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HSRP の設定
この章では、ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）を使用する方法について説明しま
す。これによって、IPトラフィックルーティングに冗長性を提供し、個々のルータのアベイラビ
リティに依存しないルーティングを実現します。

レイヤ 2モードの HSRPのバージョンを使用すると、クラスタコマンドスイッチが故障した場
合、クラスタ管理を引き継ぐ冗長コマンドスイッチを設定することもできます。

機能情報の確認

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

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ

びソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

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

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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HSRP の設定に関する情報

HSRP の概要
HSRPは、デフォルトゲートウェイ IPアドレスが設定された IEEE802LAN上の IPホストにファー
ストホップ冗長性を確保することでネットワークのアベイラビリティを高めるシスコの標準方式

です。HSRPを使用すると、特定のルータのアベイラビリティに依存せず IPトラフィックをルー
ティングできます。また、一連のルータインターフェイスを組み合わせることで、1台の仮想ルー
タ、または LAN上のホストへのデフォルトゲートウェイのように機能させることができます。
ネットワークまたはセグメント上に HSRPを設定すると、仮想MAC（メディアアクセスコント
ロール）アドレス、および設定されたルータグループ間で共有される IPアドレスを使用できるよ
うになりHSRPが設定された複数のルータは、仮想ルータのMACアドレスおよび IPネットワー
クアドレスを使用できるようになります。仮想ルータは、実際には存在しません。仮想ルータ

は、相互にバックアップ機能を提供するように設定されている複数のルータの共通のターゲット

を表します。1台のルータがアクティブなルータとして、もう 1台のルータがスタンバイルータ
として選択されます。スタンバイルータは、指定されたアクティブルータが故障した場合に、グ

ループのMACアドレスおよび IPアドレスを制御するルータです。

HSRPグループ内のルータには、ルーテッドポート、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）
など、HSRPをサポートする任意のルータインターフェイスを指定できます。

（注）

HSRPは、ネットワーク上のホストからの IPトラフィックに冗長性を提供することで、ネットワー
クのアベイラビリティを高めます。アクティブルータは、ルータインターフェイスのグループ内

でパケットのルーティングを実行するために選択されたルータです。スタンバイルータは、アク

ティブルータが故障した場合、または事前に設定した条件が満たされた場合に、ルーティング作

業を引き継ぐルータです。

HSRPは、ホストがルータディスカバリプロトコルをサポートしておらず、選択されたルータの
リロードや電源故障時に新しいルータに切り替えることができない場合に有効です。HSRPをネッ
トワークセグメントに設定すると、HSRPは仮想MACアドレスと IPアドレスを 1つずつ提供し
ます。このアドレスは、HSRPが動作するルータインターフェイスグループ内のルータインター
フェイス間で共有できます。プロトコルによってアクティブルータとして選択されたルータは、

グループのMACアドレス宛てのパケットを受信し、ルーティングします。n台のルータで HSRP
が稼働している場合、n +1個の IPアドレスおよびMACアドレスが割り当てられます。

指定されたアクティブルータの故障をHSRPが検出すると、選択されているスタンバイルータが
ホットスタンバイグループのMACアドレスおよび IPアドレスの制御を引き継ぎます。この時点
で新しいスタンバイルータも選択されます。HSRPが稼働しているデバイスは、マルチキャスト
UDPベースの helloパケットを送受信することにより、ルータ障害の検出、アクティブルータお
よびスタンバイルータの指定を行います。インターフェイスに HSRPが設定されている場合、そ
のインターフェイスではインターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）のリダイレクトメッ
セージが自動的にイネーブルになっています。

レイヤ 3で動作するスイッチおよびスイッチスタック間で複数のホットスタンバイグループを
設定すると、冗長ルータをさらに活用できます。そのためには、インターフェイスに設定するホッ
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トスタンバイコマンドグループごとにグループ番号を指定します。たとえば、スイッチ 1のイン
ターフェイスをアクティブルータ、スイッチ 2のインターフェイスをスタンバイルータとして設
定できます。また、スイッチ 2の別のインターフェイスをアクティブルータ、スイッチ 1の別の
インターフェイスをスタンバイルータとして設定することもできます。

次の図に、HSRP用に設定されたネットワークのセグメントを示します。各ルータには、仮想ルー
タのMACアドレスおよび IPネットワークアドレスが設定されています。ルータ Aの IPアドレ
スをネットワーク上のホストに設定する代わりに、デフォルトルータとして仮想ルータの IPアド
レスを設定します。ホスト Cからホスト Bにパケットが送信される場合、ホスト Cは仮想ルータ
のMACアドレスにパケットを送信します。何らかの理由により、ルータ Aがパケットの転送を
停止すると、ルータBが仮想 IPアドレスおよび仮想MACアドレスに応答してアクティブルータ
となり、アクティブルータの作業を行います。ホスト Cは引き続き仮想ルータの IPアドレスを
使用し、ホスト B宛のパケットをアドレッシングします。ルータ Bはそのパケットを受信し、ホ
スト Bに送信します。ルータ BはHSRPの機能を使用し、ルータAが動作を再開するまで、ホス
ト Bのセグメント上のユーザと通信する必要があるホスト Cのセグメント上のユーザに連続的に
サービスを提供します。また、ホストAセグメントとホスト Bの間で、引き続き通常のパケット
処理機能を実行します。

図 1：HSRP の一般的な構成

レイヤ 3で動作するスイッチおよびスイッチスタック間で複数のホットスタンバイグループを
設定すると、冗長ルータをさらに活用できます。そのためには、インターフェイスに設定するホッ

トスタンバイコマンドグループごとにグループ番号を指定します。たとえば、スイッチ 1のイン
ターフェイスをアクティブルータ、スイッチ 2のインターフェイスをスタンバイルータとして設
定できます。また、スイッチ 2の別のインターフェイスをアクティブルータ、スイッチ 1の別の
インターフェイスをスタンバイルータとして設定することもできます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォームコンフィギュレーション
ガイド

