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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ 主な目的主な目的

◇◇ 信頼性・可用性の高いネットワークを構築したい信頼性・可用性の高いネットワークを構築したい
◇◇ 標準技術を使って冗長化したい標準技術を使って冗長化したい
◇◇ 既存機器を流用しつつ、コアスイッチを入れ替えたい既存機器を流用しつつ、コアスイッチを入れ替えたい
■■ 概要概要

一般的なスター型ネットワー
クを標準技術を使用して構築
する構成例です。

スター型のネットワークは、
オフィスビルの既存フロア間
配線を流用することで、機器
のリプレースだけでネット
ワークをアップグレードでき
るメリットがあり、現在主流
のネットワークトポロジの一
つです。

この構成例では、コアスイッ
チにSBx908 2台を採用し、
Layer2の冗長にはRapid 
Spanning Tree Protocol 
(RSTP)、Layer3の冗長には
Virtual Router Redundancy 
Protocol (VRRP)及びOSPFを
使用しています。

標準技術を使用することで、
他社製品と混在するマルチベ
ンダーネットワークでも、コ
アスイッチだけリプレイスす
ることが可能となり、ネット
ワークの拡張や増設を柔軟に
行うことができます。
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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ 構築のポイント構築のポイント
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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx908-1
!
log host 192.168.250.254
log host 192.168.250.254 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.250.254 version 2c public
!
vrrp vmac enable
spanning-tree mode rstp
spanning-tree priority 4096
!
mls qos enable
access-list 3001 permit proto 89 any any
access-list 3002 permit proto 112 any any
!
class-map OSPF
match access-group 3001

!
class-map VRRP
match access-group 3002

!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806 

!
class-map TaggedARP
match eth-format ethii-tagged protocol 0806

!
policy-map CtrlPkts
class default
class OSPF
set queue 6

class VRRP
set queue 6

class UntaggedARP
set queue 6

class TaggedARP
set queue 5

!

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。SNMPを使用する事
で、ネットワークの効率的な管理が可
能となり、安定したITインフラの実現
に役立ちます。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

RSTPを有効にしますブリッジプライ
オリティ値を調整しRootブリッジとな
るようにします。

機器のCPU負荷が高くなってしまった
ときでも正常に機能が動作するように
OSPF制御パケットとVRRP制御パ
ケット、ARPパケットを優先的に処理
するQoS(優先制御) の設定を行います。
QoS機能を有効化後、OSPFとVRRP 
制御パケットはaccess-listで定義し、
このaccess-listをclass-mapに関連付け
ます。
ARPパケットはclass-mapで定義しま
す。match条件としてタグ付きとタグ
なしの 2種類をそれぞれ定義する必要
がありますのでご注意下さい。

後に作成したpolicy-mapを束ねて
class-mapとして定義し、2番目に優先
度の高いqueue6を設定します。
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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
vlan database
vlan 10,20,30 state enable

!
interface port1.1.1-1.1.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface port1.1.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts
spanning-tree portfast

!
interface port1.1.11-1.1.12
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk vlan allowed vlan add 10,20
snmp trap link-status
static-channel-group 1

!
interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface vlan10
ip address 192.168.10.2/24

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.1/24

!
interface vlan30
ip address 192.168.30.1/24

!

クライアント側VLANとなるvlan10に
必要なポートをアサインし、
OSPF/VRRP/ARPパケットを優先処理
させるため、先に定義したclass-map 
をこの3ポートに適用します。

必要なVLANを作成します。

x600-24Tsとの接続リンクとなる
vlan30にポートをアサインし、
OSPF/VRRP/ARPパケットを優先処理
させるため、先に定義したclass-map
をこのポートに適用します。
また、このvlanではRSTPを使用しな
いため、portfastを設定してRSTPエッ
ジポートに指定し,
必要の無いBPDUの送信を防止します。

