには、次の作業を行います。

• スタンドアロンのコンフィギュレーション ファイルを保存します。

• 各スイッチで、必要な VSS 設定を行います。

• VSS への変換を実行します。

仮想スイッチ モードでは、両方のスイッチで同じコンフィギュレーション ファイルを使用します。

VSS アクティブ スイッチで設定変更を行うと、この変更内容が自動的に VSS スタンバイ スイッチに

伝播されます。
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VSS の設定
スタンドアロン スイッチを VSS に変換するのに必要な作業は、次のとおりです。

• 「スタンドアロン構成のバックアップ」（P.5-31） 

• 「SSO および NSF の設定」（P.5-32）

• 「仮想スイッチ ドメインおよびスイッチ番号の割り当て」（P.5-32） 

• 「VSL のポート チャネルおよびポートの設定」（P.5-33） 

• 「仮想スイッチ モードにスイッチを変換する方法」（P.5-34） 

• 「（任意）VSS スタンバイ スイッチ モジュールの設定」（P.5-35） 

次の手順で使用するコマンドの例は、図 5-8 のような構成を想定しています。

図 5-8 VSS の例

2 台のシャーシ A と B は、仮想スイッチ ドメイン 100 によって VSS に変換されます。スイッチ 1 の
インターフェイス 10 ギガビット イーサネット 5/1 が、スイッチ 2 のインターフェイス 10 ギガビット 
イーサネット 5/2 に接続されて、VSL を構成します。

（注） 次の設定手順で示すポート チャネル 10 と 20 は、単なる例です。VSL ポート チャネルには、1 ～ 64 
の任意のポート チャネル番号を設定できます。

スタンドアロン構成のバックアップ

スタンドアロン モードで動作している両方のスイッチのコンフィギュレーション ファイルを保存しま

す。これらのファイルは、仮想スイッチ モードからスタンドアロン モードに戻すときに必要となりま

す。

スイッチ 1 で、次の作業を行います。

18
13

25 
VSL

 A
 1

 B
 2

T 5/1 T 5/2

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1# copy running-config startup-config （任意）実行コンフィギュレーションを、スタート

アップ コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 2  Switch-1# copy startup-config 
disk0:old-startup-config

スタートアップ コンフィギュレーションをバック

アップ ファイルにコピーします。
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VSS の設定
スイッチ 2 で、次の作業を行います。

SSO および NSF の設定

SSO および NSF は、VSS のデフォルトとして設定されます。

仮想スイッチ ドメインおよびスイッチ番号の割り当て

VSS の両方のスイッチに同じ仮想スイッチ ドメイン番号を設定する必要があります。仮想スイッチ ド
メインは、1 ～ 255 の数値で、ネットワーク内の各 VSS で一意とします（ドメイン番号は、各種 ID に
組み込まれ、これらの ID がネットワーク内で一意であることが確認されます）。

VSS では、一方のスイッチをスイッチ番号 1、もう一方のスイッチをスイッチ番号 2 に設定する必要が

あります。

両方のスイッチで仮想スイッチ ドメインおよびスイッチ番号を設定するには、スイッチ 1 で次の作業

を行います。

スイッチ 2 で、次の作業を行います。

（注） 両方のスイッチで同じコンフィギュレーション ファイルが使用されるため、スイッチ番号はスタート

アップ コンフィギュレーションおよび実行コンフィギュレーションに保存されません（ただし、同じ

スイッチ番号を設定しないでください）。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2# copy running-config startup-config （任意）実行コンフィギュレーションをスタートアッ

プ コンフィギュレーション ファイルに保存します。

ステップ 2  Switch-2# copy startup-config 
disk0:old-startup-config

スタートアップ コンフィギュレーションをバック

アップ ファイルにコピーします。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1(config)# switch virtual domain 100 スイッチ A で仮想スイッチ ドメインを設定します。

ステップ 2  Switch-1(config-vs-domain)# switch 1 仮想スイッチ番号 1 としてスイッチ A を設定しま

す。

ステップ 3  Switch-1(config-vs-domain)# exit config-vs-domain を終了します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# switch virtual domain 100 スイッチ B で仮想スイッチ ドメインを設定します。

ステップ 2  Switch-2(config-vs-domain)# switch 2 仮想スイッチ番号 2 としてスイッチ B を設定します。

ステップ 3  Switch-2(config-vs-domain)# exit config-vs-domain を終了します。
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VSS の設定
VSL のポート チャネルおよびポートの設定

VSL は、各スイッチで一意のポート チャネルによって設定されます。変換中に、VSS は VSS アク

ティブ スイッチ上で両方のポート チャネルを設定します。VSS スタンバイ スイッチの VSL ポート 
チャネル番号に、他方で使用されているのと同じ数値が設定されている場合、VSS は RPR モードで起

動します。この状況を避けるため、両方のスイッチで両方のポート チャネル番号が利用できるかどう

か確認してください。

show running-config interface port-channel コマンドを使用してポート チャネル番号を確認します。

このコマンドを実行すると、ポート チャネルが VSL で利用できる場合、エラー メッセージが表示され

ます。たとえば、次のコマンドを実行すると、スイッチ 1 でポート チャネル 20 を利用できることが示

されます。

Switch-1 # show running-config interface port-channel 20
% Invalid input detected at '^' marker.

VSL ポート チャネルを設定するには、スイッチ 1 で次の作業を行います。

（注） 次の設定手順で示すポート チャネル 10 と 20 は、単なる例です。VSL ポート チャネルには、1 ～ 64 
の任意のポート チャネル番号を設定できます。

スイッチ 2 で、次の作業を行います。

ポート チャネルに VSL 物理ポートを追加する必要があります。次の例では、スイッチ 1 上のインター

フェイス 10 ギガビット イーサネット 3/1 および 3/2 が、スイッチ 2 のインターフェイス 10 ギガビッ

ト イーサネット 5/2 および 5/3 に接続されています。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1(config)# interface port-channel 10 スイッチ 1 でポート チャネル 10 を設定します。

ステップ 2 Switch-1(config)# switchport レイヤ 2 ポートへの変換を実行します。

ステップ 3  Switch-1(config-if)# switch virtual link 1 スイッチ 1 をポート チャネル 10 のオーナーとして

関連付けます。

ステップ 4  Switch-1(config-if)# no shutdown ポート チャネルをアクティブにします。

ステップ 5  Switch-1(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# interface port-channel 20 スイッチ 2 でポート チャネル 20 を設定します。

ステップ 2 Switch-1(config)# switchport レイヤ 2 ポートへの変換を実行します。

ステップ 3  Switch-2(config-if)# switch virtual link 2 スイッチ 2 をポート チャネル 20 のオーナーとして

関連付けます。

ステップ 4  Switch-2(config-if)# no shutdown ポート チャネルをアクティブにします。

ステップ 5  Switch-2(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了します。
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ヒント 回線の冗長性については、VSL のため、スイッチごとに少なくとも 2 つのポートを設定することを推

奨します。モジュールの冗長性については、2 つのポートを各シャーシの別のスイッチング モジュール

で設定できます。

VSL ポートを設定するには、スイッチ 1 で次の作業を行います。

（注） コネクタを使用して 10G ポートから変換された 1G ポートは VSL ではサポートされません。これは 
Sup7-E および Sup7L-E のポートに影響します。

スイッチ 2 で、次の作業を行います。

（注） コネクタを使用して 10G ポートから変換された 1G ポートは VSL ではサポートされません。これは 
Sup7-E および Sup7L-E のポートに影響します。

仮想スイッチ モードにスイッチを変換する方法

仮想スイッチ モードに変換するには、両方のスイッチを再起動する必要があります。リブート後は、

インターフェイスとモジュール /ポートを指定するコマンドに、スイッチ番号を追加します。たとえ

ば、スイッチング モジュール上のポートは、スイッチ /モジュール /ポートとして指定します。

再起動の前に、VSS は、スイッチ /モジュール /ポートの形式を使用するよう、スタートアップ コン

フィギュレーションを変換します。スタートアップ コンフィギュレーション ファイルのバックアップ 
コピーは、ブートフラッシュに保存されます。このファイルにはデフォルトの名前が割り当てられます

が、必要に応じて名前を上書きして変更するように指示されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch-1(config)# interface range 
tengigabitethernet 3/1-2

スイッチ 1 で、インターフェイス範囲 
tengigabitethernet 3/1 ～ 2 に対してコンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch-1(config-if)# channel-group 10 mode on このインターフェイスをチャネル グループ 10 に追

加します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# interface range 
tengigabitethernet 5/2-3

スイッチ 2 で、インターフェイス範囲 
tengigabitethernet 5/2 ～ 3 に対してコンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 2  Switch-2(config-if)# channel-group 20 mode on このインターフェイスをチャネル グループ 20 に追

加します。
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仮想スイッチ モードにスイッチ 1 を変換するには、次の作業を行います。

スイッチ 2 を仮想スイッチ モードに変換するには、スイッチ 2 で次の作業を行います。

（注） （プロンプトで yes を入力して）コマンドを確定すると、自動的に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として保存され、スイッチがリブートされます。リブート後、

スイッチは仮想スイッチ モードとなるため、インターフェイスの指定時に 3 つの ID（スイッチ /モ
ジュール /ポート）を使用することになります。

スイッチを VSS に変換するときに、startup-config を無視するよう設定しないでください。このように

設定した場合は、ROMmon プロンプトで、startup-config を解析するようにスイッチをイネーブルに

できます。VSS モードで startup-config を無視すると、スイッチが半 VSS モードで起動します。これ

を修正するには、リブートして、startup-config の解析をイネーブルにする必要があります。

（任意）VSS スタンバイ スイッチ モジュールの設定

（注） VSS ではモジュールを設定またはプロビジョニングできません。

スイッチは、 初の VSS 関係を形成すると、モジュール情報を互いに送信します。この情報は設定に

プッシュされ、スイッチが起動し、ピアがダウン状態または存在しない場合、以後のプロビジョニング

に使用されます。

次に、モジュール プロビジョニング情報の例を示します。

module provision switch 1
 slot 1 slot-type 148 port-type 60 number 4  virtual-slot 17
 slot 2 slot-type 137 port-type 31 number 16  virtual-slot 18
 slot 3 slot-type 227 port-type 60 number 8  virtual-slot 19
 slot 4 slot-type 225 port-type 61 number 48  virtual-slot 20
 slot 5 slot-type 82 port-type 31 number 2  virtual-slot 21
module provision switch 2
 slot 1 slot-type 148 port-type 60 number 4  virtual-slot 33
 slot 2 slot-type 227 port-type 60 number 8  virtual-slot 34
 slot 3 slot-type 137 port-type 31 number 16  virtual-slot 35

