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ハイアベイラビリティに関する情報
コントローラのハイアベイラビリティ（HA）によって、コントローラのフェールオーバーで生じ
る無線ネットワークのダウンタイムを短縮することができます。

1:1（アクティブ：スタンバイホット）のアクセスポイントステートフルスイッチオーバー（AP
SSO）がサポートされています。 HAアーキテクチャでは、1台のコントローラはプライマリコ
ントローラとして、別のコントローラはセカンダリコントローラとして設定されています。

HAを有効にした後、プライマリおよびセカンダリコントローラがリブートされます。ブートプ
ロセス中に、プライマリコントローラのロールはアクティブとして、セカンダリコントローラの

ロールはスタンバイホットとしてネゴシエートされます。スイッチオーバー後、セカンダリコ

ントローラは、アクティブコントローラになり、プライマリコントローラがスタンバイホット

コントローラになります。それ以降の切り替えの後、ロールは、プライマリおよびセカンダリコ

ントローラ間で交換されます。スイッチオーバーの原因は、手動トリガー、またはコントローラ

やネットワークの障害のいずれかです。

APSSO中に、すべてのAPセッションはステートフルにスイッチオーバーして、FlexConnectモー
ドでローカルに切り替えられたクライアントを除くすべてのクライアントは認証解除され、新し

いアクティブコントローラに再アソシエートされます。

スタンバイホットコントローラは、専用のリダンダンシーポートに有線で直接接続したアクティ

ブコントローラの状態を連続してモニタします。両方のコントローラは管理インターフェイスの

IPアドレスを含め、同じ設定を共有します。
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HAを有効にする前に、両方のコントローラがイーサネットケーブルを使用して、冗長ポート経
由で物理的に接続されていることを確認します。また、アップリンクがインフラストラクチャス

イッチに接続され、ゲートウェイが両方のコントローラから到達可能であることを確認します。

HAアーキテクチャでは、リダンダンシーポートおよびリダンダンシーマネジメントインター
フェイスが新しく導入されました。

アクティブコントローラからスタンバイコントローラへのクライアントのシームレスな移行もサ

ポートされます。実行状態にないクライアントはスイッチオーバー後に削除されます。クライア

ントのステートフルスイッチオーバー中（クライアント SSO）に、クライアントがコントローラ
に関連付けられている、または設定されている場合、クライアントの情報がスタンバイコント

ローラと同期されます。完全に認証されたクライアント、つまり、実行状態にあるクライアント

はピアコントローラと同期されます。クライアントのデータ構造は、クライアントの状態に基づ

いて同期されます。過渡状態にあるクライアントは、スイッチオーバー後にアソシエーションが

解除されます。

次に、ハイアベイラビリティに関する注意事項を示します。

•異なるハードウェアモデルの 2台のコントローラを組み合わせないことを推奨します。そ
れらを組み合わせると、より優先順位が高いコントローラモデルはアクティブコントロー

ラになり、他のコントローラはメンテナンスモードになります。

•コントローラソフトウェアリリースの異なる 2台のコントローラを組み合わせないことを
推奨します。それらを組み合わせると、優先順位のより低いリダンダンシーマネジメント

アドレスを持つコントローラは、アクティブコントローラになり、他のコントローラはメン

テナンスモードになります。

•イメージ、設定、Web認証バンドル、およびシグニチャファイルなど、ダウンロードした
ファイルタイプはすべて、アクティブコントローラで最初にダウンロードされてから、ス

タンバイホットコントローラにプッシュされます。

•組み合わせる前に、証明書を各コントローラに個別にダウンロードする必要があります。

•アクティブコントローラの GUIまたは CLIを使用して、設定、イベントログ、クラッシュ
ファイルなどの、ファイルタイプをスタンバイホットコントローラからアップロードでき

ます。また、ファイル名にアップロードされたファイルを識別するサフィックスを指定でき

ます。

•ピアアップロードを実行するには、サービスポートを使用します。管理ネットワークでは、
管理 VLANと同様に、リダンダンシーポートまたは RMI VLAN、もしくはその両方にマッ
ピングされたリダンダンシーマネジメントインターフェイス（RMI）を使用することもでき
ます。 RMIおよび RPが 2つの異なる L2 VLANにあることに注意してください。これは必
須設定です。