2 台のSBx908間の接続リンクとなる2
ポートをVLAN10/20のタグポートとし
てアサインし、リンクアグリゲーショ
ンを使用して冗長性を高めます。

各VLANにIPアドレスを設定します。

sa1はStatic-channel-groupを設定する
と自動的に作成されます。
OSPF/VRRP/ARPパケットを優先処理
させるため、先に定義したclass-map 
を適用します。
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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプルそのその33

!
router ospf
redistribute connected
redistribute static
network 192.168.20.0/24 area 0.0.0.0
network 192.168.30.0/24 area 0.0.0.0
default-information originate metric 1

!

router vrrp 10
virtual-ip 192.168.10.1 backup
interface vlan10
priority 101
enable

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.254
!

ntp server 192.168.250.254
!
end

x600-24Ts及び2台のSBx908との接続
リンクであるVLAN20/30でOSPFを有
効にします。 OSPFを有効にしない イ
ンターフェース経路も再広告するため、
redistributeコマンドでconnectedを指
定します。また、x600-24Tsの接続リ
ンクが切断された場合に隣接する
SBx908側へ経路が移行できるように
staticもredistributeコマンドで指定しま
す。

デフォルトルートを設定します。ゲー
トウェイはx600-24TsのVLAN30イン
ターフェースに設定されているIPアド
レスを指定します。

VRRPを有効にします。VRRP10を作
成し、VLAN10をアサインします。仮
想IPアドレスを設定し、さらにVRRP 
priorityを初期値より高い101として
Masterとなるようにします。VRRP
priorityの初期値は100です。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。



6Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ SBx908_2 SBx908_2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx908-2
!
log host 192.168.250.254
log host 192.168.250.254 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.250.254 version 2c public
!
vrrp vmac enable
spanning-tree mode rstp
!

mls qos enable
access-list 3001 permit proto 89 any any
access-list 3002 permit proto 112 any any
!
class-map OSPF
match access-group 3001

!
class-map VRRP
match access-group 3002

!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806 

!
class-map TaggedARP
match eth-format ethii-tagged protocol 0806

!
policy-map CtrlPkts
class default
class OSPF
set queue 6

class VRRP
set queue 6

class UntaggedARP
set queue 6

class TaggedARP
set queue 5

!

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。SNMPを使用する事
で、ネットワークの効率的な管理が可
能となり、安定したITインフラの実現
に役立ちます。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

RSTPを有効にします。ブリッジプラ
イオリティ値は初期値のままとし、
SBx908_1がRootブリッジとなるよう
にします。

機器のCPU負荷が高くなってしまった
ときでも正常に機能が動作するように
OSPF制御パケットとVRRP制御パ
ケット、ARPパケットを優先的に処理
するQoS(優先制御) の設定を行います。
QoS機能を有効化後、OSPFとVRRP 
制御パケットはaccess-listで定義し、
このaccess-listをclass-mapに関連付け
ます。
ARPパケットはclass-mapで定義しま
す。match条件としてタグ付きとタグ
なしの 2種類をそれぞれ定義する必要
がありますのでご注意下さい。

後に作成したpolicy-mapを束ねて
class-mapとして定義し、2番目に優先
度の高いqueue6を設定します。
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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ SBx908_2 SBx908_2 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
vlan database
vlan 10,20,30 state enable

!
interface port1.1.1-1.1.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface port1.1.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts
spanning-tree portfast

!
interface port1.1.11-1.1.12
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk vlan allowed vlan add 10,20
snmp trap link-status
static-channel-group 1

!
interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface vlan10
ip address 192.168.10.3/24

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.2/24

!
interface vlan30
ip address 192.168.30.2/24

!

