アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ 主な目的

◇ 既存IPv4環境にIPv6環境を追加したい
◇ 段階的にIPv6環境に移行したい
◇ OSPFなどのダイナミックルーティングでIPv6環境を構築したい
■ 概要

昨今、急速に発展する新興国においてインターネット等のITネット
ワークインフラの普及整備が加速し、IPv4アドレスの枯渇が現実的
な問題となっております。このような状況から、今後、IPv6の普及
が加速され、IPv6を使用したITインフラ環境の構築も多くなること
が予想されます。しかしながら、現実的にはIPv4によるITインフラ
環境は多く稼動しており、IPv6環境への移行は、試験的、段階的に
行われるものと考えられます。
本ソリューションテンプレートでは、こうした現状を考慮し、現実
的に構成され得るIPv4/IPv6混在環境をコンセプトに、IPv4/IPv6混在
環境の構築について記載します。また、IPv4環境においても使用頻
度の多いルーティングプロトコル「OSPF」のIPv6版であるOSPFv3
を用いることで、IPv6環境に可用性、拡張性を提供します。
アライドテレシスのx900/x600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しており、IPv6環境において
も高いコストパフォーマンスをご提供します。

SBx908/x900/600シリーズは、IPv6 Ready Logo (Phase-2) を
取得しています。
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Solution No. 11-04-18

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ 構築のポイント

RIP & RIPng AS

Static Route (IPv4 & IPv6) AS
Appサーバー, マルチ
キャストサーバーが存在
するサーバーセグメント
ではスタティックでルー
ティングを行います

NMSサーバーが存在
する管理セグメント
ではRIPでルーティ
ングを行います

NMS Server

App Server

Multocast
Server

N1196-07-x900

N1196-08-x900

1.0.1 1.0.2

1.0.1 1.0.2

バックボーンエリアではデュ
アルスタックでルーティング
を行い、さらにマルチキャス
トルーティングを行います

N1196-01-SBx908

1.1.3 1.1.4
1.3.1 1.4.1

1.1.5 1.1.6
1.2.1 1.2.2

1.1.1 1.1.2

OSPF DR &
ABR & ASBR

OSPFv3 & OSPFv2
Area 0
1.1.1 1.1.2

3

1.0.1

1

2
N1196-03-C3750

N1196-02-x900

1.0.3 1.0.4

1.0.25

1.0.26

1.0.1

1.0.5

OSPF ABR

5

1.0.2

OSPF IR

OSPF IR

OSPF IR

N1196-05-x900
Area2ではIPv4ルー
ティングとマルチキャ
ストルーティングを行
います

2
N1196-09-GS916M

OSPF Area 1
IPv6 & IPv4 Dual Stack

OSPF ABR

N1196-06-x600

1.0.1 1.0.2

Area1ではデュアルス
タックでルーティング
を行います

1

8

1.0.1 1.0.2

N1196-04-x600

1.0.3 1.0.4

7

OSPF Area 2
IPv4
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Area3ではIPv6ルー
ティングを行います

OSPF Area 3
IPv6

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ 構築のポイント

 IPv6 スタティック経路のネクストホップのアドレスが以下のアドレス以外のIETFで
予約済みのアドレスの場合はリンクローカルアドレスをネクストホップへ指定してく
ださい。IETFで予約済みのアドレスをネクストホップに指定すると Network
Unreachable となり経路へ転送されません。
[ IPv6 Prefix ]
2000::/3 グローバルユニキャスト : ネクストホップのアドレスとして使用出来ません
FC00::/7 ユニークローカルユニキャスト : ネクストホップのアドレスとして使用出来ません
FE80::/10 リンクローカルユニキャスト : ネクストホップのアドレスとして使用出来ます

 OSPFv2/RIP は IPv4 の経路情報作成の為に使用され、IPv6 については
OSPFv3/RIPng を用いて経路情報を生成します。したがって、本構成ではIPv4ネッ
トワーク内の端末間通信及び、IPv6ネットワーク内における端末間通信のみが可能
となります。
 OSPFv3を含むIPv6関連機能をご利用の際は、別途フィーチャーライセンス「IPv6ラ
イセンス」が必要です。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0101-SBx908 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うSBx908のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-01-SBx908
!
log host 172.16.212.100
log host 172.16.212.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community private rw
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!

