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Solution No. 10-06-01

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

IPv4/IPv6デュアルスタック・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
◇◇ スパニングツリーを使わずにスパニングツリーを使わずに Layer2 Layer2 の冗長をしたいの冗長をしたい
◇◇ IPv4IPv4をつかいながらをつかいながらIPv6IPv6も導入したいも導入したい
■■ 概要概要

IPv4アドレスの普及によって
インターネットは爆発的に普
及しました。その反面、急激
な普及によってIPv4アドレス
の枯渇が現実的な問題として
懸念されており、IPv4の様々
な問題点の改善とあわせて
IPv6がいよいよ普及し始めて
います。

x900シリーズではIPv6のハー
ドウェアルーティングに
対応しており、IPv4と同様に
ノンブロッキング・ワイヤ
レートの高パフォーマンスを
実現できるようになります。

多数のお客様にご利用頂いて
いるVCSと組み合わせること
で従来のIPv4ネットワークと
IPv6ネットワークを共存させ
るIPv4/v6デュアルスタックの
冗長・負荷分散ネットワーク
を容易に構築できるようにな
ります。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ 構築のポイント構築のポイント



3Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

Solution No. 10-06-01

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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x900-VCS
!
log host 192.168.10.100
log host 192.168.10.100 level debugging
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap nsm rmon vcs
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.10.100 version 2c public
!

platform routingratio ipv4andipv6
!

stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 1
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 1
!

VCS設定を行います。Ver5.3.3から
VCSグループメンバーが共通で使用す
るバーチャルMACアドレスをサポート
しました。VCSのMACアドレスが変更
されず、周囲の機器が保持するFDBの
書き換えが必要ありませんので、ス
ムーズなFailoverを実現します。
なお、バーチャルMACアドレス設定は
VCSグループの再起動後、有効になり
ます。

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。

ルートテーブルを保持するために確保
されるメモリをIPv4とIPv6で共有する
ようにします。

※注

※注
VCS 構成時は、VCS の制御パケットが送信キュー7 を使うため、その他のパケットを送信キュー7 に割り当てないでください。
具体的には、mls qos map cos-queue, mls qos map mark-dscp, mls qos map policed-dscp, mls qos queue, set queue の各コマンド
で送信キュー7を指定しないようにしてください。

特に、cos-queue マップの初期設定では、CoS 値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS 構成時は送信キュー
「7」を使わないよう、mls qos map cos-queue コマンドでマッピングを変更してください。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
ip dhcp pool pool10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
range 192.168.10.10 192.168.10.250
dns-server 10.1.1.12
dns-server 10.1.1.13
default-router 192.168.10.1
lease 0 1 0

!
ip dhcp pool pool20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
range 192.168.20.10 192.168.20.250
dns-server 10.1.1.12
dns-server 10.1.1.13
default-router 192.168.20.2
lease 0 1 0

!
service dhcp-server
!
spanning-tree mode rstp
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 3001 permit udp any any eq 520
!
class-map RIP_QoS
match access-group 3001

!
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 RIP_QoS
set queue 5

class UntaggedARP
set queue 5

class TaggedARP
set queue 5

!
vlan database
vlan 20,100 state enable!

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
RIPや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、RIPパケットは
アクセスリストで定義します。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。最後に作成
したclass-mapを束ねてpolicy-mapと
して定義し、3番目に優先度の高い
queue5を設定します。

x900シリーズでは、CPU宛の通信の負
荷が高い場合でも各プロトコルの制御
パケットを優先的に処理するための
CPP (Control Plane Prioritization)設定
を行うことを推奨します。

必要なVLANを作成します。

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。

DHCPサーバーの設定を行います。
VLAN10/20のIPv4クライアントに対し
てIPアドレスを自動的に割り当てられ
るようにします。leaseコマンドでは、
IPアドレスを使用時間を1時間にする
ため、<日><時><分>をそれぞれ
<0><1><0>としています。
最後にDHCPサーバー機能を有効にし
ます。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
snmp trap link-status

static-channel-group 1
!
interface port2.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
snmp trap link-status

static-channel-group 1

!
interface port1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
static-channel-group 2

!
interface port2.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
static-channel-group 2

!
interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface sa2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!

saはStatic-channel-groupを設定する
と自動的に作成される論理ポートを表
します。また、RIP制御用パケットと
ARPを優先的に処理するように作成し
たQoSサービスポリシーを両方のポー
トにアサインします。

x900-24XT_4との接続リンクとなるリ
ンクアグリゲーショングループとして
static-channel-group 2を作成し、
VLAN20にタグなしポートとしてアサ
インします。

x900-24XT_3との接続リンクとなるリ
ンクアグリゲーショングループとして
static-channel-group 1を作成し、
VLAN100にタグなしポートとしてアサ
インします。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.1/24
ipv6 address 3ffe:0:20::1/64
no ipv6 nd suppress-ra
ipv6 nd prefix 3ffe:0:20::/64

!

interface vlan100
ip address 192.168.100.1/24
ipv6 address 3ffe:0:100::1/64
ipv6 router rip 

!

ipv6 forwarding
!

router rip
network 192.168.100.0/24
redistribute connected

!
router ipv6 rip
redistribute connected

!

ntp server 192168.10.100
!
end

VLAN20にIPv4とIPv6のIPアドレスを
設定します。“no ipv6 nd suppress-ra”
コマンドでRA(ルータ通知)を行い、周
囲のIPv6ホストがIPアドレスを自動的
に構成できるようにします。RAで送
信するIPv6プレフィックスは“ipv6 nd
prefix”コマンドで指定します。