3

HSRP の設定
HSRP の設定に関する情報



HSRP のバージョン
以降でサポートされているホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）のバージョンは次のと
おりです。

スイッチでは、次の HSRPバージョンがサポートされます。

• HSRPv1：HSRPのバージョン 1（デフォルトのバージョン）。次の機能があります。

◦ HSRPグループ番号は 0～ 255まで使用できます。

◦ HSRPv1は 224.0.0.2のマルチキャストアドレスを使用して helloパケットを送信します
が、これはCiscoGroupManagementProtocol（CGMP）の脱退処理と競合します。HSRPv1
と CGMPは相互に排他的なため、同時には使用できません。

• HSRPv2：HSRPのバージョン 2。このバージョンには次の機能があります。

◦ HSRPv2は 224.0.0.102のマルチキャストアドレスを使用して helloパケットを送信しま
す。HSRPv2とCGMP脱退処理は相互に排他的ではありません。同時に使用できます。

◦ HSRPv2のパケット形式は、HSRPv1とは異なります。

HSRPv1を実行しているスイッチは、ルータの送信元MACアドレスが仮想MACアドレスのた
め、helloパケットを送信した物理的なルータを特定できません。

HSRPv2のパケット形式は、HSRPv1とは異なります。HSRPv2パケットは、パケットを送信した
物理ルータのMACアドレスを格納できる 6バイトの識別子フィールドを持った、Type Length
Value（TLV）形式を使用します。

HSRPv1を実行しているインターフェイスがHSRPv2パケットを取得した場合、このタイプフィー
ルドは無視されます。

MHSRP
スイッチは、Multiple HSRP（MHSRP）をサポートします。MHSRPは HSRPの拡張版で、複数の
HSRPグループ間でのロードシェアリングが可能です。ホストネットワークからサーバネット
ワークまで、ロードバランシングを実現して複数のスタンバイグループ（およびパス）を使用す

るために、MHSRPを設定できます。

下の図では、半分のクライアントがルータAに設定されており、もう半分はルータ Bに設定され
ています。ルータ Aおよびルータ Bの設定により、合計 2つの HSRPグループが確立されていま
す。グループ 1では、ルータAに最高のプライオリティが割り当てられているので、ルータAが
デフォルトのアクティブルータになり、ルータBがスタンバイルータとなります。グループ 2で
は、ルータ Bに最も高いプライオリティが割り当てられているため、ルータ Bがデフォルトのア
クティブルータであり、ルータAがスタンバイルータです。通常の運用では、2つのルータが IP
トラフィック負荷を分散します。いずれかのルータが使用できなくなると、もう一方のルータが

アクティブになり、使用できないルータのパケット転送機能を引き継ぎます。
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MHSRPでは、ルータに障害が発生して正常に戻った場合にプリエンプションによりロード
シェアリングを復元するために、standby preemptインターフェイスコンフィギュレーション
コマンドを HSRPインターフェイスで入力する必要があります。

（注）

図 2：MHSRP ロードシェアリング

関連トピック

MHSRPの設定, （12ページ）

SSO HSRP
SSOHSRPは、冗長なルートプロセッサ（RP）を装備したデバイスがステートフルスイッチオー
バー（SSO）冗長モード用に設定されているときの HSRPの動作を変更します。ある RPがアク
ティブで、もう一方のRPがスタンバイになっているとき、アクティブRPに障害が発生すると、
SSOは処理を引き継ぐスタンバイ RPをイネーブルにします。

この機能を使用すると、HSRPの SSO情報がスタンバイ RPに同期されるため、HSRP仮想 IPア
ドレスを使用して送信されるトラフィックをスイッチオーバー中も引き続き転送できるほか、デー

タの損失やパスの変更も発生しません。さらに、HSRPアクティブデバイスの両方の RPに障害
が発生しても、スタンバイ状態の HSRPデバイスが HSRPアクティブデバイスとして処理を引き
継ぎます。

この機能は、動作の冗長モードが SSOに設定されている場合にデフォルトでイネーブルになって
います。
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HSRP の設定方法

HSRP のデフォルト設定

表 1：HSRP のデフォルト設定

デフォルト設定機能

Version 1HSRPバージョン

未設定HSRPグループ

0スタンバイグループ番号

0000.0c07.acXXに指定されたシステム。XXは、HSRPグループ番
号

スタンバイMACアドレス

100スタンバイプライオリティ

0（遅延なし）スタンバイ遅延

10スタンバイでのインター

フェイスプライオリティの

追跡

3秒スタンバイ hello時間

10秒スタンバイホールドタイム

HSRP HSRP 設定時の注意事項
• HSRPv2およびHSRPv1は相互に排他的です。HSRPv2は、同じインターフェイス上でHSRPv1
と一緒には動作しません（その逆も同様）。

•以下の手順では、次に示すレイヤ 3インターフェイスの 1つを指定する必要があります。

◦ルーテッドポート：インターフェイスコンフィギュレーションモードで no switchport
コマンドを入力して、レイヤ 3ポートとして設定された物理ポートです。

◦ SVI：グローバルコンフィギュレーションモードで interface vlan vlan_idによって作成
された VLANインターフェイス。デフォルトではレイヤ 3インターフェイスです。

◦レイヤ 3モードの Etherchannelポートチャネル：グローバルコンフィギュレーション
モードで interface port-channel port-channel-numberを使用し、イーサネットインター
フェイスをチャネルグループにバインドして作成されたポートチャネル論理インター

フェイスです。

•すべてのレイヤ 3インターフェイスに IPアドレスを割り当てる必要があります。
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•インターフェイスの HSRPバージョンを変更する場合、HSRPグループは新しいMACアド
レスを持つことになるため、リセットされます。