コマンド 目的

 Switch-1# switch convert mode virtual スイッチ 1 を仮想スイッチ モードに変換します。

コマンドを入力すると、処理内容を確認するよう指

示されます。yes と入力します。

変換後のコンフィギュレーション ファイルが作成さ

れ、ブートフラッシュに保存されます。

コマンド 目的

 Switch-2# switch convert mode virtual スイッチ 2 を仮想スイッチ モードに変換します。

コマンドを入力すると、処理内容を確認するよう指

示されます。yes と入力します。

変換後のコンフィギュレーション ファイルが作成さ

れ、ブートフラッシュに保存されます。
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 slot 4 slot-type 225 port-type 61 number 48  virtual-slot 36
 slot 5 slot-type 82 port-type 31 number 2  virtual-slot 37

これらのコマンドはユーザが使用できず、これらのコマンドで使用されるさまざまな数値はシステム内

部で、およびモジュールを識別するために使用されます。これらのコマンドは、VSS モードで稼働し

ているときに、スイッチが特定のモジュールを検出すると startup-config に書き込まれます。スタンド

アロン モードに再変換すると、これらのコマンドは、startup-config から削除されます。

VSS 情報の表示

VSS の基本情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

次に、これらのコマンドの情報出力の例を示します。

Switch# show switch virtual
Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 100
Local switch number          : 1
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number           : 2
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 100
Local switch number          : 2
Local switch operational role: Virtual Switch Standby
Peer switch number           : 1
Peer switch operational role : Virtual Switch Active

Switch# show switch virtual role

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1

RRP information for Instance 1

--------------------------------------------------------------------
Valid  Flags   Peer      Preferred  Reserved
               Count     Peer       Peer

--------------------------------------------------------------------
TRUE    V        1           1          1

Switch  Switch Status  Preempt       Priority  Role     Local   Remote
        Number         Oper(Conf)    Oper(Conf)         SID     SID
--------------------------------------------------------------------
LOCAL   1      UP      FALSE(N )     100(100)  ACTIVE   0       0   

コマンド 目的

Switch# show switch virtual 仮想スイッチのドメイン番号と、各スイッチのス

イッチ番号およびロールを表示します。

Switch# show switch virtual role VSS 内の各スイッチのロール、スイッチ番号、プラ

イオリティを表示します。

Switch# show switch virtual link VSL のステータスを表示します。
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REMOTE  2      UP      FALSE(N )     100(100)  STANDBY  7496    7678

Peer 0 represents the local switch

Flags : V - Valid 
In dual-active recovery mode: No

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2

RRP information for Instance 2

--------------------------------------------------------------------
Valid  Flags   Peer      Preferred  Reserved
               Count     Peer       Peer

-------------------------------------------------------------------
TRUE    V        1           1          1

Switch  Switch Status  Preempt       Priority  Role     Local   Remote
Number         Oper(Conf)    Oper(Conf)         SID     SID
                                              
--------------------------------------------------------------------
LOCAL   2      UP      FALSE(N )     100(100)  STANDBY  0       0  
REMOTE  1      UP      FALSE(N )     100(100)  ACTIVE   7678    7496

Peer 0 represents the local switch

Flags : V - Valid
In dual-active recovery mode: No

Switch# show switch virtual link

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1

VSL Status : UP
VSL Uptime : 13 minutes
VSL Control Link : Te1/1/1

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2

VSL Status : UP
VSL Uptime : 13 minutes
VSL Control Link : Te2/1/1

スタンドアロン スイッチに VSS を変換する方法

VSS を 2 台のスタンドアロン システムに変換するには、次のような作業を行います。

• 「VSS 設定をバックアップ ファイルにコピー」（P.5-38） 

• 「スタンドアロンに VSS アクティブ スイッチを変換する方法」（P.5-38） 

• 「スタンドアロンに VSS スタンバイ スイッチを変換する方法」（P.5-38） 
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VSS 設定をバックアップ ファイルにコピー

VSS アクティブ スイッチのコンフィギュレーション ファイルを保存します。このファイルは、仮想ス

イッチ モードに再度変換する場合に必要となります。VSS スタンバイ スイッチのコンフィギュレー

ション ファイルは VSS アクティブ スイッチのコンフィギュレーション ファイルと同じなので、VSS 
アクティブ スイッチのコンフィギュレーション ファイルだけを保存すれば十分です。

スタンドアロンに VSS アクティブ スイッチを変換する方法

VSS アクティブ スイッチをスタンドアロン モードに変換すると、VSS アクティブ スイッチは VSL リ
ンクとピア シャーシ モジュールに関連するプロビジョニング情報および設定情報を削除し、コンフィ

ギュレーション ファイルを保存し、リロードを実行します。スイッチは、スタンドアロン システムに

関連する設定データだけを使用して、スタンドアロン モードで起動します。

VSS の VSS スタンバイ スイッチが VSS アクティブになります。このスイッチの VSL リンクは、ピア

が現在使用できないのでダウンします。

VSS アクティブ スイッチをスタンドアロン モードに変換するには、VSS アクティブ スイッチで次の

作業を行います。

VSS からスタンドアロンに変換すると、すべての物理インターフェイスが管理的にシャットダウンさ

れ、startup-config に書き込まれます。これは、まだ VSS スイッチの 1 つが VSS モードで実行されて

いる場合に発生する可能性がある、稼働ネットワークへの到達、およびブリッジまたはルータ MAC ア
ドレスとの競合から、スタンドアロン システムを保護する手段です。

使用中のネットワークで VSS をスタンドアロンに変換することは推奨しません。

スタンドアロンに VSS スタンバイ スイッチを変換する方法

新しく VSS アクティブになったスイッチをスタンドアロン モードに変換すると、スイッチは VSL リ
ンクとピア スイッチ モジュールに関連するプロビジョニング情報および設定情報を削除し、コンフィ

ギュレーション ファイルを保存し、リロードを実行します。スイッチは、そのスイッチ用のプロビ

ジョニング データおよび設定データだけを使用して、スタンドアロン モードで起動されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch-1# copy running-config startup-config （任意）実行コンフィギュレーションを、スタート

アップ コンフィギュレーションに保存します。この

手順は、保存しておく実行コンフィギュレーション

に未保存の変更点がある場合だけ必要となります。

ステップ 2 Switch-1# copy startup-config 
bootflash:vs-startup-config

スタートアップ コンフィギュレーションをバック

アップ ファイルにコピーします。

コマンド 目的

Switch-1# switch convert mode stand-alone スイッチ 1 をスタンドアロン モードに変換します。

コマンドを入力すると、処理内容を確認するよう指

示されます。yes と入力します。
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スタンドアロンにピア スイッチを変換するには、VSS スタンバイ スイッチで次の作業を行います。

VSS パラメータの変換

ここでは、VSS パラメータの設定手順について説明します。

• 「VSL のスイッチ プライオリティの設定」（P.5-40）

• 「VSL の設定」（P.5-41）

• 「起動後の VSL ポートの追加および削除」（P.5-41）

• 「VSL 情報の表示」（P.5-42）

• 「VSL QoS の設定」（P.5-43）

• 「ルータ MAC アドレスの設定」（P.5-44）

コマンド 目的

Switch-2# switch convert mode stand-alone スイッチ 2 をスタンドアロン モードに変換します。

コマンドを入力すると、処理内容を確認するよう指

示されます。yes と入力します。
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VSL のスイッチ プライオリティの設定

スイッチ プライオリティを設定するには、次の作業を行います。

（注） スイッチのプライオリティの設定値を変更した場合、変更内容が反映されるのは、実行コンフィギュ

レーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存してリロードを実行したあとで

す。show switch virtual role コマンドを実行すると、動作値および設定されているプライオリティ値

が表示されます。VSS スタンバイ スイッチを手動で VSS アクティブ スイッチに設定するには、

redundancy force-switchover コマンドを使用します。 

次に、仮想スイッチのプライオリティを設定する例を示します。

Switch(config)# switch virtual domain 100 
Switch(config-vs-domain)# switch 1 priority 200
Switch(config-vs-domain)# exit

次に、VSS のプライオリティ情報を表示する例を示します。

Switch# show switch virtual role
Switch  Switch Status  Preempt    Priority  Role     Session ID
        Number         Oper(Conf) Oper(Conf)         Local  Remote
------------------------------------------------------------------
LOCAL    1     UP      FALSE(N)   100(200)  ACTIVE   0      0   
REMOTE   2     UP      FALSE(N)   100(100)  STANDBY  8158   1991

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# switch virtual domain 100 仮想スイッチ ドメインに対してコンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-vs-domain)# switch [1 | 2] priority 
[priority_num]

スイッチのプライオリティを設定します。プライオ

リティの高いスイッチが、VSS アクティブ ロールを

担います。範囲は 1（ 小プライオリティ）～ 255
（ 大プライオリティ）で、デフォルトは 100 です。

（注）

• 新しく設定したプライオリティ値が反映される

のは、設定を保存して VSS のリロードを実行し

たあとです。

• プライオリティの高いスイッチが現在 VSS スタ

ンバイ状態の場合、redundancy 
force-switchover コマンドでスイッチオーバー

を開始することにより、VSS アクティブ スイッ

チに切り替えることができます。

show switch virtual role コマンドを実行する

と、VSS の各スイッチの動作プライオリティと

設定プライオリティが表示されます。

• このコマンドの no 形式を使用すると、プライオ

リティ値がデフォルト値の 100 にリセットされ

ます。設定を保存してリロードを実行すると、

新しい値が有効になります。

ステップ 3 Switch# show switch virtual role 現在のプライオリティを表示します。
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In dual-active recovery mode: No

VSL の設定

ポート チャネルを VSL として設定するには、次の作業を行います。

（注） VSL の設定は、スイッチを VSS に変換する前に行うことを推奨します。

次に、VSL を設定する例を示します。

Switch-1(config)# interface port-channel 10 
Switch-1(config-if)# switch virtual link 1
Switch-1(config-if)# no shutdown (If the port is admin shutdown)
Switch-1(config)# interface tenGigabitEthernet 5/1
Switch-1(config-if)# channel-group 10 mode on
Switch-1(config-if)# no shutdown (If the port is admin shutdown)

Switch-2(config)# interface port-channel 25 
Switch-2(config-if)# switch virtual link 2
Switch-2(config-if)# no shutdown (If the port is admin shutdown)
Switch-2(config-if)# interface tenGigabitEthernet 5/2
Switch-2(config-if)# channel-group 25 mode on
Switch-2(config-if)# no shutdown (If the port is admin shutdown)