本構成例ではマルチキャストルーティ
ングを使用しますので、マルチキャス
トルーティングを有効にします。

ip multicast-routing

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

spanning-tree mode rstp

QoSを有効にし、RIP, OSPF, PIM-SM
の制御パケットを分類するためのアク
セスリストを作成します。

!

!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 3001 permit udp any any eq 520
access-list 3002 permit proto 89 any any
access-list 3003 permit proto 103 any any
!

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。
なお、ARPパケットはクラスマップの
オプションである、マッチ条件で指定
します。

class-map RIP
match access-group 3001
!
class-map OSPF
match access-group 3002
!
class-map PIM
match access-group 3003
!
class-map UntaggedARP_QoS
match eth-format ethii-untagged protocol 0806
!
class-map TaggedARP_QoS
match eth-format ethii-tagged protocol 0806
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0101-SBx908 設定サンプル その2

作成したクラスマップを束ねるポリ
シーマップ CPP_QoSを作成し、クラ
スマップを関連付けます。

policy-map CPP_QoS
class default
class RIP
set queue 6
class OSPF
set queue 6
class PIM
set queue 6
class UntaggedARP_QoS
set queue 6
class TaggedARP_QoS
set queue 6
!
vlan database
vlan 10,20,110,210,220 state enable

自身をPIM-SMのBootstrap Routerとし
て動作するように設定し、併せて
RP(ランデブーポイント)となるように
設定します。
N1196-03-C3750へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 20のタグポートにアサインし、
static-channne-group 2 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

!
ip pim bsr-candidate vlan10
ip pim rp-candidate vlan10
!
interface port1.1.1-1.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status
!

N1196-07-x900へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 210のタグポートにアサインし、
static-channne-group 4 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.1.3-1.1.4
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 210
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 4
snmp trap link-status
!

N1196-08-x900へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 220のタグポートにアサインし、
static-channne-group 5 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.1.5-1.1.6
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 5
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0101-SBx908 設定サンプル その3

interface port1.1.7-1.1.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
N1196-02-x900へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 10のタグポートにアサインし、
static-channne-group 1 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.2.1-1.2.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!

N1196-04-x600へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 110のタグポートにアサインし、
static-channne-group 3 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.3.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 3
snmp trap link-status
!
interface port1.4.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 3
snmp trap link-status
!

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface lo
ip address 1.1.1.1/32
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その4
N1196-0101-SBx908 設定サンプル その4
saインターフェースは、staticchannel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
制御用パケットを優先させるために各
saインターフェースでポリシーマップ
CPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信するように link-statusトラップを
設定します。

interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface sa3
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface sa4
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 210
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface sa5
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その5
N1196-0101-SBx908 設定サンプル その5
各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。VLAN 10とVLAN 20,
VLAN 110, VLAN 220ではマルチキャ
スト通信が行われるため、PIM-SMと
IGMPを有効にします。
VLAN 10とVLAN 20, VLAN 110では
OSPFv3を用いて経路交換を行うため、
各VLANインターフェースで所属エリ
アを指定し、OSPFv3を有効にします。
VLAN 210ではRIPngを用いて経路交
換を行うため、RIPngを有効にします。

interface vlan10
ip address 10.10.0.1/16
ipv6 address fc00:10:10::1/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 0
ip pim sparse-mode
!
interface vlan20
ip address 10.20.0.1/16
ipv6 address fc00:10:20::1/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 0
ip pim sparse-mode
!
interface vlan110
ip address 192.168.110.1/25
ipv6 address fc00:192:168:110::1/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 1
ip pim sparse-mode
!
interface vlan210
ip address 172.16.210.1/23
ipv6 address fc00:172:16:210::1/64
ipv6 router rip
!
interface vlan220
ip address 172.20.220.1/23
ipv6 address fc00:172:20:220::1/64
ip igmp
ip pim sparse-mode
!

本構成例ではIPv6ルーティングを使用
しますので、IPv6ルーティングを有効
にします。

ipv6 forwarding
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その6
N1196-0101-SBx908 設定サンプル その6

OSPFv2プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
VLAN 10とVLAN 20, VLAN 110で所属
するエリアを指定してOSPFv2を有効
にします。
他のOSPFv2ルーターに非OSPFv2経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ospf
ospf router-id 9.9.9.9
network 10.10.0.0/16 area 0
network 10.20.0.0/16 area 0
network 192.168.110.0/25 area 1
redistribute connected
redistribute static
redistribute rip
!

