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ハイアベイラビリティに関する情報
ハイアベイラビリティ（HA）の目的は、システム内で発生したハードウェアの障害およびソフト
ウェアのエラーの両方による影響を一定範囲内に抑えることです。 Cisco NX-OSオペレーティン
グシステムは、ネットワークレベル、システムレベル、およびサービスレベルでのハイアベイ

ラビリティに向けて設計されています。

次の Cisco NX-OS機能が、障害発生時のトラフィックの中断を防止または最小限に留めます。

•冗長性：ソフトウェアアーキテクチャのあらゆる面での冗長性。

•プロセスの分離：1つのプロセス内で発生したエラーで他のプロセスが中断されるのを防ぐ
ためのソフトウェアコンポーネント間の分離。

•再起動性：ほとんどのシステム機能およびサービスが分離されているため、エラーが発生し
ても、他のサービスは実行され続けている中で独立して再起動が可能。さらに、ほとんどの

システムサービスはステートフルな再起動を実行するため、その他のサービスに対して透過

的に稼働を再開できます。
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システムコンポーネント
Cisco Nexus 1000V InterCloudは、次のコンポーネントで構成されています。

• Cisco Prime Network Controller

• Cisco Nexus 1000V InterCloud仮想スーパーバイザモジュール（VSM）

•インタークラウドスイッチ

•インタークラウドエクステンダ

• VSM内でモジュールとして表される仮想イーサネットモジュール（VEM）

• VMware vCenterサーバなどのリモート管理コンポーネント。

さまざまなシステムコンポーネントに関する詳細情報については、『CiscoNexus 1000V InterCloud
Installation Guide』を参照してください。

インタークラウドリンク
Cisco Nexus 1000V InterCloudは、インタークラウドの冗長リンクによるシステムレベルのハイア
ベイラビリティソリューションを提供します。インタークラウドリンクは、企業とパブリック

クラウドの間のセキュアな接続です。セキュアなレイヤ 2トンネルにより、インタークラウドエ
クステンダとインタークラウドスイッチを接続して、企業ネットワークをクラウドに拡張しま

す。インタークラウドリンクは、企業内のインタークラウドエクステンダと、パブリッククラ

ウド内のインタークラウドスイッチからなる単一のユニットと見なされます。

サービスレベルハイアベイラビリティ

プロセスの分離

CiscoNX-OSソフトウェアには、「サービス」として知られる独立したプロセスがあります。サー
ビスはサブシステムまたはフィーチャセットの機能または機能セットを実行します。各サービス

およびサービスインスタンスは、独立した保護プロセスとして実行されます。このアプローチに

より、高いフォールトトレラントを備えたソフトウェアインフラストラクチャとサービス間での

障害の分離を実現できます。サービスインスタンスに障害が発生しても、その時点で実行されて

いる他のサービスに影響しません。また、サービスの各インスタンスは独立したプロセスとして

実行できます。つまり、ルーティングプロトコルの 2つのインスタンスは別々のプロセスとして
実行できます。
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プロセスの再起動性

Cisco NX-OSのプロセスは、保護メモリ領域内で互いに独立して、またカーネルとも独立して動
作します。このようにプロセスが分離されているため、障害が閉じこめられ、迅速な再起動が可

能になります。プロセスの再起動性により、プロセスレベルの障害によってシステム全体に障害

が及ぶのを防ぐことができます。また、大半のサービスはステートフルな再起動を実行できま

す。これにより、プラットフォーム内の他のサービス、およびネットワーク内の隣接デバイスへ

透過的に、障害の発生したサービスを再起動し、動作を再開できます。

システムレベルハイアベイラビリティ
Cisco Nexus InterCloud 1000Vは、プライマリとセカンダリの冗長インタークラウドリンクを HA
ペアとして実行することをサポートします。デュアルインタークラウドリンクは、アクティブ/
スタンバイ構成で動作します。常に、どちらか一方のインタークラウドリンクだけがアクティブ

状態にあり、もう一方のモジュールはスタンバイバックアップとして機能します。インタークラ

ウドリンクは Cisco Nexus 1000Vインタークラウドのインストール中にプライマリまたはセカン
ダリとして設定されます。

冗長マネージャ

冗長マネージャは、ゲートウェイ内およびゲートウェイ間のハイアベイラビリティ機能を管理し

て、システムレベルのハイアベイラビリティソリューションを提供する、Cisco Nexus 1000Vイ
ンタークラウドのサービスです。各ゲートウェイ内の冗長マネージャはピアゲートウェイと通信

し、システムが健全な状態であることを保障します。

インタークラウドエクステンダのハイアベイラビリティ

のハンドシェイク
Cisco Nexus 1000V InterCloud HAモデルでは、企業内のインタークラウドエクステンダとプロバ
イダークラウド内のインタークラウドスイッチとは、合わせて単独のユニットとして見なされま

す。 HA配置、実行中のインタークラウドリンクでの障害の影響を最小限に抑えるために、スタ
ンバイ状態の 2つめのリンクが存在します。

HAモードでは、2つのインタークラウドリンクがシステムに導入されます。インスタンス化中、
Cisco Prime Network Servicesコントローラは各インタークラウドエクステンダに HAロール（プ
ライマリまたはセカンダリ）を割り当てます。いったんローカルおよびピア情報で設定され、サ

イトツーサイトトンネルが確立されると、インタークラウドエクステンダはUDPポート 9984で
ハンドシェイクを実行します。最初のハンドシェイクでは、インタークラウドエクステンダはど

ちらをアクティブステートまたはスタンバイステートに移す必要があるか、HAロールを使用し
て決定します。通常、プライマリHAロールのインタークラウドエクステンダがアクティブにな
り、セカンダリ HAロールのインタークラウドエクステンダがスタンバイになります。
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ただし、最初のハンドシェイク中にプライマリのインタークラウドエクステンダと通信できない