起動後の VSL ポートの追加および削除

いつでも、ポート チャネルの VSL ポートを追加および削除して VSL のリンク数を増やしたり、ある

ポートから別のポートにポートを移動したり、VSL から削除したりできます。

VSL ポートを追加または削除する前に、次の作業を実行します。

• すべてのポートがピア スイッチに物理的に接続されていることを確認します。また、ピア ポート

が VSL 用に設定されている必要があります。

• VSL を設定する前に、ポートをシャットダウンします。リンクの両方のポートが VSL 用に設定さ

れている場合、unshut します。

• 複数のモジュールに VSL ポートを分散させます。

• ポートを削除する間に、少なくとも 1 つの「アクティブ」VSL ポート ペアを保持する必要があり

ます。そうでない場合、デュアル アクティブ動作が発生します。

• リンク フラップおよび高い CPU 使用率を避けるために、VSL の設定が解除される前に、ポートを

シャットダウンします。

• VSL ポートを追加、削除、または変更した後、nvram に設定を書き込みます（つまり、

startup-config）。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface port-channel channel_num 特定のポート チャネルに対してコンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-if)# switch virtual link switch_num 指定のスイッチの仮想リンクに、ポート チャネルを

割り当てます。
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• 別のポートにポートを移動する必要がある場合は、VSL の帯域幅要件を考慮してください。チャ

ネルに追加の VSL リンクを追加し、ポートを移動し、チャネルの追加リンクを削除する必要があ

ります。

VSL 情報の表示

VSL の情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

次に、VSL 情報を表示する例を示します。

Switch# show switch virtual link
VSL Status : UP
VSL Uptime : 1 day, 3 hours, 39 minutes
VSL Control Link : Te 1/5/1 

Switch# show switch virtual link port-channel

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, no aggregation due to minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+---------------------------------------------
10     Po10(RU)         -        Te1/5/4(P) Te1/5/5(P)
20     Po20(RU)         -        Te2/5/4(P) Te2/5/5(P)

Switch# show switch virtual link port
LMP summary

    Link info:        Configured: 1        Operational: 1

                            Peer Peer          Peer   Peer      Timer(s)running
Interface Flag State        Flag MAC           Switch Interface (Time remaining)
--------------------------------------------------------------------------------
Gi1/3/11  vfsp operational  vfsp f866.f296.be00 2      Gi2/1/11  T4(708ms)
                                                                 T5(29.91s) 

 Flags:  v - Valid flag set        f - Bi-directional flag set
         s - Negotiation flag set  p - Peer detected flag set

 Timers: T4 - Hello Tx Timer   T5 - Hello Rx Timer 

  LMP Status 

コマンド 目的

Switch# show switch virtual link VSL に関する情報を表示します。

Switch# show switch virtual link port-channel VSL ポート チャネルに関する情報を表示します。

Switch# show switch virtual link port VSL ポートに関する情報を表示します。
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          Last operational        Current packet          Last Diag   Time since
Interface Failure state           State                   Result      Last Diag
-------------------------------------------------------------------------------
Gi1/3/11  No failure              Hello bidir             Never ran   --
          

  LMP hello timer

                         Hello Tx (T4) ms          Hello Rx (T5*) ms
Interface   State        Cfg     Cur     Rem       Cfg     Cur     Rem
-------------------------------------------------------------------------
Gi1/3/11    operational  -       1000    708       -       30000   29144 

*T5 = min_rx * multiplier
 Cfg : Configured Time
 Cur : Current Time
 Rem : Remaining Time

VSL QoS の設定

物理ポートが VSL ポート チャネル メンバとして設定されている場合、キューイング ポリシーは、

VSL メンバ ポートに自動的に接続されます。このキューイング ポリシーは、VSS 管理、VSLP、
BFD、レイヤ 2 およびレイヤ 3 制御プロトコル、音声およびビデオ データのトラフィックに専用の

キューを提供します。各キューには 小帯域幅が与えられ、輻輳が VSL で発生しても、VSS 管理およ

び制御プロトコル パケットがドロップされないようにします。トラフィックのクラスに割り当てられ

た帯域幅は、輻輳中にクラスに対して保証される 小帯域幅です。VSL リンクは、出力リンク帯域幅

が特定の VSL ポートの複数キュー間で共有される、送信キュー共有を使用します。VSL キューイング 
ポリシーの変更または削除は、VSS システムで制限されます。

次のコマンド シーケンスが、ソフトウェアによって自動的に挿入されます。

interface TenGigabitEthernet1/1/1
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 no lldp transmit
 no lldp receive
 no cdp enable
 channel-group 10 mode on
 service-policy output VSL-Queuing-Policy
end

Switch# show policy-map VSL-Queuing-Policy
  Policy Map VSL-Queuing-Policy
    Class VSL-MGMT-PACKETS
      bandwidth percent 5
    Class VSL-L2-CONTROL-PACKETS
      bandwidth percent 5
    Class VSL-L3-CONTROL-PACKETS
      bandwidth percent 5
    Class VSL-VOICE-VIDEO-TRAFFIC
      bandwidth percent 30
    Class VSL-SIGNALING-NETWORK-MGMT
      bandwidth percent 10
    Class VSL-MULTIMEDIA-TRAFFIC
      bandwidth percent 20
    Class VSL-DATA-PACKETS
      bandwidth percent 20
    Class class-default
      bandwidth percent 5

class-map match-any VSL-MGMT-PACKETS
  match access-group name VSL-MGMT
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class-map match-any VSL-DATA-PACKETS
  match any 

class-map match-any VSL-L2-CONTROL-PACKETS
  match access-group name VSL-DOT1x
  match access-group name VSL-BPDU
  match access-group name VSL-CDP
  match access-group name VSL-LLDP
  match access-group name VSL-SSTP
  match access-group name VSL-GARP

class-map match-any VSL-L3-CONTROL-PACKETS
  match access-group name VSL-IPV4-ROUTING
  match access-group name VSL-BFD
  match access-group name VSL-DHCP-CLIENT-TO-SERVER
  match access-group name VSL-DHCP-SERVER-TO-CLIENT
  match access-group name VSL-DHCP-SERVER-TO-SERVER
  match access-group name VSL-IPV6-ROUTING

class-map match-any VSL-MULTIMEDIA-TRAFFIC
  match  dscp af41 
  match  dscp af42 
  match  dscp af43 
  match  dscp af31 
  match  dscp af32 
  match  dscp af33 
  match  dscp af21 
  match  dscp af22 
  match  dscp af23 

class-map match-any VSL-VOICE-VIDEO-TRAFFIC
  match  dscp ef 
  match  dscp cs4 
  match  dscp cs5 

class-map match-any VSL-SIGNALING-NETWORK-MGMT
  match  dscp cs2 
  match  dscp cs3 
  match  dscp cs6 
  match  dscp cs7 

ルータ MAC アドレスの設定

VSS では、すべてのルーティング プロトコルは、アクティブ スーパーバイザ エンジンで集中的に処理

されます。アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチの両方のレイヤ 3 インターフェイスに、共通の

ルータ MAC アドレスが使用されます。また、NSF のために、スタンバイへのスイッチオーバー後に

同じルータ MAC アドレスが使用されるため、すべてのレイヤ 3 ピアが一貫したルータ MAC アドレス

を認識します。

VSS でルータ MAC アドレスを設定する方法は 3 種類あります。

• HHH：手動でルータ MAC アドレスを設定します。この MAC アドレスが、この目的のために予

約されていることを確認します。

• シャーシ：シャーシ用に予約された MAC アドレス範囲を使用します。これは、シャーシに割り当

てられているシスコの MAC アドレスです。

• 仮想の使用：VSS 用に予約された MAC アドレス範囲を使用します。これは、シスコの MAC アド

レスのプールとして機能し、ベース MAC アドレス +vvs ドメイン ID から派生します。
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デフォルトでは、仮想ドメインに基づくルータ MAC アドレスが使用されます。ルータ MAC アドレス

の設定を変更するには、両方の VSS スーパーバイザ エンジンをリブートする必要があります。

次の表に、ルータ MAC アドレスを設定する方法を示します。

マルチシャーシ EtherChannel（MEC）の設定

マルチシャーシ EtherChannel（MEC）を、通常の EtherChannel と同様に設定します。VSS は、両方

のスイッチのポートが EtherChannel に追加されると、その EtherChannel が MEC であると認識しま

す。MEC の設定を確認するには、show etherchannel コマンドを入力します。

1 つの VSS で 大 256 のポート チャネルがサポートされます。

デュアル アクティブ検出の設定

ここでは、デュアル アクティブ検出の設定方法について、次の順序で説明します。

• 「拡張 PAgP デュアル アクティブ検出の設定」（P.5-45）

• 「デュアル アクティブ検出の表示」（P.5-47）

拡張 PAgP デュアル アクティブ検出の設定

拡張 PAgP が VSS とそのアクセス スイッチの間の MEC 上で実行されている場合、VSS は拡張 PAgP 
メッセージングを使用してデュアル アクティブ シナリオを検出できます。

デフォルトでは、PAgP デュアル アクティブ検出はイネーブルです。ただし、拡張メッセージが送信さ

れるのは、信頼モードがイネーブルになっているポート チャネルだけです（信頼モードについては

（注）を参照してください）。

（注） PAgP デュアル アクティブ検出の設定を変更する前に、信頼モードがイネーブルになったすべてのポー

ト チャネルが管理ダウン ステートになっていることを確認してください。ポート チャネルのインター

フェイス コンフィギュレーション モードで、shutdown コマンドを使用します。デュアル アクティブ

検出の設定が完了してポート チャネルを再アクティブ化するときは、忘れずに no shutdown コマンド

を使用してください。

コマンド 目的

Switch(config)# switch virtual domain domain_id VSS コンフィギュレーション モードを開始します。

Switch(config-vs-domain)# mac-address use-virtual ドメイン ベースのアドレスの専用プールからルータ MAC 
アドレスを割り当てます。

（注） これはデフォルトです。

これは、デフォルトであっても、設定で表示されます。

Switch(config-vs-domain)# mac-address mac-address 3 個の 2 バイトの 16 進数でルータ MAC アドレスを割り当

てます。

Switch(config-vs-domain)# mac-address chassis シャーシ MAC アドレス範囲の 後のアドレスとしてルー

タ MAC アドレスを指定します。
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PAgP デュアル アクティブ検出をイネーブルまたはディセーブルにするには、次の作業を行います。

PAgP デュアル アクティブ検出を行うポート チャネルに信頼モードを設定する必要があります。デ

フォルトでは、信頼モードはディセーブルです。

（注） PAgP デュアル アクティブ検出をイネーブルにする場合、信頼モードを変更する前に、ポート チャネ

ルを管理ダウン ステートに設定する必要があります。ポート チャネルのインターフェイス コンフィ

ギュレーション モードで、shutdown コマンドを使用します。ポート チャネルの信頼モードの設定が

完了してポート チャネルを再アクティブ化するときは、忘れずに no shutdown コマンドを使用してく

ださい。

ポート チャネルで信頼モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、PAgP デュアル アクティブ検出をイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# interface port-channel 20
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# switch virtual domain 100
Switch(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 
Switch(config-vs-domain)# dual-active detection pagp trust channel-group 20
Switch(config-vs-domain)# exit
Switch(config)# interface port-channel 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

次に、信頼できるポート チャネルがシャットダウンされていない状態で PAgP デュアル アクティブ検

出をイネーブルにしようとしたときに表示されるエラー メッセージの例を示します。

Switch(config)# switch virtual domain 100
Switch(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 

次に、シャットダウンされていないポート チャネルに信頼モードを設定しようとしたときに表示され

るエラー メッセージの例を示します。

Switch(config)# switch virtual domain 100
Switch(config-vs-domain)# dual-active detection pagp trust channel-group 20
Trusted port-channel 20 is not administratively down. To change the pagp dual-active trust 
configuration, “shutdown” the port-channel first. Remember to “no shutdown” the 
port-channel afterwards.