•コントローラが冗長ポートおよび RMIを介して相互に接続できない場合、プライマリコン
トローラがアクティブになり、スタンバイホットコントローラはメンテナンスモードにな

ります。
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2つのCiscoWiSM2プラットフォーム間のHAを実現するには、複数のシャー
シ間で仮想スイッチングシステム（VSS）を使用してリダンダンシー VLAN
を拡張することで、コントローラを単一シャーシまたは複数のシャーシで展

開する必要があります。

（注）

リダンダンシー VLANは非ルーティング VLANにする必要があります。その
場合、レイヤ 3インターフェイスは VLANに作成するべきではなく、複数の
シャーシ間の HA設定を展開するように、インターフェイスがトランクポー
トで許可できるようにします。リダンダンシー VLANは、他のデータ VLAN
同様にCisco IOSベースのスイッチングソフトウェアで作成する必要がありま
す。リダンダンシー VLANは、バックプレーン経由でシスコWiSM2の冗長
ポートに接続されます。 IPアドレスが自動的に生成されるため、リダンダン
シー VLANの IPアドレスを設定する必要はありません。また、リダンダン
シー VLANが管理 VLANと同じではないことを確認します。

（注）

組み合わせている2台のコントローラのRMI（同じVLANにマッピングされ、
同じレイヤ 3スイッチに接続されている）が動作を停止すると、スタンバイ
コントローラが再起動されます。

（注）

• HAが有効な場合、スタンバイコントローラは常にリダンダンシーマネジメントインター
フェイス（RMI）を使用します。他のすべてのインターフェイス（ダイナミック、および管
理）は無効です。pingは発信元としてリダンダンシーマネジメントインターフェイス（RMI）
のみを受理する必要があり、その他のインターフェイスは受け取りません。

• HAが有効な場合、バックアップされたイメージを使用しないでください。このイメージが
使用されると、HA機能が想定どおりに機能しない可能性があります。

• SSOをイネーブルにすると、設定されているサービスポートとルート情報が失われま
す。 SSOをイネーブルにした後は、サービスポートとルート情報を再設定する必要が
あります。 peer-service-portおよび peer-routeコマンドを使用して、スタンバイホット
コントローラのサービスポートとルート情報を設定できます。

• CiscoWiSM2については、冗長性をイネーブルにした後、サービスポートの再設定が必
要です。そうしないと、Cisco WiSM2はスーパーバイザと通信できない場合がありま
す。冗長性をイネーブルにする前に、サービスポートで DHCPを有効にすることを推
奨します。

•スタンバイホットコントローラで resetコマンドを直接使用しないことを推奨します。
これを使用すると、保存されていない設定は失われます。

•インフラストラクチャスイッチのポートチャネルをイネーブルにする前に、コントローラ
のリンク集約（LAG）の設定をイネーブルにすることを推奨します。
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•アクティブコントローラのリブートが必要なすべての設定により、結果として、スタンバイ
ホットコントローラがリブートされます

• [Ignore AP]リストでは、アクティブコントローラからスタンバイホットコントローラに同
期されません。リストは、スタンバイホットコントローラがアクティブになると、Cisco
Prime Infrastructureの SNMPメッセージを通じて再学習されます。

•クライアント SSO関連の注意事項

•スタンバイコントローラは 2つのクライアントリストを保持します。実行状態のクラ
イアントのリストおよび他のすべての状態である一時的なクライアントのリストです。

•実行状態にあるクライアントのみがフェールオーバー中に保持されます。ローミング、
802.1Xキーの再生成、Web認証のログアウトなどの過渡状態にあるクライアントのア
ソシエーションは解除されます。

• AP SSOと同様に、クライアント SSOはWLANでのみサポートされます。コントロー
ラは、同じサブネット内にある必要があります。 L3接続はサポートされません。

•リリース 7.3.xでは AP SSOはサポートされますが、クライアント SSOはサポートされてい
ないため、リリース7.3.xを使用するHAセットアップでスイッチオーバーが発生した後で、
Cisco WLCに関連付けられているすべてのクライアントは認証解除され、再アソシエーショ
ンを要求されます。