HSRP のイネーブル化
インターフェイスコンフィギュレーションコマンド standby ipは、設定されているインターフェ
イスで HSRPをアクティブ化します。IPアドレスを指定した場合は、IPアドレスがホットスタン
バイグループの指定アドレスとして使用されます。IPアドレスを指定しなかった場合は、スタン
バイ機能によってアドレスが学習されます。指定アドレスを使用し、LAN上に少なくとも 1つの
レイヤ 3ポートを設定する必要があります。IPアドレスを設定すると、常に、現在使用されてい
る別の指定アドレスが、設定した IPアドレスに変更されます。

standby ipコマンドがインターフェイス上でイネーブルに設定され、プロキシ ARPがイネーブル
の場合、インターフェイスのホットスタンバイステートがアクティブになると、プロキシARP要
求に対する応答は、ホットスタンバイグループのMACアドレスを使用して実行されます。イン
ターフェイスが別のステートの場合、プロキシ ARPの応答は抑制されます。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. standby version {1| 2}
4. standby[group-number] ip [ip-address [secondary]]
5. end
6. show standby[interface-id[group]]
7. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。configure terminal

例：
Switch(config)# configure
terminal

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、HSRP
をイネーブルにするレイヤ 3インターフェイスを入力します。

interface interface-id

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 2   

（任意）インターフェイスに HSRPバージョンを設定します。standby version {1| 2}

例：
Switch(config-if)# standby
version 1

ステップ 3   

• 1：HSRPv1を選択します。

• 2：HSRPv2を選択します。
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目的コマンドまたはアクション

このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない場

合、インターフェイスはデフォルトのHSRPバージョンであるHSRPv1
を実行します。

HSRPグループの番号および仮想 IPアドレスを使用して、HSRPグ
ループを作成（またはイネーブルに）します。

standby[group-number] ip
[ip-address [secondary]]

例：
Switch(config-if)# standby 1
ip

ステップ 4   

•（任意）group-number：HSRPをイネーブルにするインターフェ
イスのグループ番号を指定します。指定できる範囲は 0～ 255
です。デフォルトは 0です。HSRPグループが 1つしかない場
合は、グループ番号を入力する必要はありません。

•（1つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）ip-address：
ホットスタンバイルータインターフェイスの仮想 IPアドレス
を指定します。少なくとも 1つのインターフェイスに対して仮
想 IPアドレスを入力する必要があります。他のインターフェイ
スは、その仮想 IPアドレスを学習します。

•（任意）secondary：IPアドレスがセカンダリホットスタンバ
イルータインターフェイスであることを指定します。ルータが

セカンダリルータとスタンバイルータのいずれにも指定され

ず、かつプライオリティも設定されていない場合は、プライマ

リ IPアドレスが比較され、IPアドレスが大きいルータがアク
ティブルータ、IPアドレスが 2番めに大きいルータがスタンバ
イルータになります。

特権 EXECモードに戻りますend

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

スタンバイグループの設定を確認します。show standby[interface-id[group]]

例：

Switch # show standby

ステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-config

例：

Switch# copy running-config
startup-config

ステップ 7   
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関連トピック

HSRPのイネーブル化：例, （23ページ）

HSRP のプライオリティの設定
standby priority, standby preempt、および standby trackインターフェイスコンフィギュレーショ
ンコマンドはいずれも、アクティブルータとスタンバイルータを検索するための特性、および

新しいアクティブルータが処理を引き継いだ場合の動作を設定するために使用できます。

HSRPプライオリティを設定する場合の注意事項は、次のとおりです。

•プライオリティを割り当てておくと、アクティブルータおよびスタンバイルータを選択で
きます。プリエンプションがイネーブルの場合は、プライオリティが最高のルータがアク

ティブルータになります。プライオリティが等しい場合は、現在アクティブなルータに変更

はありません。

•最大の値（1～255）が、最高のプライオリティ（アクティブルータになる確率が最も高い）
を表します。

•プライオリティ、プリエンプト、またはその両方を設定するときは、少なくとも 1つのキー
ワード（priority、preempt、または両方）を指定する必要があります。

•インターフェイスが standby trackコマンドによって設定されている場合、ルータ上の別のイ
ンターフェイスがダウンすると、デバイスのプライオリティが動的に変更されることもあり

ます。

• standby trackインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを実行すると、ルータの
ホットスタンバイプライオリティとインターフェイスのアベイラビリティが関連付けられま

す。この機能は、HSRP用に設定されていないインターフェイスを追跡する場合に有効です。
追跡対象のインターフェイスが故障すると、トラッキングが設定されているデバイスのホッ

トスタンバイプライオリティが10減少します。追跡対象でないインターフェイスの場合は、
そのステートが変わっても、設定済みデバイスのホットスタンバイプライオリティは変わり

ません。ホットスタンバイ用に設定されたインターフェイスごとに、追跡するインターフェ

イスのリストを個別に設定できます。

• standby track interface-priorityインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを実行す
ると、追跡対象のインターフェイスがダウンした場合のホットスタンバイプライオリティの

減少幅を指定できます。インターフェイスが稼働状態に戻ると、プライオリティは同じ分だ

け増加します。

• interface-priority値が設定されている場合に、複数の追跡対象インターフェイスがダウンする
と、設定済みプライオリティの減少幅が累積されます。プライオリティ値が設定されていな

い追跡対象インターフェイスが故障した場合、デフォルトの減少幅は 10です。この値は累
積されません。

•インターフェイスに対してルーティングを最初にイネーブルにした時点で、完全なルーティ
ングテーブルは存在しません。このインターフェイスがプリエンプトに設定されている場合

はアクティブルータになりますが、十分なルーティング処理はできません。この問題を解決

するには、ルータがルーティングテーブルを更新できるように遅延時間を設定します。
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インターフェイスに HSRPプライオリティ特性を設定するには、特権 EXECモードで次の手順を
実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. standby [group-number] prioritypriority
4. standby [group-number] preempt [delay [minimumseconds] [reloadseconds] [syncseconds]]
5. standby [group-number] track type number[interface-priority]
6. end
7. show running-config
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。configure terminal