OSPFv3プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
他のOSPFv3ルーターに非OSPFv3経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ipv6 ospf
router-id 9.9.9.9
redistribute connected
redistribute static
redistribute rip
!

RIPプロセスを起動し、自動的に経路
情報を交換するようにします。
VLAN 210でRIPを有効にします。
他のRIPルーターに非RIP経路を再通
知するためにRedistributeの設定を行
います。

router rip
network 172.16.210.1/23
redistribute connected
redistribute static
redistribute ospf
!

RIPngプロセスを起動し、自動的に経
路情報を交換するようにします。
他のRIPngルーターに非RIPng経路を
再通知するためにRedistributeの設定
を行います。

router ipv6 rip

N1196-08-x900配下のネットワークへ
はスタティックルーティングを用いる
ため、スタティック経路を登録します。
IPv6スタティック経路はOSPFv3で再
通知させるため、リンクローカルアド
レスでネクストホップの宛先を設定し
ます。

ip route 8.8.8.8/32 172.20.220.8

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100

redistribute connected
redistribute static
redistribute ospf
!
ip route 172.20.0.0/16 172.20.220.8
!
ipv6 route fc00:172:20:222::/64 fe80::209:41ff:fefd:e12f vlan220
ipv6 route fc00:172:20:224::/64 fe80::209:41ff:fefd:e12f vlan220
!

!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0202-x900 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うx900のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-02-x900
!
log host 172.16.212.100
log host 172.16.212.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community private rw
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!

本構成例ではマルチキャストルーティ
ングを使用しますので、マルチキャス
トルーティングを有効にします。

ip multicast-routing

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

spanning-tree mode rstp

QoSを有効にし、OSPF, PIM-SMの制
御パケットを分類するためのアクセス
リストを作成します。

!

!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 3002 permit proto 89 any any
access-list 3003 permit proto 103 any any
!

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。
なお、ARPパケットはクラスマップの
オプションである、マッチ条件で指定
します。

class-map OSPF
match access-group 3002
!
class-map PIM
match access-group 3003
!
class-map UntaggedARP_QoS
match eth-format ethii-untagged protocol 0806
!
class-map TaggedARP_QoS
match eth-format ethii-tagged protocol 0806
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0202-x900 設定サンプル その2
作成したクラスマップを束ねるポリ
シーマップ CPP_QoSを作成し、クラ
スマップを関連付けます。

policy-map CPP_QoS
class default
class OSPF
set queue 6
class PIM
set queue 6
class UntaggedARP_QoS
set queue 6
class TaggedARP_QoS
set queue 6
!
vlan database
vlan 10,30,120,130 state enable
!

N1196-03-C3750へはVLAN 30のタグ
ポートで接続します。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface port1.0.2
switchport
switchport mode access
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

N1196-04-x600へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 120のタグポートにアサインし、
static-channne-group 2 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 120
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status
!

N1196-05-x900へはVLAN 130のタグ
ポートで接続します。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.5
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 130
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0202-x900 設定サンプル その3
interface port1.0.6-1.0.24
switchport
switchport mode access
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
N1196-01-SBx908へは2ポートのリン
クアグリゲーションを用いて接続しま
す。VLAN 10のタグポートにアサイン
し、static-channne-group 1 に所属さ
せます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.1.1-1.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface lo

saインターフェースは、staticchannel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
制御用パケットを優先させるために各
saインターフェースでポリシーマップ
CPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信するように link-statusトラップを
設定します。

interface sa1

ip address 2.2.2.2/32
!

switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 120
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その4
N1196-0202-x900 設定サンプル その4
各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。
VLAN 130はIPv4ルーティングのみ行
うので、IPv4アドレスのみ設定します。
VLAN 10とVLAN 30, VLAN 120,
VLAN 130ではマルチキャスト通信が
行われるため、PIM-SMとIGMPを有効
にします。
VLAN 10とVLAN 30, VLAN 120では
OSPFv3を用いて経路交換を行うため、
各VLANインターフェースで所属エリ
アを指定し、OSPFv3を有効にします。

interface vlan10
ip address 10.10.0.2/16
ipv6 address fc00:10:10::2/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 0
ip pim sparse-mode
!
interface vlan30
ip address 10.30.0.2/16
ipv6 address fc00:10:30::2/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 0
ip pim sparse-mode
!
interface vlan120
ip address 192.168.120.2/25
ipv6 address fc00:192:168:120::2/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 1
ip pim sparse-mode
!
interface vlan130
ip address 192.168.130.2/25
ip igmp
ip pim sparse-mode
!