•ピアコントローラにリリース 7.2以前のコントローラソフトウェアリリースがある場合、
スイッチオーバー後のアクティブコントローラにモビリティMACアドレスを設定する必要
があります。

リダンダンシーマネジメントインターフェイス

アクティブおよびスタンバイホットコントローラでは、リダンダンシーマネジメントインター

フェイスを使用して、ネットワークインフラストラクチャを介して管理インターフェイスのピア

コントローラおよびデフォルトゲートウェイの健全性をチェックします。

また、障害が発生または手動でリセットした場合に、リダンダンシーマネジメントインターフェ

イスがアクティブコントローラからスタンバイホットコントローラに通知を送信するために使用

されます。スタンバイホットコントローラは、Syslog、NTP、FTPおよび TFTPサーバと通信す
るためにリダンダンシーマネジメントインターフェイスを使用します。

プライマリコントローラおよびセカンダリコントローラの両方で同じサブネット内のリダンダン

シーマネジメントインターフェイスおよび管理インターフェイスの IPアドレスを設定する必要
があります。

リダンダンシーポート

リダンダンシーポートは、設定、動作データの同期、プライマリおよびセカンダリコントローラ

間のロールネゴシエーションに使用されます。

リダンダンシーポートは、スタンバイホットコントローラからアクティブコントローラに 100
ミリ秒ごとに（デフォルトの頻度）UDPキープアライブメッセージを送信することによってピア
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の到達可能性を確認します。アクティブコントローラの障害が発生した場合、リダンダンシー

ポートがスタンバイホットコントローラを通知するために使用されます。

NTPサーバが設定されていない場合、リダンダンシーポートがアクティブコントローラからスタ
ンバイホットコントローラに時刻同期を行います。

CiscoWiSM2では、利用可能な物理リダンダンシーポートがないため、リダンダンシーVLANを
Cisco Catalyst 6000スーパーバイザエンジンで設定する必要があります。

Cisco WiSM2のリダンダンシーポートおよびリダンダンシー VLANには、最後の 2オクテットが
リダンダンシーマネジメントインターフェイスの最後の 2オクテットから取得され、自動的に生
成された IPアドレスが割り当てられます。最初の 2オクテットは常に 169.254です。たとえば、
リダンダンシーマネジメントインターフェイスの IPアドレスが 209.165.200.225の場合、リダン
ダンシーポートの IPアドレスは 169.254.200.225です。

リダンダンシーポートは L2スイッチを介して接続できます。リダンダンシーポートのラウンド
トリップ時間は、キープアライブタイマーがデフォルトの 100ミリ秒に設定されている場合は 80
ミリ秒未満、キープアライブタイマーが 100ミリ秒～ 400ミリ秒の範囲に設定されている場合は
キープアライブタイマーの 80%にしてください。たとえば、キープアライブタイマーが 100ミ
リ秒に設定されている場合、障害検出時間は次のように計算されます：3 * 100 = 300 + 60 = 360 +
ジッタ（12ミリ秒） =～ 400ミリ秒。リダンダンシーポート間の帯域幅が 60 Mbps以上である
ことを確認します。最大伝送単位（MTU）が 1500バイト以上であることを確認します。

暗号化のサポート

アクティブおよびスタンバイコントローラ間の HA関連メッセージの暗号化は、Data Transport
LayerSecurity（DTLS）の使用でサポートされています。暗号化は、デフォルトで無効になってい
ます。暗号化は、設定、APとクライアントの同期化でサポートされています。

暗号化は、アクティブおよびスタンバイコントローラが管理ポートのリダンダンシーインター

フェイス経由で通信する場合にのみサポートされます。暗号化は、リダンダンシーポートがアク

ティブコントローラとスタンバイコントローラ間の通信に使用される場合はサポートされませ

ん。ただし、リダンダンシーポートにマッピングされたリダンダンシーマネジメントインター

フェイスはデフォルトのオプションです。リダンダンシーマネジメントインターフェイスがリ

ダンダンシーポートにマッピングされていない場合、HA情報がネットワークに送信されるので、
暗号化が有効になります。

暗号化が 1台のコントローラで有効になっており、他方で無効の場合、コントローラはペアにな
りますが、冗長リンクによるデータ同期は暗号化されません。暗号化は、設定および APとクラ
イアントの同期化でサポートされています。ロールネゴシエーションとキープアライブメッセー