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# switch virtual domain domain_id 仮想スイッチ サブモードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 拡張 PAgP メッセージの送信をイネーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# switch virtual domain domain_id 仮想スイッチ サブモードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 
trust channel-group group_number 

指定したポート チャネルの信頼モードをイネーブル

にします。
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デュアル アクティブ検出の表示

デュアル アクティブ検出の情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、デュアル アクティブ検出のためのサマリー ステータスを表示する例を示します。

Switch# show switch virtual dual-active summary 
Switch(recovery-mode)# show switch virtual dual-act summary
Pagp dual-active detection enabled: Yes
In dual-active recovery mode: Yes
  Triggered by: PagP
  Triggered on Interface: Gi1/3/11
  Received id: e8b7.488e.b7c0
  Expected id: e8b7.488e.b700

次に、リカバリが PAgP ではなく RRP によってトリガーされた場合に、デュアル アクティブ検出のた

めのサマリー ステータスを表示する例を示します。

Switch# show switch virtual dual-active summary 
Switch(recovery-mode)# show switch virtual dual-act summary
Pagp dual-active detection enabled: Yes
In dual-active recovery mode: Yes
  Triggered by: RRP

次に、PAgP ステータスと、信頼モードがイネーブルに設定されたチャネル グループを表示する例を示

します。

Switch# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 25 dual-active detect capability w/nbrs
Dual-Active trusted group: Yes
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Gi1/3/11  Yes             g9-68                Gi1/11    1.1
Gi2/2/12  Yes             g9-68                Gi1/12    1.1

VSS のインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）
次の内容について説明します。

• 「VSS ISSU の概念」（P.5-48）

• 「VSS の ISSU プロセス中のトラフィックとネットワーク プロトコルの中断」（P.5-50）

• 「関連資料」（P.5-50）

• 「ISSU を実行するための前提条件」（P.5-50）

• 「ISSU の実行について」（P.5-51）

• 「ISSU プロセスの実行方法」（P.5-57）

• 「Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機能」（P.5-78）

コマンド 目的

Switch# show switch virtual dual-active [pagp | 
summary]

デュアル アクティブ検出の設定とステータスに関す

る情報を表示します。
5-47
ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド ﾑ リリース IOS XE 3.4.0SG および IOS 15.1(2)SG

OL-27597-01-J



第 5 章      Virtual Switching System の設定

VSS のインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）
VSS ISSU の概念

VSS では、ピア スイッチのスーパーバイザ エンジンは、エンジン間の SSO（ステートフル スイッチ

オーバー）関係を維持します。これにより、両方の VSS スーパーバイザ エンジンでソフトウェア アッ

プグレード（またはダウングレード）を 1 つずつ実行することが容易になります。

次の図 5-9 で、VSS システムがソフトウェア バージョン X からバージョン Y にアップグレードされる

ときに発生するイベント シーケンスを（概念レベルで）示します。
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図 5-9 VSS システムのアップグレード 
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VSS の ISSU プロセス中のトラフィックとネットワーク プロトコルの中断

図 5-9 で、VSS の両方のスイッチが、アップグレード プロセス中のある時点でリブートすることが示

されています。

スイッチのリブート時、そのスイッチ上で終端するすべてのネットワーク リンクで、リンク ダウン イ
ベントが発生します。つまり、接続が他のスイッチで終端する 1 つ以上のリンクを含む MEC にない場

合、リブートするスイッチに接続されたネットワーク デバイスでサービス中断が発生することになり

ます。ピア デバイスが、両方のスイッチで終端するリンクがある MEC リンク上の VSS に接続されて

いる場合、そのデバイスは、ソフトウェア アップグレード プロセス中にサービスが中断されません。

このことを図 5-10 に示します。

図 5-10 サービスが中断しないようにピア デバイスを VSS に接続する方法

関連資料

ISSU を実行するための前提条件

ISSU を実行する前に以下の前提条件を満たす必要があります。

• システムで現在動作している Cisco IOS XE バージョンが ISSU をサポートすることを確認します。

また、ターゲット バージョンが ISSU をサポートすることを確認します。

スーパーバイザ エンジンのバージョンと Cisco IOS XE ソフトウェアの互換性を判別するために、

スイッチでさまざまなコマンドを入力できます。あるいは、Cisco Feature Navigator の ISSU アプ

リケーションを使用して判別することもできます。
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関連項目 マニュアル タイトル

ISSU の実行 『Cisco IOS Software: Guide to Performing In Service Software 
Upgrades』
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• アップグレード前とアップグレード後のイメージのタイプが正確に一致している必要があります。

同一。ISSU は、Universal_lite から Universal イメージ、またはその逆にはサポートされません。

また、ISSU は、k9 イメージから非 k9 イメージ、またはその逆にはサポートされません。

• VSS が機能的に SSO モードである必要があります。つまり、両方のスイッチが電源投入され、動

作可能で、一方のスーパーバイザ エンジンが SSO アクティブとして、他方が SSO スタンバイとし

て動作している必要があります。

• アップグレード前およびアップグレード後の Cisco IOS XE ソフトウェア イメージ ファイルの両方

が、ISSU プロセスを開始する前に、アクティブとスタンバイの両方のスーパーバイザ エンジン

で、ローカル ファイル システム（ブートフラッシュ、SD カード、または USB）で使用可能でな

ければなりません。

両方のスーパーバイザ エンジンでアップグレード前のイメージを実行し、ローカル ファイル シス

テムのイメージの場所からブートする必要があります。（ブートフラッシュ、SD カード、または 
USB）。

（注） show version コマンドを使用して、スーパーバイザ エンジンがローカル ファイル システムの

アップグレード前のイメージがある場所から実際にブートしたことを確認できます。

（注） ISSU が成功するには、ROMmon で自動ブートをイネーブルにする必要があります。これを確

認するには、show version 出力に表示される config-register 値を使用できます。

• スイッチのダウン タイムの影響を軽減する手段を講じることを推奨します。VSS の ISSU は、非 
MEC リンクのサービス停止を引き起こすので、ピアはこれに備える必要があります。MEC で接

続されたリンクでは、ノンストップ フォワーディング（NSF）が設定され、正常に動作している

必要があります。NSF をイネーブルにしていない場合は、NSF をイネーブルにし、設定する方法

の詳細について、『Cisco Nonstop Forwarding』を参照してください。

• 自動ブートがオンになり、現在のブート済みイメージは、BOOT 環境変数で指定されたものと一

致します。これらの設定および確認方法の詳細については、「ブート フィールドの変更および boot 
コマンドの使用」（P.3-29）を参照してください。

• no ip routing コマンドは、ISSU プロセスを開始する前も、ISSU プロセス中も、サポートされま

せん。

ISSU の実行について

（注） ISSU の実行中は、ハードウェアに変更を加えないでください。

ISSU を実行する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「ISSU アップグレードの実行：2 種類の方法」（P.5-51）

• 「ISSU の実行に関するガイドライン」（P.5-55）

ISSU アップグレードの実行：2 種類の方法

ISSU アップグレードを実行する方法は 2 つあります。

• 手動で 4 つのコマンドのシーケンスを使用する
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• 単一のコマンドを使用して、自動的に

4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU

手動の ISSU アップグレード プロセスでは、4 つの異なる ISSU EXEC コマンドを順番に実行する必要

があります

• issu loadversion

• issu runversion

• issu acceptversion

• issu commitversion

5 番目のコマンド、issu abortversion で、ISSU アップグレード プロセスをいつでも中止して初期シス

テム状態に戻すことができます。

この 4 つのコマンドは VSS の一連の状態を経て、 終的にアクティブ スーパーバイザ エンジンとスタ

ンバイ スーパーバイザ エンジンがアップグレード後の IOS XE イメージを実行するようにします。

VSS はプロセス全体を通じて動作し続けます。ただし、「VSS の ISSU プロセス中のトラフィックと

ネットワーク プロトコルの中断」（P.5-50）で説明されているように、サービスはリブートを行うス

イッチ上にあるインターフェイスで終端するネットワーク リンクで中断されます。

図 5-11 に、4 つのコマンドのシーケンスが入力されたときに、VSS アクティブおよびスタンバイ スー

パーバイザ エンジンがとるステータスを示します。また、プロセス中の任意のポイントで issu 
abortversion コマンドを入力した場合の影響を示します。
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図 5-11 コマンド実行中の VSS アクティブおよびスタンバイのステート

ISSU プロセス中に、いくつかの show コマンドを使用して、次のステップに進む前に各コマンドが成

功したかどうかを評価できます。

単一のコマンド シーケンス（issu changeversion）を使用する ISSU

複数の ISSU コマンドを使用する場合は、サービスを中断させないように配慮する必要があります。た

だし、シナリオによっては、このアップグレード手順がややこしく、 小限のものになる場合がありま

す。代表例は、多数の Catalyst 4500 スイッチ上での ISSU アップグレードを伴うネットワーク アップ

グレードです。このような場合は、 初に、1 つの VSS 上（できれば、ラボ環境）で手動（4 つのコマ

ンド）の ISSU アップグレード手順を実行して正常なアップグレードを確認することを推奨します。そ

の後で、1 つの issu changeversion プロシージャを使用して、ネットワーク内の残りの Catalyst 4500 
スイッチ上で自動 ISSU を実行します。

issu changeversion コマンドは、1 ステップで完了する ISSU アップグレード サイクルを起動します。

このコマンドは、4 つの標準コマンド（issu loadversion、issu runversion、issu acceptversion、およ

び issu commitversion）すべてのロジックをユーザの介在なしで実行するため、単一の CLI ステップ

を通したアップグレードの簡略化が図られます。

加えて、issu changeversion では、将来のアップグレード プロセスをスケジュールすることができま

す。これにより、いくつものシステムのステージングによって、潜在的な中断が 小の損害となる場合

にアップグレードを順次実行することができます。
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スタンバイ スーパーバイザ エンジンが初期化して、システムが terminal ステート（SSO）に到達した