例：
Switch # configure terminal

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、プライオ

リティを設定する HSRPインターフェイスを入力します。
interface interface-id

例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 2   

アクティブルータを選択するときに使用される priority値を設定しま
す。指定できる範囲は 1～ 255です。デフォルトプライオリティは 100
です。最大の値が、最高のプライオリティを表します。

standby [group-number]
prioritypriority

例：
Switch(config-if)# standby 120
priority 50

ステップ 3   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ルータを preemptに設定し、ローカルルータのプライオリティがアク
ティブルータよりも高い場合は、アクティブルータとなります。

standby [group-number] preempt
[delay [minimumseconds]
[reloadseconds] [syncseconds]]

ステップ 4   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。
例：
Switch(config-if)# standby 1
preempt delay 300

•（任意）delay minimum：ローカルルータがアクティブルータの
役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期します。

指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時間）で、デフォルトは 0です
（引き継ぐ前の遅延はありません）。

•（任意）delayreload：ローカルルータがリロードの後アクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期
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目的コマンドまたはアクション

します。指定できる範囲は 0～ 3600（1時間）で、デフォルトは
0です（リロードの後、引き継ぐ前の遅延はありません）。

•（任意）delay sync：IP冗長性クライアントが応答できるように
（okまたは wait応答）、ローカルルータがアクティブルータの
役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期します。

指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時間）で、デフォルトは 0です
（引き継ぐ前の遅延はありません）。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

他のインターフェイスを追跡するようにインターフェイスを設定しま

す。この設定により、他のインターフェイスの 1つがダウンした場合
は、そのデバイスのホットスタンバイプライオリティが減少します。

standby [group-number] track
type number[interface-priority]

例：
Switch(config-if)# standby
track interface
gigabitethernet1/1/1

ステップ 5   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

• type：追跡対象のインターフェイスタイプを（インターフェイス
番号とともに）入力します。

• number：追跡対象のインターフェイス番号を（インターフェイス
タイプとともに）入力します。

•（任意）interface-priority：インターフェイスがダウンした場合、
または稼働状態に戻った場合に、ルータのホットスタンバイプラ

イオリティを減少または増加させる幅を入力します。デフォルト

値は 10です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステップ 7   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 8   

関連トピック

HSRPのプライオリティの設定：例, （24ページ）
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MHSRP の設定
MHSRPおよびロードバランシングをイネーブルにするには、MHSRPの項のMHSRPロードシェ
アリングの図に示したように、グループのアクティブルータとして 2つのルータを設定し、スタ
ンバイルータとして仮想ルータを設定します。ルータに障害が発生して正常に戻った場合、プリ

エンプションを発生させてロードバランシングを復元するために、standbypreemptインターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドをそれぞれのHSRPインターフェイスで入力する必要があ
ります。

ルータ Aはグループ 1のアクティブルータとして、ルータ Bはグループ 2のアクティブルータ
として設定されています。ルータ Aの HSRPインターフェイスの IPアドレスは 10.0.0.1、グルー
プ 1のスタンバイプライオリティは 110（デフォルトは 100）です。ルータ Bの HSRPインター
フェイスの IPアドレスは 10.0.0.2、グループ 2のスタンバイプライオリティは 110です。

グループ 1は仮想 IPアドレス 10.0.0.3を使用し、グループ 2は仮想 IPアドレス 10.0.0.4を使用し
ます。

関連トピック

MHSRP, （4ページ）

ルータ A の設定

手順の概要

1. configure terminal
2. interface type number
3. no switchport
4. ip address ip-address mask
5. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
6. standby [group-number] priority priority
7. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
8. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
9. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
10. end
11. show running-config
12. copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。configure terminal

例：
Switch # configure terminal

ステッ

プ 1   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：
Switch (config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステッ

プ 2   

レイヤ 2モードになっているインターフェイスを、レイヤ 3
設定用にレイヤ 3モードに切り替えます。

no switchport

例：
Switch (config)# no switchport

ステッ

プ 3   

インターフェイスの IPアドレスを指定します。ip address ip-address mask

例：
Switch (config-if)# 10.0.0.1 255.255.255.0

ステッ

プ 4   

HSRPグループの番号および仮想 IPアドレスを使用して、
HSRPグループを作成します。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

ステッ

プ 5   

•（任意）group-number：HSRPをイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる

範囲は 0～ 255です。デフォルトは 0です。HSRPグ
ループが1つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。

•（1つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイルータインターフェイス
の仮想 IPアドレスを指定します。少なくとも 1つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IPアドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。

•（任意）secondary：IPアドレスがセカンダリホットス
タンバイルータインターフェイスであることを指定し

ます。ルータがセカンダリルータとスタンバイルータ

のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ

れていない場合は、プライマリ IPアドレスが比較され、
IPアドレスが大きいルータがアクティブルータ、IPア
ドレスが 2番めに大きいルータがスタンバイルータに
なります。
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目的コマンドまたはアクション

アクティブルータを選択するときに使用されるpriority値を
設定します。指定できる範囲は 1～ 255です。デフォルトプ

standby [group-number] priority priority

例：
Switch(config-if)# standby 1 priority 110

ステッ

プ 6   
ライオリティは 100です。最大の値が、最高のプライオリ
ティを表します。

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

ルータを preemptに設定し、ローカルルータのプライオリ
ティがアクティブルータよりも高い場合は、アクティブルー

タとなります。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 1 preempt delay
300

ステッ

プ 7   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：ローカルルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数

だけ延期します。指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時
間）で、デフォルトは0です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。

•（任意）delay reload：ローカルルータがリロードの後
アクティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指

定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0～
3600（1時間）で、デフォルトは 0です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。

•（任意）delay sync：IP冗長性クライアントが応答でき
るように（okまたは wait応答）、ローカルルータがア
クティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定

された秒数だけ延期します。指定できる範囲は0～3600
秒（1時間）で、デフォルトは 0です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

HSRPグループの番号および仮想 IPアドレスを使用して、
HSRPグループを作成します。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4

ステッ

プ 8   

•（任意）group-number：HSRPをイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる

範囲は 0～ 255です。デフォルトは 0です。HSRPグ
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目的コマンドまたはアクション