ジは暗号化されません。

ハイアベイラビリティの制約事項
• HA SSO用にコントローラを設定した場合、Cisco 600シリーズ OfficeExtendアクセスポイン
トはサポートされません。

• HA環境でFlexConnectのローカルにスイッチされるクライアントを使用すると、クライアン
ト情報にユーザ名が表示されない場合があります。クライアントの詳細を取得するには、ク
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ライアントのMACアドレスを使用する必要があります。この制限は、FlexConnectの中央で
スイッチされるクライアントまたは中央（ローカル）モードのクライアントには適用されま

せん。

• HAを有効にしている場合は、サービスインターフェイスを介して Cisco WiSM-2 GUIにア
クセスすることはできません。回避策は、HAが確立された後に、サービスポートインター
フェイスを再作成することです。

• HA環境では、LDPEイメージからLDPE以外のイメージへのアップグレードはサポートされ
ていません。

• 2台のプライマリコントローラまたは 2台のセカンダリコントローラを組み合わせることは
できません。

•スタンバイコントローラは APに接続されたスイッチポートでは利用できません。

•評価ライセンスを持つ HA-SKUコントローラをスタンバイコントローラにすることはでき
ません。ただし、ゼロライセンスを持つ HA-SKUコントローラはスタンバイコントローラ
にすることができます。

• HAモードから HA以外のモード、またはその逆に移行すると、サービス VLAN設定が失わ
れます。再度サービス IPアドレスを手動で設定する必要があります。

•プライマリコントローラの管理アドレスとリダンダンシーマネジメントアドレスが同じ
VLAN上にあって、プライマリコントローラと同じ VLAN上にセカンダリコントローラの
管理アドレスがあり、別の VLANにそのリダンダンシーマネジメントアドレスがあるとい
うシナリオはサポートされていません。

•次に、ソフトウェアアップグレードのシナリオの一覧を示します。

•アクティブコントローラのソフトウェアアップグレードでは、スタンバイホットコン
トローラのアップグレードを確認します。

•インサービスアップグレードはサポートされません。このため、HA環境でコントロー
ラをアップグレードする前に、ネットワークのダウンタイムを計画する必要がありま

す。

•ソフトウェアアップグレード後のアクティブコントローラをリブートすると、スタン
バイホットコントローラもリブートします。

•アクティブおよびスタンバイホットコントローラの両方のバックアップに異なるソフ
トウェアリリースがある場合、アクティブコントローラで config boot backupコマンド
を入力すると、両方のコントローラがそれぞれのバックアップイメージでリブートされ

て、ソフトウェアの不一致により HAペアが切断されます。

•スケジュールリセットが HA環境の両方のコントローラに適用されます。アクティブ
コントローラで期限切れになるスケジュール時刻の1分前にピアコントローラがリブー
トします。

•リセットがスケジュールされていない場合、reset peer-systemコマンドを入力して、ア
クティブコントローラからスタンバイホットコントローラをリブートできます。この

コマンドでスタンバイホットコントローラのみをリセットすると、スタンバイホット
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コントローラの未保存の設定はすべて失われます。そのため、スタンバイホットコン

トローラをリセットする前に、アクティブコントローラ上で設定を保存する必要があり

ます。

•プリイメージダウンロードは、SSOがイメージの転送時にトリガーされると再起動さ
れます。

• debugコマンドおよび showコマンドだけが、スタンバイホットコントローラで許可さ
れます。

•スイッチオーバー後、ピアコントローラにリリース7.5以前のコントローラソフトウェ
アリリースがある場合、すべてのモビリティクライアントが認証解除されます。

•コントローラ GUI、Cisco Prime Infrastructure、または Telnet経由でスタンバイホットコント
ローラにアクセスすることはできません。コンソールでのみスタンバイホットコントロー

ラにアクセスできます。

•フェールオーバーが発生時した場合、正常なスイッチオーバーのために、SSOでは、スタン
バイコントローラはスタンバイホット状態、冗長ポートはターミナル状態である必要があり

