
 

Product Bulletin
Cisco Catalyst 6500 シリーズ モジュール型
Cisco IOS ソフ トウェア
この製品情報では、Cisco® Catalyst® 6500 シリーズ スイッチのモジュール型 Cisco IOS® ソフ トウェアで使用できる拡張機能

を示します （図 1）。

モジュール型 Cisco IOS ソフ ト ウェアを搭載した Catalyst 6500 シ リーズは、最先端のソフ ト ウェア インフラス ト ラ クチャによっ

て、 運用の効率化とダウンタイムの最小化を実現します。 Cisco IOS をモジュール化して分割し、 それぞれが独立したプロセス

と して稼働させるこ とで、 次のこ とが実現できます。

• 自己回復プロセスによる予期しないダウンタイムの最小化

• サブシステム In-Service Software Upgrade （Subsystem ISSU） によるソフ ト ウェアの変更の簡素化

• 統合された Embedded Event Manager （EEM） によるプロセスレベルのポ リシー制御の自動化

図 1 モジュール型 Cisco IOS ソフ トウェアを搭載可能な Cisco Catalyst 6500 シリーズ

Catalyst 6500 シ リーズは、 Policy Feature Card （PFC; ポ リシー フ ィーチャ  カード） または Distributed Forwarding Card （DFC） 上

の ASIC によるハード ウェア ベースのフォワーディングを実行します。Catalyst 6500 シ リーズのコン ト ロール プレーン機能は、

Multilayer Switch Forwarding Card（MSFC;マルチレイヤ スイ ッチ フ ィーチャ  カード）コンプレッ クスの専用CPUで実行されます。

• コン ト ロール プレーンでは、 ルーティング プロ ト コルの更新や管理ト ラフ ィ ッ クなどの制御ト ラフ ィ ッ クを管理します。

• データ  プレーンは、 ASIC を使用して実際にパケッ トのフォワーディングを行います。

データ  プレーンが完全に分離されているため、 コン ト ロール プレーンに障害が発生しても、ハード ウェアを動作させるのに必

要なソフ ト ウェア機能が維持されるかぎ り、 ト ラフ ィ ッ ク  フォワーディングは継続します。 また、 冗長スーパーバイザ エンジ

ンを使用する と、 Catalyst 6500 シ リーズの Non-Stop Forwarding （NSF） や Stateful Switch Over （SSO） 機能によ り、 アクティブ

なスーパーバイザ エンジンにハード ウェア障害が発生した場合でもデータ  プレーンの処理を継続するこ とができます。
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図 2 アーキテクチャ

モジュール型 Cisco IOS ソフ ト ウェアでは、 複数のサブシステムを組み合わせて個々のプロセスが構成され、 Cisco IOS ソフ ト

ウェアのメモ リ  アーキテクチャの強化が図られています。 これは、 プロセスレベルでの障害分離を可能にし、 サブシステム

ISSU 機能を提供するためです。 これらの拡張機能は、 Catalyst 6500 シ リーズの Supervisor Engine 720 と Supervisor Engine 32 の

Cisco IOS ソフ ト ウェアで実現されており、ネッ ト ワーク  オペレータがこれまで使用してきた豊富な機能性や動作環境はそのま

ま維持されています。 Cisco IOS Software Modularity は、 Cisco IOS ソフ ト ウェア リ リース 12.2(18)SXF で最初に提供される予定

です。 詳細については、 リ リース  ノート （英語） を参照して ください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/relnotes/index.htm

利点

Cisco Catalyst 6500 シ リーズのモジュール型 IOS ソフ ト ウェアの利点は、 次のとおりです。

一貫した管理性

モジュール型ソフ ト ウェアは Catalyst 6500 シ リーズの Cisco IOS ソフ ト ウェアにさまざまな拡張機能を提供します。ただし、運

用面において必要な変更はあ り ません。 SNMP （簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル） や Syslog などの管理インターフェイスお

よび CLI （コマンド ライン インターフェイス） はこれまでと同じです。 新しい機能をサポートするために、 show コマンドの他

に EXEC モードやコンフ ィギュレーシ ョ ン モードにコマンドが新し く追加されています。ソフ ト ウェア リ リースおよびリ ビル

ドはこれまでと同じで、 新し くパッチがサポート されています。

保護されたメモリ領域

モジュール型ソフ ト ウェアのメモ リ  アーキテクチャでは、 プロセスは保護されたアドレス領域を使用できます。 各プロセス と

関連するサブシステムは、 個別のメモ リ領域を使用します。 このパラダイムを使用する と、 複数のプロセスにまたがる メモ リ

の破損は事実上発生しません。

障害の封じ込め

プロセスごとに保護されたメモ リ領域を使用するこ とで、アベイラビ リ ティが向上します。 これは、 1 つのプロセスに不具合が

発生してもシステムの他の部分が影響を受けずに済むためです。 たとえば、 比較的ク リティカルではないシステム プロセスに

障害が発生したり、 異常があるこ とが判明した場合でも、 パケッ ト  フォワーディングを維持するのに必要と されるク リ ティカ

ルな機能が影響を受けるこ とはあ り ません。

プロセス リスタート機能

メモ リ領域の保護と障害の封じ込めによって、モジュール化されたプロセスが個別にリ スタートできるよ うになっています。テ

ス ト を行う場合やプロセスが応答しない場合に備えて、 プロセスを手動でリ スタートする新しい CLI コマンドが用意されてい

ます。 この機能を使用する と、 フォワーディングを中断せずに一時的なエラーから迅速に復旧できます。 統合型ハイアベイラ
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ビ リティ  インフラス ト ラ クチャは、 プロセスの状態を常にチェッ ク し、 一定の期間内にプロセスがリ スタート された回数を記