ループが1つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。

•（1つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイルータインターフェイス
の仮想 IPアドレスを指定します。少なくとも 1つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IPアドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。

•（任意）secondary：IPアドレスがセカンダリホットス
タンバイルータインターフェイスであることを指定し

ます。ルータがセカンダリルータとスタンバイルータ

のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ

れていない場合は、プライマリ IPアドレスが比較され、
IPアドレスが大きいルータがアクティブルータ、IPア
ドレスが 2番めに大きいルータがスタンバイルータに
なります。

ルータを preemptに設定し、ローカルルータのプライオリ
ティがアクティブルータよりも高い場合は、アクティブルー

タとなります。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 2 preempt delay
300

ステッ

プ 9   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：ローカルルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数

だけ延期します。指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時
間）で、デフォルトは0です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。

•（任意）delay reload：ローカルルータがリロードの後
アクティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指

定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0～
3600（1時間）で、デフォルトは 0です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。

•（任意）delay sync：IP冗長性クライアントが応答でき
るように（okまたは wait応答）、ローカルルータがア
クティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定

された秒数だけ延期します。指定できる範囲は0～3600
秒（1時間）で、デフォルトは 0です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。
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目的コマンドまたはアクション

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステッ

プ 10   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステッ

プ 11   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copy running-config startup-configステッ

プ 12   

関連トピック

MHSRPの設定：例, （24ページ）

ルータ B の設定

手順の概要

1. configure terminal
2. interface type number
3. no switchport
4. ip address ip-address mask
5. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
6. standby [group-number] priority priority
7. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
8. standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]
9. standby [group-number] preempt [delay [minimum seconds] [reload seconds] [sync seconds]]
10. end
11. show running-config
12. copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。configure terminal

例：
Switch # configure terminal

ステッ

プ 1   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：
Switch (config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステッ

プ 2   

レイヤ 2モードになっているインターフェイスを、レイヤ 3
設定用にレイヤ 3モードに切り替えます。

no switchport

例：
Switch (config)# no switchport

ステッ

プ 3   

インターフェイスの IPアドレスを指定します。ip address ip-address mask

例：
Switch (config-if)# 10.0.0.2 255.255.255.0

ステッ

プ 4   

HSRPグループの番号および仮想 IPアドレスを使用して、
HSRPグループを作成します。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

ステッ

プ 5   

•（任意）group-number：HSRPをイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる

範囲は 0～ 255です。デフォルトは 0です。HSRPグ
ループが1つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。

•（1つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイルータインターフェイス
の仮想 IPアドレスを指定します。少なくとも 1つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IPアドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。

•（任意）secondary：IPアドレスがセカンダリホットス
タンバイルータインターフェイスであることを指定し

ます。ルータがセカンダリルータとスタンバイルータ

のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ

れていない場合は、プライマリ IPアドレスが比較され、
IPアドレスが大きいルータがアクティブルータ、IPア
ドレスが 2番めに大きいルータがスタンバイルータに
なります。
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目的コマンドまたはアクション

アクティブルータを選択するときに使用されるpriority値を
設定します。指定できる範囲は 1～ 255です。デフォルトプ

standby [group-number] priority priority

例：
Switch(config-if)# standby 1 priority 110

ステッ

プ 6   
ライオリティは 100です。最大の値が、最高のプライオリ
ティを表します。

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

ルータを preemptに設定し、ローカルルータのプライオリ
ティがアクティブルータよりも高い場合は、アクティブルー

タとなります。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 1 preempt delay
300

ステッ

プ 7   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：ローカルルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数

だけ延期します。指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時
間）で、デフォルトは0です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。

•（任意）delay reload：ローカルルータがリロードの後
アクティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指

定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0～
3600（1時間）で、デフォルトは 0です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。

•（任意）delay sync：IP冗長性クライアントが応答でき
るように（okまたは wait応答）、ローカルルータがア
クティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定

された秒数だけ延期します。指定できる範囲は0～3600
秒（1時間）で、デフォルトは 0です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

HSRPグループの番号および仮想 IPアドレスを使用して、
HSRPグループを作成します。

standby[group-number]ip[ip-address[secondary]]

例：
Switch (config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4

ステッ

プ 8   

•（任意）group-number：HSRPをイネーブルにするイン
ターフェイスのグループ番号を指定します。指定できる

範囲は 0～ 255です。デフォルトは 0です。HSRPグ
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目的コマンドまたはアクション

ループが1つしかない場合は、グループ番号を入力する
必要はありません。

•（1つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）
ip-address：ホットスタンバイルータインターフェイス
の仮想 IPアドレスを指定します。少なくとも 1つのイ
ンターフェイスに対して仮想 IPアドレスを入力する必
要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP
アドレスを学習します。

•（任意）secondary：IPアドレスがセカンダリホットス
タンバイルータインターフェイスであることを指定し

ます。ルータがセカンダリルータとスタンバイルータ

のいずれにも指定されず、かつプライオリティも設定さ

れていない場合は、プライマリ IPアドレスが比較され、
IPアドレスが大きいルータがアクティブルータ、IPア
ドレスが 2番めに大きいルータがスタンバイルータに
なります。

ルータを preemptに設定し、ローカルルータのプライオリ
ティがアクティブルータよりも高い場合は、アクティブルー

タとなります。

standby [group-number] preempt [delay
[minimum seconds] [reload seconds] [sync
seconds]]

例：
Switch(config-if)# standby 2 preempt delay
300

ステッ

プ 9   

•（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ
番号です。

•（任意）delayminimum：ローカルルータがアクティブ
ルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数

だけ延期します。指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時
間）で、デフォルトは0です（引き継ぐ前の遅延はあり
ません）。

•（任意）delay reload：ローカルルータがリロードの後
アクティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指

定された秒数だけ延期します。指定できる範囲は 0～
3600（1時間）で、デフォルトは 0です（リロードの
後、引き継ぐ前の遅延はありません）。

•（任意）delay sync：IP冗長性クライアントが応答でき
るように（okまたは wait応答）、ローカルルータがア
クティブルータの役割を引き継ぐまでの時間を、指定