ます。

• LAGを有効または無効にするには、HAを無効にする必要があります。

LAGが無効になっていて、プライマリおよびバックアップポートの両方が管
理インターフェイスに接続されている場合、プライマリポートが動作不能に

なると、デフォルトゲートウェイに到達できずにバックアップポートのフェー

ルオーバーが 12秒を超える可能性があるので、スイッチオーバーが発生する
ことがあります。

（注）

• HA SSO設定で LAGが有効になっており、2つのポートがプライマリおよびセカンダリコン
トローラの両方に接続されている場合、アクティブコントローラで 1つのスイッチポート
が動作不能になると、スイッチオーバーが発生します。リダンダンシーマネジメントイン

ターフェイスが DPにマッピングされている場合に、いずれかのポートの動作不能が 300ミ
リ秒を超えると、SSOが発生します。これは、LAGのコンバージェンスが約5秒かかるため
です。

•フェールオーバーが発生し、スタンバイコントローラが新しいアクティブコントローラに
なる場合、2台のコントローラ間のデータベースの同期（AP、クライアントおよびマルチ
キャスト）に約 15～ 20分かかります。新たにフェイルオーバーがこの時間内に発生した場
合、HAの構造が同期されることはありません。したがって、APおよびクライアントを再ア
ソシエートして、個別に再認証する必要があります。

• Pairwise Master Key（PMK）キャッシュの同期は FlexConnectのローカル認証クライアントで
はサポートされません。

•クライアント SSOの制限

•新しいモビリティはサポートされていません。
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•ポスチャおよびネットワークアドミッションコントロールアウトオブバンドは、クラ
イアントが実行状態にないため、サポートされません。

•次の内容は、アクティブコントローラとスタンバイコントローラの間で同期されませ
ん。

• Cisco Compatible Extensionsベースのアプリケーション

•クライアントの統計

•プロキシモバイル IPv6、Application Visibility and Control、セッション開始プロト
コル（SIP）、およびスタティックコールアドミッション制御（CAC）ツリー

•ワークグループブリッジおよびその関連クライアント

• Cisco 600シリーズ OfficeExtendアクセスポイントに関連付けられたクライアント

•パッシブクライアント

•暗号化はサポートされています。

•暗号化は、アクティブおよびスタンバイのコントローラが管理ポートのリダンダンシー管理
インターフェイス経由で通信する場合のみサポートされます。暗号化は、リダンダンシー

ポートがアクティブコントローラとスタンバイコントローラ間の通信に使用される場合は

サポートされません。

•コントローラがリダンダンシーモードの場合、管理インターフェイスの NATアドレスの設
定は変更できません。管理インターフェイスで NATアドレス設定を有効にするには、最初
に冗長構成を削除する必要があります。プライマリコントローラで必要な変更を行ってか

ら、同じコントローラで冗長構成を再度有効にします。

• CiscoWiSM2および Cisco Catalyst 6500シリーズ Supervisor Engine 2Tでは、HAが有効になっ
ている場合、スイッチオーバー後に APは接続を解除してWiSM2コントローラと再アソシ
エートする可能性があります。この問題の発生を防ぐために、HAを設定する前に、ポート
チャネルでアクティブおよびスタンバイの両方のCiscoWiSM2コントローラの詳細（ポート
が同じ順序に保たれていて、ポートチャネルハッシュ分散で固定アルゴリズムが使用され

ている）を確認することをお勧めします。これらが適切でない場合、ポートチャネル分散

を訂正し、Cisco Catalyst 6500シリーズ Supervisor Engine 2Tから Cisco WiSM2をリセットす
る必要があります。

• SSOを有効にしてから、スタンバイおよびアクティブの両方のコントローラにアクセスする
には、次を使用します。

◦コンソール接続

◦サービスポートの SSH機能

◦リダンダンシーマネジメントインターフェイスの SSH機能
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SSOが有効な場合、WebUI/Telnet機能を使用しても、サービスポートのCisco
Prime Infrastructure/Prime NCSを使用しても、スタンバイおよびアクティブの
両方のコントローラにアクセスすることはできません。