ら、アップグレード プロセスが完了し、BOOT 変数が新しい IOS XE ソフトウェア イメージに恒久的

に書き変えられます。そのため、どの RP をリセットしてもシステムは新しいソフトウェア イメージを

ブートします。状態遷移が発生したことをアップグレードの監視者に通知するために、コンソール 
メッセージと syslog メッセージが生成されます。

通常の ISSU アップグレード手順と同様に、 issu changeversion コマンドによって開始された進行中の

アップグレード手順は、issu abortversion コマンドで中断できます。システムが何らかの問題を検出

するか、またはアップグレード中に健全でないシステムを検出すると、アップグレードは自動的に中断

される場合があります。

issu runversion コマンドを 4 ステップの手動アップグレード プロセス時に入力したときに、互換性の

ない ISSU クライアントが存在すると、アップグレード プロセスは、それらとその副作用を報告し、

ユーザがアップグレードを中止できるようにします。1 ステップのアップグレード プロセスの実行中

に、プロセスが runversion ステートに達した場合、ベース クライアントに互換性があれば自動的に

アップグレードを続行します。または、クライアントに互換性がないため自動的に中止します。ユーザ

が RPR モードでアップグレード手順を継続したい場合は、通常の ISSU コマンド セットを使用して、

issu loadversion コマンドの入力時に force オプションを指定する必要があります。

Changeversion："quick" オプション

issu changeversion コマンドには、自動 ISSU アップグレードの実行に必要な時間を短縮できる 
"quick" オプションがあります。quick コマンド オプションが指定された場合、図 5-9 に示す ISSU 
アップグレードの状態遷移と異なります。このオプションでは、loadversion ステージまでの状態の進

行は図の説明のままですが、runversion ステージと commitversion ステージが結合されます。この進行

では、新しいスタンバイ（以前のアクティブ）スーパーバイザ上に古いソフトウェア バージョンを

ロードするアップグレード手順内のステップが省略されるため、自動 ISSU アップグレードに必要な時

間が約 3 分の 1 短縮されます。

Changeversion のスケジューリング：in オプションと at オプション

issu changeversion には、将来の自動 ISSU アップグレードをスケジュールできる in および at コマン

ド オプションがあります。

at コマンド オプションは、特定の時刻に開始するように自動 ISSU アップグレードをスケジュールし

ます。このオプションを使用して、次の 24 時間以内にアップグレードを開始する正確な時刻（hh:mm、

24 時間形式）を指定します。

in コマンド オプションは、一定時間が経過後に自動 ISSU アップグレードを開始するようにスケ

ジュールします。このオプションは、アップグレードを開始する前に経過する必要がある時間および分

の長さ（hh:mm 形式）を指定します。 大値は 99:59 です。

Changeversion の配置シナリオ

一般的な issu changeversion コマンドの使用シナリオは、大規模なインストール基盤を持つ経験豊富

なユーザを対象としています。このようなユーザの多くは、実稼働ネットワークと同様のトポロジと設

定を使用して新しいイメージを検証します。この検証プロセスは、従来の複数コマンド プロセスと新

しい issu changeversion コマンド プロセスの両方を使用して実行する必要があります。ユーザが IOS 
XE ソフトウェア イメージを認定し、広くそれを展開する場合は、ネットワークの効率的なアップグ

レードを実行するために単一コマンドのプロセスを使用できます。
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進行中の Changeversion 手順の中断

issu changeversion コマンドの機能は、ユーザの介入なしで ISSU ソフトウェア アップグレードを実行

するように設計されています。ただし、さまざまな状態をアップグレードが遷移する際に、コンソール

にステータス メッセージが表示されます。何らかの異常が、ネットワークのピアまたは他の部分など

での自動アップグレード中に認められた場合は、issu abortversion コマンドを使用して、

commitversion 操作の前にプロセスの任意の時点で手動によりアップグレードを中止できます。

ISSU の実行に関するガイドライン

ISSU プロセスの実行中は、次のガイドラインに注意してください。

• ISSU を使用している場合でも、メンテナンス ウィンドウの間にアップグレードを実行することを

推奨します。

• 「VSS の ISSU プロセス中のトラフィックとネットワーク プロトコルの中断」（P.5-50）で説明した

ように、VSS の ISSU により、プロセス中のある時点で、両方の VSS スイッチでネットワーク接

続が（同時ではありませんが）失われる場合があります。このセクションで説明するように、軽減

のステップを実行する必要があります。

• ISSU プロセス中は、設定の変更が必要になるような新しい機能をイネーブルにしないでください。

（注） これらをイネーブルにすると、コマンドは新しいバージョンだけでサポートされるため、シス

テムは RPR モードを開始します。

• ダウングレードを行う場合、Cisco IOS XE ソフトウェア ハンドルのダウングレード リビジョンに

ない機能があったときは、ISSU プロセスを開始する前にその機能をディセーブルにしてください。

互換性マトリクス 

ISSU では、ソフトウェア バージョン間の互換性を判別するための追加情報が必要になります。そのた

め、当該イメージと比べた他の IOS XE ソフトウェア イメージに関する情報を含む互換性マトリクス

が定義されます。

この互換性マトリクスは、2 つのソフトウェア バージョン（1 つは、アクティブ スーパーバイザ エン

ジンで実行されるソフトウェア バージョンで、もう一方はスタンバイ スーパーバイザ エンジンで実行

されるソフトウェア バージョン）の互換性を表し、これによって、システムは実現可能な も高度な

動作モードを判別できます。バージョンに互換性がないと、SSO 動作モードに進むことができません。

SSO が VSS の前提条件であるため、互換性がないと、2 台のスイッチのスーパーバイザ エンジン間の 
VSS 関係も失われます。

互換性マトリクスは、ある Cisco IOS XE ソフトウェア イメージと、指定されたサポート ウィンドウに

含まれる他のすべての Cisco IOS XE ソフトウェア バージョン（たとえば、その IOS XE ソフトウェア 
イメージが「認識」しているすべてのソフトウェア バージョン）との互換性関係を示し、IOS XE ソフ

トウェア イメージごとに作成され、リリースされます。マトリクスには、自身のリリースと以前のリ

リース間の互換性の情報が含まれています。常に 新のリリースに、その分野の既存のリリースとの互

換性に関する 新情報が含まれます。互換性マトリクスは Cisco IOS XE ソフトウェア イメージ内およ

び Cisco.com で入手できるため、ISSU プロセスを使用してアップグレードを行えるかどうかを前もっ

て判別できます。

古い Cisco IOS XE ソフトウェアと新しい Cisco IOS XE ソフトウェアに互換性があれば、ISSU プロセ

スを実行することができます。互換性マトリクス情報では、次のようにリリース間の互換性が示されま

す。
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• Compatible（互換性がある）：ベースレベルのシステム インフラストラクチャとすべてのオプショ

ンの HA 認識サブシステムに互換性があります。これらのバージョン間のインサービス アップグ

レードまたはダウングレードが行われても、サービスに対する影響は 小限ですみます。マトリク

ス エントリでは、このようなイメージに対して Compatible（C）が指定されます。

• Base-level compatible（ベースレベルで互換性がある）：1 つまたは複数のオプションの HA 認識サ

ブシステムに互換性がありません。これらのバージョン間のインサービス アップグレードまたは

ダウングレードは正常に行われますが、一部のサブシステムでは、旧式から Cisco IOS XE の新

バージョンへの移行中に、ステートを必ずしも維持できない場合があります。マトリクス エント

リでは、このようなイメージに対して Base-level compatible（B）が指定されます。

• Incompatible（互換性がない）：SSO が正常に機能するためには、Cisco IOS XE 内に存在するシス

テム インフラストラクチャのコア セットがステートフル方式で相互動作できる必要があります。

必要なこれらのいずれかの機能またはサブシステムが相互動作できないと、Cisco IOS XE ソフト

ウェア イメージの 2 つのバージョンに互換性がないと判定されます。これらのバージョン間でイ

ンサービス アップグレードまたはダウングレードを行うことはできません。マトリクス エントリ

では、このようなイメージに対して Incompatible（I）が指定されます。システムは、アクティブ 
スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの Cisco IOS XE バージョンに互

換性がない場合はアップグレード プロセス中に RPR モードで稼働します。

• Cisco IOS XE は、アクティブとスタンバイの IOS XE ソフトウェア間の互換性をスタンバイ ブー

ト中に動的に決定します。マトリクスは「x」で表されます。

任意のシステムの 2 つのソフトウェア バージョン間の互換性マトリクス データを表示するには、show 
issu comp-matrix stored コマンドを入力します。

（注） このコマンドは、ISSU プロセスが開始したあとにだけ使用できるので、確認する場合にだけ有効で

す。ISSU を開始する前に互換性マトリクスをチェックする場合に便利です。Feature Navigator を使用

すると、必要な情報を取得できます。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

Cisco Feature Navigator を使用した互換性の検証

Cisco Feature Navigator の ISSU アプリケーションでは、次の内容を実行することができます。

• 特定のソフトウェア バンドルを選択します。

• 選択したソフトウェア イメージと互換性のあるソフトウェア イメージを特定します。

• 2 つの IOS XE ソフトウェア イメージを比較し、それらのソフトウェア イメージの互換性レベル

（互換性がある、ベースレベルで互換性がある、互換性がない）を把握するか、動的に判別します。

• 2 つのソフトウェア イメージを比較し、各 ISSU クライアントのクライアント互換性を確認しま

す。

• ソフトウェア イメージに関するリリース ノートへのリンクを入力します。
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ISSU プロセスの実行方法

デバイスの動作モードであり、ISSU を実行するための前提条件である SSO とは異なり、ISSU プロセ

スはスイッチの稼働中に実行される一連のステップです。このステップによって、Cisco IOS XE ソフ

トウェアが新しいソフトウェアにアップグレードまたは変更されますが、トラフィックへの影響は 小

限に抑えられます。

（注） ISSU プロセスで使用されるコマンドの説明については、図 5-11 を参照してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ISSU ソフトウェア インストレーションの確認」（P.5-57）

• 「ISSU プロセスを開始する前の冗長モードの確認」（P.5-58）

• 「ISSU プロセスを開始する前の ISSU ステートの確認」（P.5-59）

• 「4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 1（loadversion）」（P.5-61）

• 「4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 2（runversion）」（P.5-62）

• 「4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 3（acceptversion）」（P.5-64）

• 「4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 4（commitversion）」（P.5-65）

• 「changeversion を使用した ISSU アップグレードの自動化」（P.5-66）

• 「ISSU プロセス中のソフトウェア アップグレードの中断」（P.5-73）

• 「アップグレード問題を回避するためのロールバック タイマーの設定」（P.5-74）

• 「ISSU 互換性マトリクス」（P.5-75）

ISSU ソフトウェア インストレーションの確認

ISSU プロセスには、5 つのステート（Disabled、Init、Load Version、Run Version、および System 
Reset）があります。show issu state コマンドを使用すると、現在の ISSU ステートを取得できます。