された秒数だけ延期します。指定できる範囲は0～3600
秒（1時間）で、デフォルトは 0です（引き継ぐ前の遅
延はありません）。
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目的コマンドまたはアクション

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Switch(config-if)# end

ステッ

プ 10   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステッ

プ 11   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copy running-config startup-configステッ

プ 12   

関連トピック

MHSRPの設定：例, （24ページ）

HSRP 認証およびタイマーの設定
HSRP認証ストリングを設定したり、helloタイムインターバルやホールドタイムを変更すること
もできます。

これらの属性を設定する場合の注意事項は次のとおりです。

•認証ストリングはすべての HSRPメッセージで暗号化されずに送信されます。相互運用でき
るように、接続されたすべてのルータおよびアクセスサーバに同じ認証ストリングを設定す

る必要があります。認証ストリングが一致しないと、HSRPによって設定された他のルータ
から、指定されたホットスタンバイ IPアドレスおよびタイマー値を学習できません。

•スタンバイタイマー値が設定されていないルータまたはアクセスサーバは、アクティブルー
タまたはスタンバイルータからタイマー値を学習できます。アクティブルータに設定され

たタイマーは、常に他のタイマー設定よりも優先されます。

•ホットスタンバイグループのすべてのルータで、同じタイマー値を使用する必要がありま
す。通常、holdtimeは hellotimeの 3倍以上です。

インターフェイスに HSRPの認証とタイマーを設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実
行します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. standby [group-number] authentication string
4. standby [group-number] timershellotime holdtime
5. end
6. show running-config
7. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。configure terminal

例：
Switch # configure terminal

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、プ

ライオリティを設定するHSRPインターフェイスを入力します。
interface interface-id

例：
Switch(config) # interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 2   

（任意）authentication string：すべての HSRPメッセージで伝達
されるストリングを入力します。認証ストリングには 8文字まで
を指定できます。デフォルトのストリングは ciscoです。
（任意）group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

standby [group-number]
authentication string

例：
Switch(config-if) # standby 1
authentication word

ステップ 3   

（任意）helloパケット間隔、およびアクティブルータのダウン
を他のルータが宣言するまでの時間を設定します。

standby [group-number]
timershellotime holdtime

例：
Switch(config-if) # standby 1
timers 5 15

ステップ 4   

• group-number：コマンドが適用されるグループ番号です。

•（任意）hellotime：ローカルルータがアクティブルータの
役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期しま

す。指定できる範囲は 0～ 3600秒（1時間）で、デフォル
トは 0です（引き継ぐ前の遅延はありません）。

• holdtime：ローカルルータがリロードの後アクティブルータ
の役割を引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期し

ます。指定できる範囲は 0～ 3600（1時間）で、デフォルト
は 0です（リロードの後、引き継ぐ前の遅延はありませ
ん）。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if) # end

ステップ 5   

スタンバイグループの設定を確認します。show running-configステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config startup-configステップ 7   

関連トピック

HSRP認証およびタイマーの設定：例, （25ページ）

ICMP リダイレクトメッセージの HSRP サポートのイネーブル化
HSRPが設定されたインターフェイスでは、ICMPリダイレクトメッセージが自動的にイネーブル
になります。ICMPは、エラーをレポートするためのメッセージパケットや IP処理に関連する他
の情報を提供する、ネットワーク層インターネットプロトコルです。ICMPには、ホストヘのエ
ラーパケットの方向付けや送信などの診断機能があります。この機能は、HSRPを介した発信
ICMPリダイレクトメッセージをフィルタリングします。HSRPでは、ネクストホップ IPアドレ
スが HSRP仮想 IPアドレスに変更される可能性があります。詳細については、『Cisco IOS IP
Configuration Guide, Release 12.4』を参照してください。

HSRP グループおよびクラスタリングの設定
デバイスが HSRPスタンバイルーティングに参加し、クラスタリングがイネーブルの場合は、同
じスタンバイグループを使用して、コマンドスイッチの冗長性およびHSRPの冗長性を確保でき
ます。同じHSRPスタンバイグループをイネーブルにし、コマンドスイッチおよびルーティング
の冗長性を確保するには、cluster standby-group HSRP-group-name [routing-redundancy]グローバ
ルコンフィギュレーションコマンドを使用します。routing-redundancyキーワードを指定せずに
同じ HSRPスタンバイグループ名でクラスタを作成すると、そのグループに対する HSRPスタン
バイルーティングはディセーブルになります。

関連トピック

HSRPグループおよびクラスタリングの設定：例, （25ページ）

HSRP のトラブルシューティング
次の表で説明されている状況のいずれかが発生した場合、以下のメッセージが表示されます。
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%FHRP group not consistent with already configured groups on the switch stack - virtual MAC

reservation failed

表 2：HSRP のトラブルシューティング

アクション状況

最大 32個のグループインスタンスに設定され
るように HSRPグループを削除します。

32個を超える HSRPグループインスタンスを
設定する。

HSRP の確認

HSRP コンフィギュレーションの確認
HSRP設定を表示するには、次の特権 EXECモードで次のコマンドを使用します。

show standby [interface-id[group]][brief][detail]

スイッチ全体、特定のインターフェイス、HSRPグループ、またはインターフェイスの HSRPグ
ループに関する HSRP情報を表示できます。HSRP情報の概要または詳細のいずれを表示するか
を指定することもできます。デフォルト表示はdetailです。多数のHSRPグループがある場合に、
修飾子を指定しないで show standbyコマンドを使用すると、正確に表示されないことがありま
す。

Switch #show standby
VLAN1 - Group 1
Local state is Standby, priority 105, may preempt
Hellotime 3 holdtime 10
Next hello sent in 00:00:02.182
Hot standby IP address is 172.20.128.3 configured
Active router is 172.20.128.1 expires in 00:00:09
Standby router is local
Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac01
Name is bbb

