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Solution No. 10-02-02
ディストリビューションスイッチ AT-x600 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x600-24Ts 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) を使用して
います。x600-24Tsの採用で
導入コストを抑え、ネット
ワークの規模に見合うコスト
パフォーマンスを発揮する
ネットワークです。また、
RSTPやVRRPなどの標準技術
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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■■ 構築のポイント構築のポイント
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ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズ で実現する
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■■ xx600600--24Ts_1 24Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-1
!
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
!
vlan database
vlan 10,20,30 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status

!

interface port1.0.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status
spanning-tree portfast

!

interface port1.0.23-1.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk vlan allowed add 10, 20
snmp trap link-status
static-channel-group 1

!

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。

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ます。

上位ルーターとの接続リンクとなる
vlan30にポートをアサインします。
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x600-24Ts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。

必要なVLANを作成します。
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■■ x600x600--24Ts_1 24Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk vlan allowed add 10,20
snmp trap link-status

!
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

!
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
ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.2 2
!

ntp server 192.168.250.254
!
end

各VLANにIPアドレスを設定します。

デフォルトルートを設定します。正常
時には上位ルーターのIPアドレスであ
る192.168.30.254宛の経路を使用し、
上位ルーターとのリンクに障害が発生
して使用できない場合にはx600-
24Ts_2宛の経路を使用するよう、2つ
のスタティックルートにことなる管理
距離を設定しておきます。

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101を設定し、x600-24Ts_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。

sa1はStatic-channel-groupを設定する
と自動的に作成されます。
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■■ xx600600--24Ts_2 24Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-2
!
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
!

vlan database
vlan 10,20,30 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status

!

interface port1.0.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status

spanning-tree portfast
!

interface port1.0.23-1.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk vlan allowed add 10, 20
snmp trap link-status
static-channel-group 1

!

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。

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ます。

上位ルーターとの接続リンクとなる
vlan30にポートをアサインします。
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。

必要なVLANを作成します。

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、
x600-24Ts_1がRootブリッジとなるよ
うにします。

2 台のx600-24Ts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。
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■■ x600x600--24Ts_2 24Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk vlan allowed add 10,20
snmp trap link-status

!
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

!
router vrrp 10
virtual-ip 192.168.10.1 backup
interface vlan10

enable
!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.254
ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.1 2
!

ntp server 192.168.250.254
!
end

各VLANにIPアドレスを設定します。

デフォルトルートを設定します。正常
時には上位ルーターのIPアドレスであ
る192.168.30.254宛の経路を使用し、
上位ルーターとのリンクに障害が発生
して使用できない場合にはx600-
24Ts_1宛の経路を使用するよう、2つ
のスタティックルートにことなる管理
距離を設定しておきます。

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、x600-
24Ts_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。

sa1はStatic-channel-groupを設定する
と自動的に作成されます。
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