• Disabled ステート：スーパーバイザ エンジンがリセットされている間のスタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンの状態

• Init ステート：ISSU プロセスが開始する前の、2 つのスーパーバイザ エンジン（一方はアクティ

ブで、他方はスタンバイ）の初期ステート。ISSU プロセスが完了したあとの 終ステートでもあ

る。

• Load Version（LV）ステート：スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しいバージョンの Cisco 
IOS XE ソフトウェアがロードされます。

• Run Version（RV）ステート：issu runversion コマンドによって、スーパーバイザ エンジンのス

イッチオーバーが強制されるステート。新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンが新しい 
Cisco IOS XE ソフトウェア イメージを実行します。

• ISSU の実行中に両方のスーパーバイザ エンジンが（たとえば、停電が原因で）リセットされる

と、ISSU コンテキストは失われ、システムは Init ステートに戻ります。両方のスーパーバイザ エ
ンジンが古いソフトウェアに戻ります。
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show コマンドを入力して、ISSU プロセス中のステートに関する情報を取得して、ISSU ソフトウェア 
アップグレードを確認できます。

次に、ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートと現在のステータスを表示する例を示し

ます。

Switch> enable
Switch# show issu state
Switch# show redundancy
Switch# show switch virtual

ISSU プロセスを開始する前の冗長モードの確認

ISSU プロセスを開始する前に、VSS が正しく動作していることを確認します。一方のスーパーバイザ 
エンジンが SSO アクティブとして動作し、他方のスイッチのピア スーパーバイザ エンジンが SSO 
ホット スタンバイとして機能していることを確認します。

次に、システムが VSS として正しく動作している検証例を示します。スロット 1/1（スイッチ 1 のス

ロット 1 のスーパーバイザ エンジン）がアクティブ スーパーバイザ エンジンで、スロット 2/1（ス

イッチ 2 のスロット 1 のスーパーバイザ エンジン）がスタンバイ スーパーバイザ エンジンです。

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 1

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                      Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 77
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 0 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 11 minutes
Switchovers system experienced = 0

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセスの現在の状態を表示します。

ステップ 3 Switch# show redundancy デバイスの現在または過去のステータス、モード、および

関連する冗長情報を表示します。

ステップ 4 Switch# show switch virtual VSS のどちらのスイッチが現在アクティブ ロールを実行

し、どちらのスイッチがスタンバイかを識別します。
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              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 1/1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.SGN1.33 CISCO INTERNAL USE ONLY 
UNIVERSAL PRODUCTION K10 IOSD VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 09-Aug
               BOOT = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin,12;
        Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 2/1
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 8 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.SGN1.33 CISCO INTERNAL USE ONLY 
UNIVERSAL PRODUCTION K10 IOSD VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 09-Au
               BOOT = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin,12;
        Configuration register = 0x2102

Switch# show switch virtual
Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 16
Local switch number          : 1
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number           : 2
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby
Switch#

ISSU プロセスを開始する前の ISSU ステートの確認

両方のスーパーバイザ エンジンが自動ブートするように設定され、現在、ローカル ファイル システム

に存在するアップグレード前のイメージから起動されていることを確認します。これは BOOT 変数お

よびコンフィギュレーション レジスタの値で検証できます（前のセクションの show redundancy コマ

ンドの出力例を参照してください）。

アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンがアップして ISSU Init ス
テートになっており、両方のスーパーバイザ エンジンが同じ 新イメージを実行していることを確認

します。

次に、プロセスが開始する前に ISSU ステートを表示する例を示します。

Switch# show issu state detail
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                               Slot = 1
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 11
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

スタンバイ スロット番号が、スイッチ 2 の物理スロット 1 に対応する仮想スロット番号である 11 とし

て報告されていることに注意してください。仮想スロット番号とスロットの物理ロケーションの対応

は、次の例のように show switch virtual slot-map コマンドで判別できます。

Switch# show switch virtual slot-map
Virtual Slot to Remote Switch/Physical Slot Mapping Table:

Virtual    Remote      Physical   Module
Slot No    Switch No   Slot No    Uptime
---------+-----------+----------+----------
  1         1              1        00:33:04
  2         1              2        00:32:50
  3         1              3        00:32:36
  4         1              4          -    
  5         1              5          -    
  6         1              6          -    
  7         1              7          -    
  8         1              8          -    
  9         1              9          -    
  10        1              10         -    
  11        2              1        00:31:14
  12        2              2        00:33:33
  13        2              3        00:33:33
  14        2              4          -    
  15        2              5          -    
  16        2              6          -    
  17        2              7          -    
  18        2              8          -    
  19        2              9          -    
  20        2              10         -    
Switch#

新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェアが両方のスーパーバイザ エンジン上に存在する必要が

あります。スーパーバイザ エンジンごとに表示されるディレクトリ情報に新しいバージョンが存在す

ることが示されます。

Switch# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

29122  -rw-   119519232  Aug 13 2012 19:13:14 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin
29125  -rw-   119286584  Aug 13 2012 22:30:02 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin

820875264 bytes total (581672960 bytes free)
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Switch# dir slavebootflash:
Directory of slavebootflash:/

58370  -rw-   119286584  Aug 14 2012 11:25:38 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin
58372  -rw-   119519232  Aug 14 2012 11:40:47 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin

822910976 bytes total (583716864 bytes free)
Switch#

4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 1（loadversion） 

このタスクでは、スタンバイ スーパーバイザ エンジンにアップグレード後のイメージがロードされる、

4 つのコマンドのシーケンスによる ISSU の 初の手順、loadversion について説明します。

セクション「ISSU を実行するための前提条件」（P.5-50）を読み、必要な手順を実行したことを確認し

ます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# issu loadversion [active-slot] 
active-image-new [standby-slot] 
standby-image-new

ISSU プロセスを開始します。また、新しい Cisco IOS XE 
ソフトウェア バージョンに互換性がないことが検知された

場合には、自動ロールバックを無効にします（任意）。

issu loadversion コマンドを入力してから、スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに Cisco IOS XE ソフトウェアが

ロードされ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO 
モードに移行するまでに数分かかる場合があります。これ

によって、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しい

ソフトウェア イメージがリロードされます。

使用する場合、active-slot 番号および standby-slot 番号は

仮想スロット番号として指定する必要があります。仮想ス

ロット番号と物理ロケーションの対応を判別するには、

show switch virtual slot-map コマンドを使用します。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中の ISSU のステートを表示します。ISSU 
プロセスのこの時点で、このコマンドを使用して、スタン

バイ スーパーバイザ エンジンがロードされ、SSO モード

になっていることを確認します。

 issu loadversion コマンドを入力してから、スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに Cisco IOS XE ソフトウェアが

ロードされ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO 
モードに移行するまでに数分かかる場合があります。show 
issu state コマンドを入力するタイミングが早すぎると、

必要な情報が表示されない場合があります。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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次に、ISSU プロセスを開始し、スタンバイ スーパーバイザ エンジンを Standby Hot ステートで起動

し、スタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 6）に新しいソフトウェア イメージをロードする

例を示します。

Switch> enable
Switch# issu loadversion 1 bootflash:new_image 11 slavebootflash:new_image
%issu loadversion executed successfully, Standby is being reloaded
Switch# show issu state detail
                               Slot = 1
                           RP State = Active
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

                               Slot = 11
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 1

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 474
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 1 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0 

4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 2（runversion）

この作業では、スイッチオーバーが起こり、アップグレード後のイメージがロードされたスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンが新しいアクティブになる、4 つのコマンドのシーケンスによる ISSU の 2 番
目のステップ、runversion を説明します。

loadversion の手順の 後で、次のメッセージが記録されます。

*Aug 14 13:07:08.240: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC: Peer state is [STANDBY SSO]; Please issue 
the runversion command

この場合、次のステップに進む準備ができています。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。
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次に、以前のスタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 11）へのスイッチオーバーを起動して、

以前のアクティブ スーパーバイザ エンジンをリセットしたうえで古い IOS XE ソフトウェア イメージ

をリロードしてスタンバイ スーパーバイザ エンジンにする例を示します。

Switch> enable
Switch# issu runversion 11 slavebootflash:new_image
%issu runversion initiated successfully

スイッチオーバーはこの時点で行われます。古いアクティブ スーパーバイザ エンジンがスタンバイに

なってから、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン上で次の命令を実行します。

Switch# show issu state detail
                               Slot = 11
                           RP State = Active
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

                               Slot = 1
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

（注） 新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンは現在新しいソフトウェア バージョンを実行し、

スタンバイ スーパーバイザ エンジンは古いソフトウェア バージョンを実行し、STANDBY HOT ス
テートの状態です。

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# issu runversion [standby-slot] 
[standby-image-new]]

アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンへのスイッチオーバーを強制し、アク

ティブだった（現在はスタンバイ）スーパーバイザ エンジ

ンに古い IOS XE イメージをリロードします。

すべての SSO スイッチオーバーと同様に、実行コンフィ

ギュレーションを変更した場合、保存するように要求され

ます。必要な対応をします。

issu runversion コマンドを入力すると SSO のスイッチ

オーバーが実行され、設定されている場合は NSF プロ

シージャが起動します。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スロット 11 でスイッチオーバーが行われて

いることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 11

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 474
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 0 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

runversion が完了すると、新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンが新しいソフトウェア 
バージョンを実行し、アクティブだったスーパーバイザ エンジンがスタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンになります。スタンバイ スーパーバイザ エンジンがリセットされたうえでリロードされますが、以

前のソフトウェア バージョンのまま、Standby Hot ステータスでオンラインに戻ります。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンがアップグレード前のバージョンを実行し、アクティブがアップ

グレード後のバージョンを実行していることを確認するために、前に説明した show redundancy コマ

ンド、show redundancy states コマンド、および show issu state [detailed] コマンドを使用します。

4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 3（acceptversion）

この手順は任意です。これは ISSU ロール バック タイマーを停止する場合にのみ必要です。それ以外

の場合は、次のステップ（commitversion）に進むことができます 

Cisco IOS XE ソフトウェアは、アップグレードによって、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン

とスタンバイ スーパーバイザ エンジン間の通信が途絶えるのを避けるために、ISSU ロールバック タ
イマーを維持します。デフォルトでは、この時間は 45 分です。ロールバック タイマーの期間が切れる

前に commitversion コマンドが適用されない場合、VSS はアップグレード前のバージョンに戻りま

す。

acceptversion コマンドは、ロール バック タイマーを停止します。これによって、延長された期間、

現在のステート（アクティブ スーパーバイザ エンジン上でアップグレード後のバージョンが動作し、

スタンバイ スーパーバイザ エンジン上でアップグレード前のイメージを実行している runversion）に

システムを維持し、アップグレード後のソフトウェア バージョンの動作に問題がない場合にのみ 
commitversion ステートに進むことができます。

ここでは、ロールバック タイマーを停止する方法について説明します。これは、任意で行う操作です。
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次に、停止する前のタイマーを表示する例を示します。次の例では、「Automatic Rollback Time」情報