本構成例ではIPv6ルーティングを使用
しますので、IPv6ルーティングを有効
にします。

ipv6 forwarding
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その5
N1196-0202-x900 設定サンプル その5

OSPFv2プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
VLAN 10とVLAN 30, VLAN 120,
VLAN 130で所属するエリアを指定し
てOSPFv2を有効にします。
他のOSPFv2ルーターに非OSPFv2経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ospf
ospf router-id 8.8.8.8
compatible rfc1583
network 10.10.0.0/16 area 0
network 10.30.0.0/16 area 0
network 192.168.120.0/25 area 1
network 192.168.130.0/25 area 2
redistribute connected
!

OSPFv3プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。

router ipv6 ospf
router-id 8.8.8.8
!

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100
!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0303-C3750 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うL3SWのコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

!
hostname N1196-03-C3750
!
!

タイムゾーン設定を行います。タイム
ゾーンはNTPを使用して時刻を自動的
に調整するために必要なパラメータで
す。
また、本構成例ではIPv4ルーティング,
IPv6ルーティング, マルチキャスト
ルーティングを使用しますので、IPv4
ルーティング, IPv6ルーティング, マル
チキャストルーティングを有効にしま
す。

clock timezone JST 9

デフォルトではspanning-treeが有効で
す。
本構成例ではspanning-treeは使用しま
せんので、spanning-treeを無効に設定
します。

spanning-tree mode pvst

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface Loopback0

system mtu routing 1500
ip subnet-zero
ip routing
!
ip multicast-routing distributed
ipv6 unicast-routing
!

spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 1-4094
!

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip mtu 1500
!

N1196-01-SBx908へは2ポートのリン
クアグリゲーションを用いて接続しま
す。VLAN 20のタグポートにアサイン
し、channel-group 1 に所属させます。
また、 Port-channelインターフェース
は、 channel-groupを作成した時に自
動的に作成されます。

interface Port-channel1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 20
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface FastEthernet1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 20
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet1/0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 20
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0303-C3750 設定サンプル その2
N1196-02-x900へはVLAN 30のタグ
ポートで接続します。

interface FastEthernet1/0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 30
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!

N1196-05-x900へはVLAN 140のタグ
ポートで接続します。

interface FastEthernet1/0/5
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 140
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!

N1196-06-x600へはVLAN 150とVLAN
160のタグポートで接続します。

interface FastEthernet1/0/7
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 150
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface FastEthernet1/0/8
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 160
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0303-C3750 設定サンプル その3
各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。
VLAN 140はIPv4ルーティングのみ行
うので、IPv4アドレスのみ設定します。
VLAN 20とVLAN 30, VLAN 140ではマ
ルチキャスト通信が行われるため、
PIM-SMとIGMPを有効にします。
VLAN 20とVLAN 30, VLAN 150,
VLAN 160ではOSPFv3を用いて経路
交換を行うため、各VLANインター
フェースで所属エリアを指定し、
OSPFv3を有効にします。

interface Vlan20
ip address 10.20.0.3 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
ip igmp query-interval 125
ipv6 address FC00:10:20::3/64
ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Vlan30
ip address 10.30.0.3 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
ip igmp query-interval 125
ipv6 address FC00:10:30::3/64
ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Vlan140
ip address 192.168.140.3 255.255.255.128
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
!
interface Vlan150
ip address 192.168.150.3 255.255.255.128
ipv6 address FC00:192:168:150::3/64
ipv6 ospf 1 area 3
!
interface Vlan160
ip address 192.168.160.3 255.255.255.128
ipv6 address FC00:192:168:160::3/64
ipv6 ospf 1 area 3
!