（注）

•コントローラのスイッチオーバー後に、子メッシュアクセスポイント（MAP）とともに、
クライアントは接続を解除されて新しいアクティブコントローラに再 joinされます。メッ
シュツリー全体が再構築されます。ルートアクセスポイント（RAP）のクライアントも接
続を解除されますが、RAPはコントローラと共にそのまま残ります。

ハイアベイラビリティ（GUI）の設定
はじめる前に

両方のコントローラの管理インターフェイスが同じサブネット上にあることを確認します。

[Controllers] > [Interfaces]を選択し、管理インターフェイスの IPアドレスを表示して、両方のコン
トローラの GUIでこれを確認できます。

ステップ 1 両方のコントローラの GUIで、[Controller] > [Redundancy] > [Global Configuration]を選択します。
[Global Configuration]ページが表示されます。

ステップ 2 [Redundant Management IP]および [Peer Redundant Management IP]テキストボックスに両方のコント
ローラのアドレスを入力します。

1台のコントローラのリダンダンシーマネジメントインターフェイス IPアドレスがピアコントローラの
リダンダンシーマネジメントインターフェイス IPアドレスと同じであることを確認します。

ステップ 3 [Redundant Unit]ドロップダウンリストで、コントローラの 1つをプライマリとして、他のコントローラ
をセカンダリとして選択します。

ステップ 4 両方のコントローラの GUIで、[ SSO]を Enabled状態に設定します。
SSOをイネーブルにすると、サービスポートのピア IPアドレス、およびサービスポートのネットマスク
が設定ページに表示されます。 HAピアが使用可能で稼働している場合、サービスポートのピア IPアド
レスとネットマスクがピアのみにプッシュできることに注意してください。HAをイネーブルにすると、
サービスポートのピア IPアドレスおよびサービスポートのネットマスクパラメータを設定する必要は
ありません。HAピアが使用可能で稼働している場合、パラメータを設定する必要があります。SSOをイ
ネーブルにした後、両方のコントローラがリブートされます。リブートプロセス中に、コントローラは

設定に基づいて冗長ポートを介して冗長ロールをネゴシエートします。プライマリコントローラは、ア

クティブコントローラになり、セカンダリコントローラがスタンバイコントローラになります。

ステップ 5 （任意）HAペアが使用可能および動作可能になると、サービスポートがスタティックに設定されている
場合にピアサービスポートの IPアドレスおよびネットマスクを設定できます。サービスポートのDHCP
をイネーブルにすると、[Global Configuration]ページで次のパラメータを設定する必要がありません。

• Service Port Peer IP：ピアコントローラのサービスポートの IPアドレス。
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• Service Port Peer Netmask：ピアコントローラのサービスポートのネットマスク。

• Mobility MAC Address：モビリティプロトコルで使用されるアクティブコントローラとスタンバイ
コントローラの共通MACアドレス。 HAペアをモビリティグループのモビリティメンバとして追
加する場合は、モビリティMACアドレスを（アクティブまたはスタンバイコントローラのシステム
MACアドレスの代わりに）使用する必要があります。通常、モビリティMACアドレスはアクティ
ブコントローラのMACアドレスとして選択されるため、手動で設定する必要はありません。

• KeepAlive Timer：スタンバイコントローラがアクティブコントローラにハートビートキープアライ
ブメッセージを送信する頻度を制御するタイマー。有効範囲は 100～ 400ミリ秒の 50の倍数です。

• Peer Search Timer：アクティブコントローラがスタンバイコントローラにピア検索メッセージを送信
する頻度を制御するタイマー。有効な範囲は 60～ 180秒です。

HAをイネーブルにし、コントローラを組み合わせると、管理ポートを通じてHAペアを管理する統合GUI
が 1種類のみになります。サービスポートを通過する GUIへのアクセスは、アクティブコントローラと
スタンバイコントローラのいずれでも実行できません。スタンバイコントローラは、コンソールまたは

サービスポートを介してのみ、管理できます。

Telnetおよび SSHセッションだけが、アクティブコントローラとスタンバイコントローラのサービス
ポート経由で許可されます。

ステップ 6 [Apply]をクリックします。

ステップ 7 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 8 [Monitor] > [Redundancy] > [Summary]を選択し、 HAペアの冗長ステータスを表示します。
[Redundancy Summary]ページが表示されます。