VLAN1 - Group 100
Local state is Standby, priority 105, may preempt
Hellotime 3 holdtime 10
Next hello sent in 00:00:02.262
Hot standby IP address is 172.20.138.51 configured
Active router is 172.20.128.1 expires in 00:00:09
Active router is local
Standby router is unknown expired
Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac64
Name is test

HSRP の設定例

HSRP のイネーブル化：例
次に、インターフェイスのグループ 1で HSRPをアクティブにする例を示します。ホットスタン
バイグループで使用される IPアドレスは、HSRPを使用して学習されます。
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これは、HSRPをイネーブルにするために必要な最小限の手順です。その他の設定は任意で
す。

（注）

Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 ip
Switch(config-if)# end
Switch # show standby

関連トピック

HSRPのイネーブル化, （7ページ）

HSRP のプライオリティの設定：例
次に、ポートをアクティブにして、IPアドレスおよびプライオリティ 120（デフォルト値よりも
高いプライオリティ）を設定して、アクティブルータになるまで 300秒（5分間）待機する例を
示します。

Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby ip 172.20.128.3
Switch(config-if)# standby priority 120 preempt delay 300
Switch(config-if)# end
Switch # show standby

関連トピック

HSRPのプライオリティの設定, （9ページ）

MHSRP の設定：例
次に、MHSRPロードシェアリングの図で示したMHSRP設定をイネーブルにする例を示します。

ルータ A の設定
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# standby ip 10.0.0.3
Switch(config-if)# standby 1 priority 110
Switch(config-if)# standby 1 preempt
Switch(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4
Switch(config-if)# standby 2 preempt
Switch(config-if)# end

ルータ B の設定
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# standby ip 10.0.0.3
Switch(config-if)# standby 1 preempt
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Switch(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4
Switch(config-if)# standby 1 priority 110
Switch(config-if)# standby 2 preempt
Switch(config-if)# end

関連トピック

ルータ Aの設定, （12ページ）
ルータ Bの設定, （16ページ）

HSRP 認証およびタイマーの設定：例
次に、グループ 1のホットスタンバイルータを相互運用させるために必要な認証ストリングとし
て、wordを設定する例を示します。
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 authentication word
Switch(config-if)# end

次に、helloパケット間隔が 5秒、ルータがダウンしたと見なされるまでの時間が 15秒となるよ
うに、スタンバイグループ 1のタイマーを設定する例を示します。
Switch # configure terminal
Switch(config) # interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 ip
Switch(config-if)# standby 1 timers 5 15
Switch(config-if)# end

関連トピック

HSRP認証およびタイマーの設定, （20ページ）

HSRP グループおよびクラスタリングの設定：例
次に、スタンバイグループ my_hsrpをクラスタにバインドし、同じ HSRPグループをイネーブル
にしてコマンドスイッチおよびルータの冗長性に使用する例を示します。このコマンドを実行で

きるのは、コマンドスイッチに対してだけです。スタンバイグループの名前または番号が存在し

ない場合、またはスイッチがクラスタメンバースイッチである場合は、エラーメッセージが表

示されます。

Switch # configure terminal
Switch(config) # cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy
Switch(config-if)# end

関連トピック

HSRPグループおよびクラスタリングの設定, （22ページ）

HSRP およびスタンバイクラスタコマンドスイッチ
スイッチは Hot Standby Router Protocol（HSRP）をサポートしているため、スタンバイクラスタ
コマンドスイッチのグループを設定できます。クラスタコマンドスイッチは、すべての通信の
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転送と、すべてのクラスタメンバスイッチの設定情報を管理しているため、次のような環境設定

を推奨します。

•クラスタコマンドのスイッチスタックには、スイッチスタック全体に障害が発生する場合
に備えて、スタンバイクラスタコマンドスイッチが必要です。ただし、コマンドスイッチ

のスタックマスターだけに障害が発生した場合は、スイッチスタックで新しいスタックマ

スターを選出し、クラスタコマンドスイッチスタックとしての機能を引き継がせることが

できます。

•スタンドアロンのクラスタコマンドスイッチの場合、プライマリクラスタコマンドスイッ
チの障害に備え、スタンバイクラスタコマンドスイッチを設定してその機能を引き継がせ

るようにします。

クラスタスタンバイグループは、「スタンバイクラスタコマンドスイッチの特性」の項で説明

している要件を満たしたコマンド対応スイッチのグループです。クラスタごとに、1つのクラス
タスタンバイグループのみ割り当てることができます。

クラスタスタンバイグループは HSRPグループです。HSRPをディセーブルにすると、クラ
スタスタンバイグループがディセーブルになります。

（注）

クラスタスタンバイグループのスイッチは、HSRPプライオリティに基づいてランク付けされて
います。グループ内でプライオリティが最も高いスイッチは、アクティブクラスタコマンドス

イッチ（AC）です。グループ内で次にプライオリティの高いスイッチは、スタンバイクラスタ
コマンドスイッチ（SC）です。クラスタスタンバイグループの他のスイッチは、パッシブクラ
スタコマンドスイッチ（PC）です。アクティブクラスタコマンドスイッチおよびスタンバイ
クラスタコマンドスイッチが同時にディセーブルになった場合、パッシブクラスタコマンドス

イッチの中でプライオリティが一番高いものがアクティブクラスタコマンドスイッチになりま

す。クラスタスタンバイグループのメンバおよびルータ冗長グループのメンバのプライオリティ

の変更には、同じ HSRP standby priorityインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを
使用します。

HSRPのスタンバイ中止間隔は、helloタイム間隔の 3倍以上必要です。デフォルトのHSRPス
タンバイ中止間隔は 10秒です。デフォルトの HSRPスタンバイ helloタイムインターバルは
3秒です。