VLAN100にIPv4とIPv6のIPアドレスを
設定します。x900-24XT_3との間では
RIPngを使用するためRIPngを有効化
します。

IPv6パケットをフォワーディングさせ
ます。

x900-24XT_3との間でダイナミック
ルーティングを行ないます。IPv4は
RIPv2でVLAN100上で有効にし、その
他のコネクトインターフェースのルー
ト情報も再広告できるよう、
“redistribute connected”コマンドを設
定します。IPv6も同様にRIPngを有効
化し、”redistribute connected”を設定
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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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--24XT_324XT_3 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x900-24XT_3
!
log host 192.168.10.100
log host 192.168.10.100 level debugging
! 
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server enable trap nsm rmon vcs
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.10.100 version 2c public

!
platform routingratio ipv4andipv6

!
no spanning-tree rstp enable
!

mls qos enable
access-list 3001 permit udp any any eq 520
!
class-map RIP_QoS
match access-group 3001

!
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 RIP_QoS
set queue 5

class UntaggedARP
set queue 5

class TaggedARP
set queue 5

!
vlan database
vlan 10,100 state enable

!

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。

ルートテーブルを保持するために確保
されるメモリをIPv4とIPv6で共有する
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
RIPや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、RIPパケットは
アクセスリストで定義します。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。最後に作成
したclass-mapを束ねてpolicy-mapと
して定義し、3番目に優先度の高い
queue5を設定します。

x900シリーズでは、CPU宛の通信の負
荷が高い場合でも各プロトコルの制御
パケットを優先的に処理するための
CPP (Control Plane Prioritization)設定
を行うことを推奨します。

必要なVLANを作成します。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--24XT_3 24XT_3 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
snmp trap link-status
static-channel-group 1

!
interface port1.0.3-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface sa1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

!
interface vlan10
ip address 192.168.10.2/24
ipv6 address 3ffe:0:10::2/64
no ipv6 nd suppress-ra
ipv6 nd prefix 3ffe:0:10::/64
ip dhcp-relay server-address 192.168.100.1 

!

x900-VCSとの接続リンクとなるリン
クアグリゲーショングループとして
static-channel-group 1を作成し、
VLAN100にタグなしポートとしてアサ
インします。

クライアントを収容するVLAN10に残
りのポートをタグなしポートとしてア
サインします。また、RIP及びARPを
優先的に処理するように作成したQoS
サービスポリシーにアサインします。

saはstatic-channel-groupを設定すると
自動的に作成される論理ポートを表し
ます。また、RIPとARPを優先的に処
理するように作成したQoSサービスポ
リシーを両方のポートにアサインしま
す。

VLAN10にIPv4とIPv6のIPアドレスを
設定します。“no ipv6 nd suppress-ra”
コマンドでRA(ルータ通知)を行い、周
囲のIPv6ホストがIPアドレスを自動的
に構成できるようにします。RAで送
信するIPv6プレフィックスは“ipv6 nd 
prefix”コマンドで指定します。最後に、
IPv4クライアントからのDHCPリクエ
ストをx900-VCS上で動作している
DHCPサーバーに転送できるよう、
DHCPリレーの設定を行います。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--24XT_3 24XT_3 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
ipv6 forwarding
!

router rip
network 192.168.100.0/24
redistribute connected

!
router ipv6 rip
redistribute connected

!

ntp peer 192.168.10.100
!

end

IPv6パケットをフォワーディングさせ
ます。

x900-VCSとの間でダイナミックルー
ティングを行ないます。IPv4はRIPv2
でVLAN100上で有効にし、その他のコ
ネクトインターフェースのルート情報
も再広告できるよう、“redistribute 
connected”コマンドを設定します。
IPv6も同様にRIPngを有効化
し、”redistribute connected”を設定し
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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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--24XT_4 24XT_4 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x900-24XT_4
!
log host 192.168.10.100
log host 192.168.10.100 level debugging
! 
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server enable trap nsm rmon vcs
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.10.100 version 2c public

!
platform routingratio ipv4andipv6

!
no spanning-tree rstp enable
!

mls qos enable
!
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 UntaggedARP
set queue 5

class TaggedARP
set queue 5

!

vlan database
vlan 20 state enable

!

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。

ルートテーブルを保持するために確保
されるメモリをIPv4とIPv6で共有する
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
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、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。最後に作成したclass-
mapを束ねてpolicy-mapとして定義し、
3番目に優先度の高いqueue5を設定し
ます。

x900シリーズでは、CPU宛の通信の負
荷が高い場合でも各プロトコルの制御
パケットを優先的に処理するための
CPP (Control Plane Prioritization)設定
を行うことを推奨します。

必要なVLANを作成します。
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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

IPv4/IPv6デュアルスタック・ネットワーク
■■ x900x900--24XT_4 24XT_4 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
static-channel-group 1

!
interface port1.0.3-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status
service-policy input CtrlPkts

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

!

interface vlan20
ip address 192.168.20.3/24

!
ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.1
!

ntp peer 192.168.10.100
!

end

x900-VCSとの接続リンクとなるリン
クアグリゲーショングループとして
static-channel-group 1を作成し、
VLAN20にタグなしポートとしてアサ
インします。

クライアントを収容するVLAN20に残
りのポートをタグなしポートとしてア
サインします。また、ARPを優先的に
処理するように作成したQoSサービス
ポリシーにアサインします。

saはstatic-channel-groupを設定すると
自動的に作成される論理ポートを表し
ます。また、ARPを優先的に処理する
ように作成したQoSサービスポリシー
を両方のポートにアサインします。

VLANにIPアドレスを設定し、デフォ
ルトルートを静的に追加します。ネク
ストホップはx900-VCSのインター
フェースIPアドレスです。このデフォ
ルトルートはSNMPなどのx900-
24XT_4自身が送信するパケットを転
送させるためのものです。

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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