に、自動ロールバックが行われるまでの時間が示されています。

Switch> enable
Switch# show issu rollback-timer
     Rollback Process State = 00:31:09 remaining
   Configured Rollback Time = 00:45:00

Switch# issu acceptversion 611 bootflash:new_image
% Rollback timer stopped. Please issue the commitversion command.
Switch# show issu rollback-timer
     Rollback Process State = Not in progress
   Configured Rollback Time = 00:45:00

4 つのコマンドのシーケンスを使用する ISSU：手順 4（commitversion） 

commitversion の手順は、アップグレード後のイメージでスタンバイ スーパーバイザ エンジンをリ

ロードします。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# issu acceptversion [active-slot] 
[active-image-new]]

ロールバック タイマーを中止し、新しい Cisco IOS XE 
ISSU プロセスが ISSU プロセス中に自動的に中断されてい

ないようにします。

ロールバック タイマーによって指定された時間内に issu 
acceptversion コマンドを入力して、スーパーバイザ エン

ジンが外部への接続を確立したことを承認します。そうし

ないと、ISSU プロセスが終了し、ロールバック タイマー

が切れると、システムはスタンバイ スーパーバイザ エン

ジンに切り替えて、以前の Cisco IOS XE ソフトウェア 
バージョンに戻ります。

ステップ 3 Switch# show issu rollback-timer 自動ロールバックが行われるまでの時間を表示します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# issu commitversion [standby-slot] 
[standby-image-new]

新しい Cisco IOS XE ソフトウェア イメージがスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンにロードされるようにします。

ステップ 3 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。

ステップ 4 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新し

いイメージがロードされたことを確認します。
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次に、現在のスタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 1）をリセットして、新しい Cisco IOS 
XE ソフトウェア バージョンをリロードする例を示します。commitversion コマンドを入力したあと、

スタンバイ スーパーバイザ エンジンが Standby Hot ステートで起動します。

Switch> enable
Switch# issu commitversion 1 slavebootflash:new_image
%issu commitversion executed successfully

前のステートと同様に、VSS が目的のステートに到達したことを確認するために、show redundancy 
コマンド、show redundancy states コマンド、show issu state [detailed] コマンド、および show 
switch virtual コマンドを使用できます。

commitversion ステートの 後で、ISSU プロセスが完了します。これ以降、Cisco IOS XE ソフトウェ

ア バージョンのアップグレードまたはダウングレードを行うには、改めて、新しい ISSU プロセスの起

動が必要になります。

changeversion を使用した ISSU アップグレードの自動化

このタスクでは、issu changeversion コマンドを使用して 1 ステップの ISSU アップグレードを実行す

る方法について説明します。

「ISSU を実行するための前提条件」（P.5-50）を読み、適切な手順を実行したことを確認します。
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アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

次に、issu changeversion コマンドを使用して、ISSU アップグレード プロセスを開始する例を示しま

す。アップグレード手順の前後におけるスーパーバイザの状態を示す show switch virtual コマンド、

show issu state detail コマンド、show redundancy コマンド、および show redundancy states コマン

ドの出力が含まれます。

Switch> enable
Switch# show switch virtual
Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 16
Local switch number          : 1
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number           : 2
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# issu changeversion [active-slot 
active-image-new]] [standby-slot 
[standby-image-new]] [at hh:mm | in hh:mm] 
[quick]

単一ステップの完全アップグレード プロセス サイクルを

開始します。ユーザの介入なしで 4 つの標準コマンド

（issu loadversion、issu runversion、issu acceptversion、お

よび issu commitversion）のロジックを実行します。

active-slot：アクティブなスロット番号（仮想スロット番

号）を定義します。物理スロット番号から仮想スロット番

号を判別するには、show switch virtual slot-map コマン

ドを使用します。

new-image：アップグレード先の IOS XE イメージの URL 
を指定します。

standby-slot：スタンバイ スロット番号（仮想スロット番

号）を定義します。

standby-image：スタンバイ IOS XE イメージの URL を指

定します。

at hh:mm：将来開始する ISSU アップグレードをスケジュー

ルします。次の 24 時間以内にアップグレードを開始する正

確な時刻（hh:mm、24 時間形式）を入力します。

in hh:mm：将来開始する ISSU アップグレードをスケ

ジュールします。アップグレードを開始する前に経過する

時間および分の長さ（hh:mm 形式）を指定します（ 大 
99:59）。

quick：スイッチオーバー時に、スタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンを古いイメージではなく、新しいイメージで

ブートすることによって、アップグレードを高速化しま

す。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがロー

ドされ、SSO モードになっていることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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Switch#
Switch#show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 1

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                      Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 74
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 0 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 3 hours, 50 minutes
Switchovers system experienced = 2
              Standby failures = 1
        Last switchover reason = active unit removed

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 1/1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 45 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.SGN1.33 CISCO INTERNAL USE ONLY 
UNIVERSAL PRODUCTION K10 IOSD VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 09-Aug
               BOOT = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin,12;bootflash:cat4500e-
universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin,12;
        Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 2/1
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 25 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.SGN1.33 CISCO INTERNAL USE ONLY 
UNIVERSAL PRODUCTION K10 IOSD VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 09-Au
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               BOOT = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin,12;bootflash:cat4500e-
universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin,12;
        Configuration register = 0x2102

Switch# show issu state detail
                               Slot = 1
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 11
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show switch virtual slot-map
Virtual Slot to Remote Switch/Physical Slot Mapping Table:

Virtual    Remote      Physical   Module
Slot No    Switch No   Slot No    Uptime
---------+-----------+----------+----------
  1         1              1        00:44:19
  2         1              2        00:44:05
  3         1              3        00:43:49
  4         1              4          -    
  5         1              5          -    
  6         1              6          -    
  7         1              7          -    
  8         1              8          -    
  9         1              9          -    
  10        1              10         -    
  11        2              1        00:26:40
  12        2              2        00:44:48
  13        2              3        00:44:48
  14        2              4          -    
  15        2              5          -    
  16        2              6          -    
  17        2              7          -    
  18        2              8          -    
  19        2              9          -    
  20        2              10         -    
Switch# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

29122  -rw-   119519232  Aug 13 2012 19:13:14 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin
29125  -rw-   119286584  Aug 13 2012 22:30:02 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin

820875264 bytes total (581648384 bytes free)
Switch# dir slavebootflash:
Directory of slavebootflash:/
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58372  -rw-   119519232  Aug 14 2012 11:40:47 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin
58370  -rw-   119286584  Aug 14 2012 11:25:38 +00:00  
cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin

822910976 bytes total (583688192 bytes free)
Switch# issu changeversion 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin
%% 'issu changeversion' is now executing 'issu loadversion'
% issu loadversion executed successfully, Standby is being reloaded

%% changeversion finished executing loadversion, waiting for standby to reload and reach 
SSO ...

スイッチ 2 がダウン状態になり、アップグレード後のイメージでリブートし、SSO ホット スタンバイ 
ステートに到達します。

...

*Aug 14 15:45:45.931: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO) 
*Aug 14 15:48:45.958: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion is now executing 
'issu runversion'Please stand by while rebooting the system...

ステートフル スイッチオーバーが発生します。スイッチ 2 がアクティブ スイッチとして引き継ぎます。

スイッチ 1 がダウンし、（まだ、アップグレード前のイメージで）リブートし、SSO ホット スタンバイ 
ステートに到達します。

（この後、コンソール ログがスイッチ 2 で収集されます）

*Aug 14 15:54:49.164: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion is now executing 
'issu commitversion'

スイッチ 1 は再びダウン状態になり、（今回はアップグレード後のイメージで）ブートし、SSO ホット 
スタンバイとして起動します

Switch# show switch virtual
Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 16
Local switch number          : 2
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number           : 1
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Switch# show switch virtual slot-map
Virtual Slot to Remote Switch/Physical Slot Mapping Table:

Virtual    Remote      Physical   Module
Slot No    Switch No   Slot No    Uptime
---------+-----------+----------+----------
  1         1              1        00:01:21
  2         1              2        00:19:12
  3         1              3        00:19:12
  4         1              4          -    
  5         1              5          -    
  6         1              6          -    
  7         1              7          -    
  8         1              8          -    
  9         1              9          -    
  10        1              10         -    
  11        2              1        00:18:43
  12        2              2        00:18:17
  13        2              3        00:18:16
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  14        2              4          -    
  15        2              5          -    
  16        2              6          -    
  17        2              7          -    
  18        2              8          -    
  19        2              9          -    
  20        2              10         -    
Switch#show issu state detail
                               Slot = 11
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 1
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 11

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                      Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 74
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 0 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 4 hours, 16 minutes
Switchovers system experienced = 3
              Standby failures = 1
        Last switchover reason = active unit removed

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
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------------------------------
               Active Location = slot 2/1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 21 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.SGN1.34 CISCO INTERNAL USE ONLY 
UNIVERSAL PRODUCTION K10 IOSD VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 10-Aug
               BOOT = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin,12;bootflash:cat4500e-
universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin,12;
        Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 1/1
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 1 minute
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.SGN1.34 CISCO INTERNAL USE ONLY 
UNIVERSAL PRODUCTION K10 IOSD VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 10-Au
               BOOT = 
bootflash:cat4500e-universal.SSA.03.03.00.SGN1.34.151-2.SGN1.34.bin,12;bootflash:cat4500e-
universal.SSA.03.03.00.SGN1.33.151-2.SGN1.33.bin,12;
        Configuration register = 0x2102

次に、「at」コマンド オプション付きの issu changeversion を使用して、指定した時刻に ISSU アップ

グレード手順が自動的に開始されるようにスケジュールする例を示します。この例では、ISSU アップ

グレードが 16:30（24 時間形式）に開始するように指定します。

Switch> enable
Switch# issu changeversion 1 bootflash:y.bin 11 slavebootflash:y at 16:30
% 'issu changeversion' was executed at [ Aug 12 16:27:43 ].
% The planned ISSU changeversion is to occur in (hh:mm:ss) [ 00:03:00 ] at [ Apr 12 
16:30:43 ].
% Current system time: [ Aug 12 16:27:43 ]
% Planned upgrade image: bootflash:y.bin
% To cancel the planned upgrade, please execute 'issu abortversion'