（注）

仮想 IP アドレス
クラスタスタンバイグループには、一意の仮想 IPアドレス、グループ番号、グループ名を割り
当てる必要があります。この情報は、特定の VLANまたはアクティブクラスタコマンドスイッ
チのルーテッドポートで設定します。アクティブクラスタコマンドスイッチは、仮想 IPアドレ
ス宛てのトラフィックを受信します。クラスタを管理するには、コマンドスイッチの IPアドレス
からではなく、仮想 IPアドレスからアクティブクラスタコマンドスイッチにアクセスする必要
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があります。（アクティブクラスタコマンドスイッチの IPアドレスがクラスタスタンバイグ
ループの仮想 IPアドレスと異なる場合）。

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

イッチが仮想 IPアドレスを使用して、アクティブクラスタコマンドスイッチになります。クラ
スタスタンバイグループのパッシブスイッチは、それぞれ割り当てられたプライオリティを比

較し、新しいスタンバイクラスタコマンドスイッチを選出します。その後、プライオリティの

一番高いパッシブスタンバイスイッチがスタンバイクラスタコマンドスイッチになります。前

回アクティブクラスタコマンドスイッチだったスイッチが再びアクティブになると、アクティ

ブクラスタコマンドスイッチの役割を再開します。そのため、現在アクティブクラスタコマン

ドスイッチを担当しているスイッチは再びスタンバイクラスタコマンドスイッチになります。

スイッチクラスタの IPアドレスの詳細については、「IPアドレス」の項を参照してください。

クラスタスタンバイグループに関する他の考慮事項

次の要件も満たす必要があります。

•スタンバイクラスタコマンドスイッチは、クラスタコマンドスイッチと同タイプのスイッ
チでなければなりません。たとえば、クラスタコマンドスイッチが Catalyst 3750-Eまたは
Catalyst 3750-Xスイッチの場合、スタンバイクラスタコマンドスイッチも Catalyst 3750-E
か Catalyst 3750-Xスイッチにする必要があります。スタンバイクラスタコマンドスイッチ
の要件については、他のクラスタ対応スイッチのコンフィギュレーションガイドを参照して

ください。

スイッチクラスタにCatalyst3750-Xスイッチまたはスイッチスタックが含まれている場合、
それをクラスタコマンドスイッチにする必要があります。含まれていない場合、クラスタ

にCatalyst 3750-Eスイッチまたはスイッチスタックがあれば、そのスイッチをクラスタコマ
ンドスイッチにします。

•クラスタごとに、1つのクラスタスタンバイグループのみ割り当てることができます。ルー
タ冗長スタンバイグループは複数作成できます。

1つのHSRPグループをクラスタスタンバイグループとルータ冗長構成グループの両方にす
ることができます。ただし、ルータ冗長構成グループがクラスタスタンバイグループになっ

た場合、そのグループ上でのルータ冗長構成はディセーブルになります。CLIを使用すれば、
冗長構成を再びイネーブルにすることができます。

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

スタンバイクラスタコマンドスイッチとして割り当てることができるスイッ

チ数に制限はありません。ただし、クラスタのスイッチの総数（アクティブ

クラスタコマンドスイッチ、スタンバイグループメンバ、およびクラスタ

メンバスイッチを含む）は 16以内にする必要があります。

（注）

•各スタンバイグループのメンバ（下の図を参照）は、同じ VLANを介してクラスタコマン
ドスイッチに接続されている必要があります。この例では、クラスタコマンドスイッチと

スタンバイクラスタコマンドスイッチがCatalyst 3560-E、Catalyst 3750-E、Catalyst 3560-X、
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またはCatalyst3750-Xクラスタコマンドスイッチです。各スタンバイグループのメンバも、
スイッチクラスタと同じ VLANを最低 1つは介在させて、冗長性を持たせながら相互接続
する必要があります。

Catalyst 1900、Catalyst 2820、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2950、Catalyst 3500 XLクラスタメン
バスイッチは、それぞれの管理 VLANを介してクラスタスタンバイグループに接続する必
要があります。

図 3：スタンバイグループメンバとクラスタメンバ間の VLAN 接続

クラスタ設定の自動回復

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

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

ドスイッチに障害が発生した場合は、この情報をもとに、スタンバイクラスタコマンドスイッ

チが即座にクラスタを引き継ぎます。

自動検出には次のような制限があります。

•この制限は、Catalyst 2950、Catalyst 2960、Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、Catalyst
3560-E、Catalyst 3560-X、Catalyst 3750、Catalyst 3750-E、および Catalyst 3750-Xコマンドス
イッチおよびスタンバイクラスタコマンドスイッチを備えたクラスタだけに該当します。

アクティブクラスタコマンドスイッチおよびスタンバイクラスタコマンドスイッチが同

時にディセーブルになった場合、パッシブクラスタコマンドスイッチの中でプライオリティ

が一番高いものがアクティブクラスタコマンドスイッチになります。ただし、パッシブス

タンバイクラスタコマンドスイッチだったため、以前のクラスタコマンドスイッチはクラ

スタ設定情報を送信していません。アクティブクラスタコマンドスイッチは、スタンバイ

クラスタコマンドスイッチにクラスタ設定情報のみ送信します。そのため、クラスタを再

設定する必要があります。
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•クラスタスタンバイグループに複数のスイッチを持つアクティブクラスタコマンドスイッ
チに障害が発生した場合、新しいクラスタコマンドスイッチは、いかなる Catalyst 1900、
Catalyst 2820、および Catalyst 2916M XLのクラスタメンバスイッチも検出しません。これ
らのクラスタメンバスイッチをクラスタにもう一度追加する必要があります。

•アクティブクラスタコマンドスイッチに障害が発生してダウンした後、再びアクティブに
なった場合、そのスイッチはいかなるCatalyst 1900、Catalyst 2820、およびCatalyst 2916MXL
クラスタメンバスイッチも検出しません。これらのクラスタメンバスイッチをクラスタに

もう一度追加する必要があります。

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

のスイッチは最新のクラスタ設定のコピー（ダウン中に追加されたメンバを含む）をアクティブ

クラスタコマンドスイッチから受信します。アクティブクラスタコマンドスイッチは、クラス

タスタンバイグループにクラスタ設定のコピーを送信します。
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