ステップ 9 次の手順に従って、ピアネットワークルートを設定します。

a) [Controller] > [Redundancy] > [Peer Network Route]を選択します。
[Network Routes Peer]ページが表示されます。

このページでは、異なるサブネット上のネットワークまたは要素管理システムへの、ピアコントロー

ラの既存のサービスポートネットワークルートの概要を示します。 IPアドレス、IPネットマスク、
またはゲートウェイ IPアドレスを表示できます。

b) 新しいピアネットワークルートを作成するには、[New]をクリックします。
c) ルートの IPアドレス、IPネットマスク、およびゲートウェイ IPアドレスを入力します。
d) [Apply]をクリックします。

ハイアベイラビリティ（CLI）の設定
はじめる前に

両方のコントローラの管理インターフェイスが同じサブネット上にあることを確認します。
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•次のコマンドを入力して、ローカルリダンダンシー IPアドレスおよびピアリダンダンシー
マネジメント IPアドレスを設定します。
config interface address redundancy-management ip-addr1 peer-redundancy-management ip-addr2

•次のコマンドを入力して、コントローラのロールを設定します。
config redundancy unit {primary | secondary}

•次のコマンドを入力して、冗長モードを設定します。
config redundancy mode {sso | none}

両方のコントローラはリブートし、次にアクティブおよびスタンバイホットコントローラの

ロールをネゴシエートします。

•次のコマンドを入力して、冗長性を設定します。
config redundancy mode {sso {ap | client} | disable}

AP SSOとクライアント SSOを選択できます。

•次のコマンドを入力して、スタンバイコントローラのルート設定を設定します。
config redundancy peer-route {add network-ip-addr ip-mask | delete network-ip-addr}

このコマンドはHAピアコントローラが使用可能であり、正常に動作している場合だけ実行
できます。

•次のコマンドを入力して、モビリティのMACアドレスを設定します。
config redundancy mobilitymac mac-addr

このコマンドは、SSOが無効になっている場合にだけ実行できます。

•次のコマンドを入力して、スタンバイピアコントローラのピアサービスポートの IPアドレ
スとネットマスクを設定します。
config redundancy interface address peer-service-port ip-address netmask

このコマンドはHAピアコントローラが使用可能であり、正常に動作している場合だけ実行
できます。

•次のコマンドを入力して、手動スイッチオーバーを開始します。
config redundancy force-switchover

手動スイッチオーバーが必要な場合のみこのコマンドを実行します。

•次のコマンドを入力して、リダンダンシータイマーを設定します。
config redundancy timer {keep-alive-timer time-in-milliseconds | peer-search-timer time-in-seconds}

•次のコマンドを入力して、コントローラ間の通信の暗号化を設定します。
config redundancy link-encryption {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、ハッシュ分散を固定に設定します。

トラブルシューティングのヒント
config port-channel hash-distribution fixed

•次のコマンドを入力して、ポートチャネルメンバーの順序および負荷値を確認します。

トラブルシューティングのヒント
show etherchannel port-channel

•次のコマンドを入力して、冗長ステータスを表示します。
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show redundancy summary

•次のコマンドを入力して、リダンダンシーマネジメントインターフェイスに関する情報を
表示します。
show interface detailed redundancy-management

•次のコマンドを入力して、リダンダンシーポートに関する情報を表示します。
show interface detailed redundancy-port

•次のコマンドを入力して、ピアコントローラをリブートします。
reset peer-system

•アクティブコントローラで次のコマンドを入力して、スタンバイホットコントローラから、
設定、イベントログ、クラッシュファイルなどのファイルタイプのアップロードを開始し

ます。
transfer upload peer-start

•次のコマンドを入力して、リダンダンシーマネージャのコマンドをデバッグします。
debug rmgr {packet | events | errors | detail}

•次のコマンドを入力して、リダンダンシー同期マネージャのコマンドをデバッグします。
debug rsnyncmgr {packet | events | errors | detail}

•次のコマンドを入力して、リダンダンシーファシリテータのコマンドをデバッグします。
debug rfrac {packet | events | errors | detail}
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