録します。 プロセスを リ スタート してもシステムが復元しない場合、 ハイアベイラビ リ ティ  インフラス ト ラ クチャはスーパー

バイザ エンジンのスイ ッチオーバーやシステムのリ スタート といったよ り抜本的な処理を行います。

モジュール化されたプロセス

最も一般的な機能をカバーするよ う、 さまざまなコン ト ロール プレーンの機能がモジュール化されています。 次に、 モジュー

ル化されたプロセスの例を示します。

• ルーティング プロセス

• インターネッ ト  デーモン

• Raw IP 処理

• TCP プロセス

• UDP プロセス

• Cisco Discover Protocol （CDP） プロセス

• Syslog デーモン

• すべての EEM コンポーネン ト

• ファ イル システム

• メディア ド ラ イバ

• インス トール マネージャ

サブシステム In-Service Software Upgrade （Subsystem ISSU）

メモ リ領域の保護とプロセス  リ スタート機能の最大の利点は、 ソフ ト ウェアの稼働中に変更を加えられるこ とです。 モジュー

ル化ソフ ト ウェアでは Cisco IOS ソフ ト ウェアのインフラス ト ラ クチャの拡張によ り、個別のパッチを使用したシステムの選択

的なメンテナンスが可能です （パッチは単一の更新プログラムで、 1 つまたは複数のサブシステムに適用されます）。 バージ ョ

ニングおよびパッチ管理機能が用意されているため、 モジュール化ソフ ト ウェアでは、 システムを リ スタートせずに、 パッチ

のダウンロード、 検証、 インス トール、 およびアクティブ化を行う こ とができます。 パケッ ト  フォワーディングに影響を与え

るこ とな く、 パッチを適用できるので、 ネッ ト ワーク  オペレータはソフ ト ウェアをいつでも柔軟に変更できます。 パッチは更

新が必要なコンポーネン トにのみ作用するため、 ネッ ト ワーク管理者は、 ソフ ト ウェアの更新に関係する部分を再確認するだ

けで済みます。

ハードウェア仕様

モジュール型 Cisco IOS ソフ ト ウェアは、 次の Cisco Catalyst 6500 シ リーズ スーパーバイザ エンジンのソフ ト ウェア アップグ

レードによって使用可能になり ます （表 1）。

表 1 サポート されるスーパーバイザ エンジン

Cisco IOS Software Modularity 12.2(18)SXF ビルドの最小メモ リ要件は次のとおりです （表 2）。

表 2 メモリ要件

Supervisor Engine 720 （PFC3A、 3B、 3BXL） 12.2(18)SXF ビルド （2005 年第 4 四半期を予定）

Supervisor Engine 32 （PFC3B） 12.2(18)SXF ビルド （2006 年第 1 四半期を予定）

スーパーバイザ エンジン 最小 RP DRAM 最小 SP DRAM 最小コンパク ト  
フラ ッシュ

推奨コンパク ト  
フラッシュ

Supervisor Engine 720 512 MB 512 MB 256 MB 512 MB

Supervisor Engine 32 512 MB 512 MB 256 MB 512 MB
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詳細については、 リ リース  ノート を参照して ください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/relnotes/index.htm

モジュール型 Cisco IOS ソフ ト ウェアをサポートするイ メージは、 Cisco.com からダウンロードできます。 また、次の製品 ID を

使用して発注するこ と もできます （表 3）。

表 3 製品 ID

関連情報

その他の情報については、 リ リース  ノート （英語） を参照して ください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/relnotes/index.htm

イ メージ製品 ID イメージ名 説明

S733ISK9N-12218SXF s72033-ipservicesk9-vz Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES
SSH LAN ONLY （モジュール）

S733ISK9M-12218SXF s72033-ipservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES
SSH （モジュール）

S733ISM-12218SXF s72033-ipservices_wan-vz Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES
（モジュール）

S733AIK9M-12218SXF s72033-advipservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP
SERVICES SSH （モジュール）

S733ESK9M-12218SXF s72033-entservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP720 IOS ENTERPRISE
SERVICES SSH （モジュール）

S733AEK9M-12218SXF s72033-adventservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED
ENTERPRISE SERVICES SSH （モジュール）

S323IBK9N-12218SXF s3223-ipbasek9-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS IP BASE SSH
LAN ONLY （モジュール）

S323IBM-12218SXF s3223-ipbase_wan-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS IP BASE （モ

ジュール）

S323IBK9M-12218SXF s3223-ipbasek9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS IP BASE SSH （モ

ジュール）

S323ISK9M-12218SXF s3223-ipservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS IP SERVICES
SSH （モジュール）

S323AIK9M-12218SXF s3223-advipservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS ADVANCED IP
SERVICES SSH （モジュール）

S323ESK9M-12218SXF s3223-entservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS ENTERPRISE
SERVICES SSH （モジュール）

S323AEK9M-12218SXF s3223-adventservicesk9_wan-vz Cisco CAT6000-SUP32 IOS ADVANCED
ENTERPRISE SERVICES SSH （モジュール）
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