Switch# show issu state detail
                               Slot = 1
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                        Changeversion = TRUE
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 11
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                        Changeversion = TRUE
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A
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ISSU プロセス中のソフトウェア アップグレードの中断

issu abortversion コマンドを入力して、どの段階においても手動で ISSU プロセスを中断できます

（issu commitversion コマンドを入力する前）。issu abortversion コマンドは、自動 ISSU アップグ

レードがまだ進行中に、issu changeversion コマンドを入力した後で発行することもできます。また、

ソフトウェアによる障害の検知によっても、ISSU プロセスは自動的に中断します。

（注） スタンバイ スーパーバイザ エンジンが Standby Hot ステートに移行する前に、issu abortversion コマ

ンドを発行すると、トラフィックが中断する可能性があります。

issu loadversion コマンドを発行したあとにプロセスを手動で中断した場合、スタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンがリセットされ、元のソフトウェアがリロードされます。

issu runversion または issu acceptversion コマンドのいずれかを入力したあとにプロセスが中断され

た場合は、元のソフトウェア バージョンを引き続き実行している新しいスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンで 2 回めのスイッチオーバーが実行されます。新しいソフトウェアを実行していたスーパーバイ

ザ エンジンがリセットされ、元のソフトウェア バージョンがリロードされます。

（注） アクティブ スーパーバイザ エンジン上で abortversion コマンドを発行する前に、スタンバイ スー

パーバイザ エンジンが完全にブートしていることを確認します。

ここでは、issu commitversion コマンドを使用して ISSU プロセスを完了する前に、ISSU プロセスを

中断する方法について説明します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

次に、現在のアクティブ スーパーバイザ エンジン用のスロットであるスロット番号 11 で ISSU プロセ

スを中止する例を示します。この例では、issu abortversion コマンドが入力された時点で ISSU アップ

グレード プロセスが Runversion ステートに入ります。

Switch> enable
Switch# show issu state detail
                               Slot = 11
                           RP State = Active
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:y.bin
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:x.bin

                               Slot = 1
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:y.bin

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# issu abortversion [active slot 
[active-image-new]]

進行中の ISSU アップグレードまたはダウングレード プ
ロセスをキャンセルし、スイッチをプロセスが開始する

前の状態に戻します。
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         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:x.bin

Switch# issu abortversion 11
% issu abortversion initiated successfully
Switch# show issu state detail

                               Slot = 1
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 11
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch#

アップグレード問題を回避するためのロールバック タイマーの設定

Cisco IOS XE ソフトウェアは、アップグレードによって、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン

とスタンバイ スーパーバイザ エンジン間の通信が途絶えるのを避けるために、ISSU ロールバック タ
イマーを維持します。

新しいソフトウェアがコミットされていない場合、または runversion モード中にスイッチへの接続が

失われた場合に待つ必要がないように、ロールバック タイマーを 45 分（デフォルト）以内に設定する

こともできます。逆に、新しい Cisco IOS XE ソフトウェア イメージをコミットする前に、その動作確

認に十分な時間が必要な場合は、ロールバック タイマーを 45 分より長く設定することもできます。

（注） 有効なタイマー値の範囲は、0 ～ 7200 秒（2 時間）です。0 秒の値を設定すると、ロールバック タイ

マーはディセーブルになります。

アクティブ スーパーバイザ エンジンの新しいイメージが正常に行われていることに満足し、現在の状

態を保つ場合は、issu acceptversion コマンドを実行することにより、承諾したことを示すことができ

ます。これにより、ロールバック タイマーが停止します。

この段階で issu commitversion コマンドを実行することは、issu acceptversion コマンドと issu 
commitversion コマンドの両方を入力することと同じです。現在の状態で一定期間実行しない予定で、

新しいソフトウェア バージョンに満足している場合は、issu commitversion コマンドを使用します。

（注） ロールバック タイマーは、ISSU の Init ステートでだけ設定できます。

ここでは、ロールバック タイマーを設定する方法について説明します。
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次に、ロールバック タイマーを 3600 秒に設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# issu set rollback-timer 3600
% Rollback timer value set to [ 3600 ] seconds

Switch(config)# exit

Switch# show issu rollback-timer
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 60:00

次の例で示すように、ロールバック タイマーは loadversion または runversion ステートで設定できませ

ん。

Switch# show issu state detail
                               Slot = 1
                           RP State = Active
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

                               Slot = 11
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

Switch# show issu rollback-timer 
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 60:00

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# issu set rollback-timer 20
% ISSU state should be [ init ] to set the rollback timer

ISSU 互換性マトリクス

ISSU 互換性マトリクスには、現在システム上で実行されている IOS XE ソフトウェア バージョンと他

のバージョンとの互換性に関する情報が含まれます。互換性マトリクスは 2 種類の情報を扱います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 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 Switch(config)# issu set rollback-timer value ロールバック タイマー値を設定します。設定可能な値の範

囲は 0 ～ 7200 です。

ステップ 4 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show issu rollback-timer ISSU ロールバック タイマーの現在の設定を表示します。
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• 「保存された情報」（P.5-76）

• 「ネゴシエートされた情報」（P.5-76）

保存された情報

保存された互換性マトリクスには、このリリースと互換性がある Catalyst 4500 プラットフォームの他

の IOS XE ソフトウェア リリースのリストが含まれます。この情報は事前に計算され、IOS XE イメー

ジ内に保存されます。

ISSU アップグレードを実行しようとすると、ソフトウェアがより高い（つまり、新しい）IOS XE 
バージョンを実行しているスーパーバイザ エンジンに保存された互換性マトリクスを検索します。こ

のマトリクスで、ソフトウェアはもう一方のスーパーバイザ エンジンで実行している IOS XE バー

ジョン番号（つまり、より低い、古いバージョン番号）を確認しようとします。この情報がない場合、

ISSU アップグレードを続行できません。

現在、Catalyst 4500 プラットフォームのすべての IOS XE リリースが Dynamic Image Version 機能

（DIVC）をサポートします。これは、次の例で示すように、指定されたバージョンの ISSU 互換性がダ

イナミックに計算されることを意味します。

Switch# show issu comp-matrix stored

Number of Matrices in Table = 1

        (1) Matrix for cat4500e-UNIVERSAL-M(182) - cat4500e-UNIVERSAL-M(182) 
        ==========================================
        Start Flag (0xDEADBABE)

                My Image ver:  03.03.01.SG
                Peer Version    Compatibility
                ------------    -------------
                03.02.00.SG             Dynamic(0)
                03.02.01.SG             Dynamic(0)
                03.02.00.XO             Dynamic(0)
                03.02.02.SG             Dynamic(0)
                03.02.03.SG             Dynamic(0)
                03.02.04.SG             Dynamic(0)
                03.03.00.SG             Dynamic(0)
                03.03.01.SG             Comp(3)

上記の保存された互換性マトリクスは IOS XE バージョン 03.03.01.SG 用です。

「Comp(3)」エントリは、IOS XE バージョン 03.03.01.SG はこのバージョンと互換性があり、 終結

果の成功が保証されていることを示します。

IOS XE バージョン 03.02.04.SG の「Dynamic(0)」エントリは、IOS XE バージョン 03.02.04.SG との

間における ISSU アップグレードが許可されていることを意味します。ただし、 終的に正常に ISSU 
ネゴシエーションを完了できるかどうかは、2 つのバージョンを構成する個々のソフトウェアの機能に

よって異なります。

IOS XE バージョン 03.01.01.SG はリストにありません。これは、そのバージョンからこの IOS XE 
バージョン（03.03.01.SG）への ISSU アップグレードができないことを意味します。

ネゴシエートされた情報

保存された互換性マトリクス情報は ISSU アップグレードを実行する前に使用されますが、ネゴシエー

トされた互換性マトリクス情報は ISSU アップグレードの実行中、または実行後の ISSU ステートに関

係します。これには、2 つのスーパーバイザ エンジン上の IOS XE イメージを構成するさまざまなソフ
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トウェア コンポーネントがステートをネゴシエートできるかどうかに関する情報が含まれます。その

ため、このデータは、失敗した ISSU アップグレード処理をトラブルシューティングするのに役立ちま

す。

ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、ネゴシエートされた互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch> enable
Switch# show issu comp-matrix negotiated

CardType: WS-C4503-E(182), Uid: 11,  Image Ver: 15.1(2)SGN1.34
Image Name: cat4500e-UNIVERSAL-M

Cid     Eid     Sid     pSid    pUid      Compatibility
=======================================================
2       1       131111  4       1         COMPATIBLE
3       1       65617   7       1         COMPATIBLE
4       1       131085  11      1         COMPATIBLE
5       1       131115  13      1         COMPATIBLE
...
...
7200    1       131105  75      1         COMPATIBLE
7201    1       131151  76      1         COMPATIBLE
7203    1       131127  74      1         COMPATIBLE
7301    1       131137  77      1         COMPATIBLE

Message group summary:
Cid     Eid     GrpId     Sid     pSid    pUid    Nego Result
=============================================================
2       1       1         131111  4       1       Y
3       1       1         65617   7       1       Y
4       1       1         131085  11      1       Y
5       1       1         131115  13      1       Y
...
...
7200    1       1         131105  75      1       Y
7201    1       1         131151  76      1       Y
7203    1       1         131127  74      1       Y

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入

力します（要求された場合）。

ステップ 2 Switch# show issu comp-matrix 
{negotiated | xml}

プレーン テキストまたは XML 形式で、ネゴシエートされ

た ISSU 互換性マトリクスを表示します。

• negotiated：ネゴシエートされた互換性マトリクス情

報をプレーン テキストで表示します。

• xml：ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を 
XML 形式で表示します。

（注） これらのコマンドは、IOSd プロセス内部のデータ

しか表示しません。

システム全体に関する情報を表示するには、show 
package compatibility コマンドを使用します。

ステップ 3 Switch# show package compatibility システムのすべてのクライアント互換性に関する情報を表

示します。
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7301    1       1         131137  77      1       Y

List of Clients:
Cid       Client Name              Base/Non-Base
================================================
2         ISSU Proto client        Base
3         ISSU RF                  Base
4         ISSU CF client           Base
5         ISSU Network RF client   Base
...
...
7200      ISSU Archive Client      Non-Base
7201      ISSU Rollback Client     Non-Base
7203      ISSU Shell Client        Non-Base
7301      ISSU ANCP Client         Non-Base

Switch#

次に、ネゴシエートされた非 IOSd クライアントに関する情報を表示する例を示します。

Switch# show package compatibility
     PackageName      PeerPackageName                       ModuleName    Compatibility
     -----------      --------------- --------------------------------    -------------
         rp_base              rp_base                              aaa       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                        aaacommon       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                    access_policy       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                         app_sess       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                     app_sess_ios       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                         auth_mgr       COMPATIBLE
......
......

Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされているハイ アベイラビリティ ソフトウェア機能につ

いて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

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

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ISSU（IOS In-Service Software Upgrade）

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7149/products_ios_protocol_group_home.html

拡張高システム可用性

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ha/configuration/xe-3s/asr1000/ha-config-stateful-switc
hover.html
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