場合、セカンダリのインタークラウドエクステンダがアクティブになる可能性があります。この

場合プライマリは、アップしてセカンダリインタークラウドエクステンダとハンドシェイクを実

行すると、スタンバイ状態になります。

アクティブなインタークラウドリンクで障害が発生すると、スタンバイのインタークラウドリン

クがアクティブ状態に移行し、障害が発生したインタークラウドリンクはリブートし、スタンバ

イ状態に移行します。

インタークラウドエクステンダのハイアベイラビリティ

のハートビート
ハンドシェイクがインタークラウドのプライマリおよびセカンダリエクステンダの間で発生する

と、データを共有するため、またシステムが健全な状態であることを保証するために、ハートビー

トを交換します。ハンドシェイクと同様に、ハートビートは UDPポート 9984で送受信されま
す。

ハートビートはローカルやピアの状態、コントロールフラグ、およびトンネルステータスなど

が含まれ、各インタークラウドエクステンダの冗長マネージャがシステム全体の健全性について

インテリジェントな判断をすることが可能になります。

次の間隔が、ハートビートメッセージを送信する場合に適用されます。

説明インターバル

ハートビート要求が送信される間隔。5秒

ハートビートの欠落が管理インターフェイスでの通信劣化を示すまでの間

隔で、これによりハートビートがサイトツーサイトのセキュアなトンネル

およびインタークラウドスイッチ経由でも送信されるようにします。

35秒

WAN接続の問題が発生した場合に、スタンバイのインタークラウドリン
クがリロードされるまでの間隔。これにより、両方のインタークラウド

エクステンダに障害が発生してWAN接続の問題を誤検出する結果になる
可能性を防止します。

300秒

トンネルマネージャがハートビートの欠落のためにサイトツーサイトのセ

キュアなトンネルの破棄を宣告するまでの間隔。スタンドアロンモード

では、インタークラウドエクステンダとインタークラウドスイッチの両

方が再起動されます。HAモードでは、スイッチオーバーが発生し、障害
が発生したインタークラウドリンクが再起動し、スタンバイ状態として回

復します。

240秒
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管理およびトンネルインターフェイスの冗長性

アクティブなインタークラウドエクステンダは、ハートビート要求をスタンバイのインタークラ

ウドエクステンダに送信し、スタンバイのインタークラウドエクステンダは応答を送信します。

スタンバイのインタークラウドエクステンダは、ハートビート要求を 30秒間受信しなかった場
合、アクティブなインタークラウドエクステンダに明示的な要求を送信します。応答がない場

合、スタンバイのインタークラウドエクステンダは、インタークラウドリンク内のインタークラ

ウドスイッチ経由でハートビート要求を送信し、それからアクティブなインタークラウドリンク

内のHAピアインタークラウドスイッチに転送し、最後に目的のアクティブなインタークラウド
エクステンダに転送します。

応答が受信されると、インタークラウドエクステンダはインタークラウドエクステンダ間の接続

問題の検出を説明するログを出力します。応答が受信されない場合、スタンバイのインタークラ

ウドエクステンダはスイッチオーバーを開始します。その結果、スタンバイのインタークラウド

リンクがアクティブ状態に移行し、障害が発生したインタークラウドリンクは再起動され、スタ

ンバイ状態で起動します。

いずれかのゲートウェイ間で制御接続が失われた場合、冗長ハートビートメカニズムは失敗

します。 2個の冗長ハートビート要求が 5秒にわたって失敗する場合、ソースインタークラ
ウドエクステンダは HAピアインタークラウドに障害が発生したと見なします。

（注）

スプリットブレインの解決
インタークラウドエクステンダ、インタークラウドスイッチ、およびCiscoPrimeNetworkServices
Controllerの間で接続の問題が発生した場合、両方のインタークラウドエクステンダがアクティブ
ロールとなる可能性があります。この状態はアクティブ-アクティブまたはスプリットブレイン
状態と呼ばれます。システム内の通信が回復すると、インタークラウドエクステンダは、再起動

された場合にシステムへの影響が小さいのはどちらかを判定するために情報を交換します。

インタークラウドエクステンダの接続が失われただけでスプリットブレインが発生することはあ

りません。スタンバイのインタークラウドエクステンダがハートビート障害のためにアクティブ

になるときには、障害の発生したインタークラウドリンクを再起動するよう Cisco Prime Network
Services Controllerに要求を送信するからです。障害の発生したインタークラウドリンクは、起動
するとスタンバイ状態に移行します。

スプリットブレインが発生する可能性があるシナリオは、Cisco Prime Network Services Controller
と、アクティブに移行中のスタンバイインタークラウドエクステンダとの接続が失われる場合で

す。この場合、障害の発生したインタークラウドリンク内のゲートウェイが再起動されず、アク

ティブ-アクティブのシナリオが発生します。

アクティブ-アクティブのシナリオが発生すると、ハンドシェイク解決時に次のパラメータを検討
します。
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•送信されたハートビート：一定のしきい値内でより多くのハートビートを送信したインター
クラウドエクステンダがアクティブのままになります。送信されたハートビートの違いが

あまりない場合、解決は HAロールに基づきます。

• HAロール：HAロールがプライマリのインタークラウドエクステンダがアクティブのまま
になります。

スタンバイ状態に移行するインタークラウドリンクは、プラットフォームコンポーネントの多く

がアクティブからスタンバイへの遷移をサポートしていないため、再起動されます。再起動され

たインタークラウドリンクは、アクティブなインタークラウドエクステンダとのハンドシェイク

実行後、スタンバイに移行します。
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