クライアント側VLANとなるvlan10に
必要なポートをアサインし、
OSPF/VRRP/ARPパケットを優先処理
させるため、先に定義したclass-map 
をこの3ポートに適用します。

必要なVLANを作成します。

x600-24Tsとの接続リンクとなる
vlan30にポートをアサインし、
OSPF/VRRP/ARPパケットを優先処理
させるため、先に定義したclass-map
をこのポートに適用します。
また、このvlanではRSTPを使用しな
いため、portfastを設定してRSTPエッ
ジポートに指定し,
必要の無いBPDUの送信を防止します。

2 台のSBx908間の接続リンクとなる2
ポートをVLAN10/20のタグポートとし
てアサインし、リンクアグリゲーショ
ンを使用して冗長性を高めます。

各VLANにIPアドレスを設定します。

sa1はStatic-channel-groupを設定する
と自動的に作成されます。
OSPF/VRRP/ARPパケットを優先処理
させるため、先に定義したclass-map 
を適用します。
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Solution No. 10-02-01
アライドテレシス・コアスイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ SBx908_2 SBx908_2 設定サンプル設定サンプルそのその33

!
router ospf
redistribute connected
redistribute static
network 192.168.20.0/24 area 0.0.0.0
network 192.168.30.0/24 area 0.0.0.0
default-information originate metric 1

!

router vrrp 10
virtual-ip 192.168.10.1 backup
interface vlan10

enable
!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.254
!

ntp server 192.168.250.254
!
end

x600-24Ts及び2台のSBx908との接続
リンクであるVLAN20/30でOSPFを有
効にします。 OSPFを有効にしない イ
ンターフェース経路も再広告するため、
redistributeコマンドでconnectedを指
定します。また、x600-24Tsの接続リ
ンクが切断された場合に隣接する
SBx908側へ経路が移行できるように
staticもredistributeコマンドで指定しま
す。

デフォルトルートを設定します。ゲー
トウェイはx600-24TsのVLAN30イン
ターフェースに設定されているIPアド
レスを指定します。

VRRPを有効にします。VRRP10を作
成し、VLAN10をアサインします。仮
想IPアドレスを設定します。VRRP 
priorityは初期値のままとし、
SBx908T_1がMasterとなるようにしま
す。VRRP priorityの初期値は100です。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。
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エンタープライズ・VRRPネットワーク
■■ x600x600--24Ts 24Ts 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-24Ts
!
log host 192.168.250.254
log host 192.168.250.254 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.250.254 version 2c public
!
no spanning-tree rstp enable
!

vlan database
vlan 30,40,250 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status

!

interface port1.0.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
snmp trap link-status

!

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。SNMPを使用する事
で、ネットワークの効率的な管理が可
能となり、安定したITインフラの実現
に役立ちます。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

初期値ではRSTPが有効です。本構成
例ではRSTPは使用していませんので、
無効化します。

必要なVLANを作成します。

SBx908との接続リンクとなるポート
をVLAN30にアサインします。

インターネットゲートウェイとなる上
位ルーターとの接続リンクとなるポー
トをVLAN40にアサインします。
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■■ x600x600--24Ts 24Ts 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.0.4-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 250
snmp trap link-status

!
interface vlan30
ip address 192.168.30.254/24

!
interface vlan40
ip address 192.168.40.254/24

!
interface vlan250
ip address 192.168.250.254/24

!
router ospf
redistribute connected
redistribute static
network 192.168.30.0/24 area 0.0.0.0
default-information originate metric 1

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.40.254
!

ntp server 192.168.250.254
!
end

サーバーを収容するVLAN250にポート
をアサインします。

各VLANにIPアドレスを設定します。

2台のSBx908との接続リンクである
VLAN30でOSPFを有効にします。
OSPFを有効にしない インターフェー
ス経路も再広告するため、redistribute
コマンドでconnectedを指定します。
また、x600-24Tsの接続リンクが切断
された場合に隣接するSBx908側へ経
路が移行できるようにstaticも
redistributeコマンドで指定します。

デフォルトルートを設定します。ゲー
トウェイはAR570SのVLAN40イン
ターフェースに設定されているIPアド
レスを指定します。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。
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