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

17

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その4
N1196-0303-C3750 設定サンプル その4

OSPFv2プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
VLAN 20とVLAN 30, VLAN 140,
VLAN 150, VLAN160で所属するエリ
アを指定してOSPFv2を有効にします。
他のOSPFv2ルーターに非OSPFv2経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ospf 1
router-id 7.7.7.7
redistribute connected subnets
network 10.20.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.30.0.0 0.0.255.255 area 0
network 192.168.140.0 0.0.0.127 area 2
network 192.168.150.0 0.0.0.127 area 3
network 192.168.160.0 0.0.0.127 area 3
!

Syslogの設定を行います。Syslog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。

logging trap notifications

OSPFv3プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。

ipv6 router ospf 1

logging 172.16.212.100

router-id 7.7.7.7
!

SNMPの設定を行います。SNMPを使
用する事で、 Syslogと同様にネット
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。

!
snmp-server community private RW
snmp-server trap-source Loopback0
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps license
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0404-x600 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うx600のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-04-x600
!
log host 172.16.212.100
log host 172.16.212.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community private rw
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!

本構成例ではマルチキャストルーティ
ングを使用しますので、マルチキャス
トルーティングを有効にします。

ip multicast-routing

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

spanning-tree mode rstp

!

!
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 110-112,120 state enable
!

N1196-02-x900へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続します。
VLAN 120のタグポートにアサインし、
static-channne-group 2 に所属させま
す。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 120
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status
!

N1196-09-GS916Mへは2ポートのリン
クアグリゲーションを用いて接続しま
す。VLAN 111とVLAN 112のタグポー
トにアサインし、static-channnegroup 3 に所属させます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 111-112
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 3
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0404-x600 設定サンプル その2
interface port1.0.5-1.0.24
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status
!
N1196-01-SBx908へは2ポートのリン
クアグリゲーションを用いて接続しま
す。VLAN 120のタグポートにアサイ
ンし、static-channne-group 1 に所属
させます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.25-1.0.26
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface lo

saインターフェースは、staticchannel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信するように link-statusトラップを
設定します。

interface sa1

ip address 4.4.4.4/32
!

switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status
!
interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 120
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status
!
interface sa3
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 111-112
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0404-x600 設定サンプル その3
各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。
VLAN 110とVLAN 120ではマルチキャ
スト通信が行われるため、PIM-SMと
IGMPを有効にします。
VLAN 110とVLAN 120ではOSPFv3を
用いて経路交換を行うため、各VLAN
インターフェースで所属エリアを指定
し、OSPFv3を有効にします。
VLAN 111とVLAN112は端末収容イン
ターフェースとなりますのでルーター
通知(RA)を有効にします。

interface vlan110
ip address 192.168.110.4/25
ipv6 address fc00:192:168:110::4/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 1
ip pim sparse-mode
!
interface vlan111
ip address 192.168.111.4/25
ipv6 address fc00:192:168:111::4/64
no ipv6 nd suppress-ra
!
interface vlan112
ip address 192.168.112.4/25
ipv6 address fc00:192:168:112::4/64
no ipv6 nd suppress-ra
!
interface vlan120
ip address 192.168.120.4/25
ipv6 address fc00:192:168:120::4/64
ip igmp
ipv6 router ospf area 1
ip pim sparse-mode

本構成例ではIPv6ルーティングを使用
しますので、IPv6ルーティングを有効
にします。

!
ipv6 forwarding
!

OSPFv2プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
VLAN 110とVLAN 120で所属するエリ
アを指定してOSPFv2を有効にします。
他のOSPFv2ルーターに非OSPFv2経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ospf

OSPFv3プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
他のOSPFv3ルーターに非OSPFv3経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ipv6 ospf

ospf router-id 6.6.6.6
network 192.168.110.0/25 area 1
network 192.168.120.0/25 area 1
redistribute connected
!

router-id 6.6.6.6
redistribute connected
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その4
N1196-0404-x600 設定サンプル その4
NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100
!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0505-x900 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うx900のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-05-x900
!
log host 172.16.212.100
log host 172.16.212.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community private rw
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!

本構成例ではマルチキャストルーティ
ングを使用しますので、マルチキャス
トルーティングを有効にします。

ip multicast-routing

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

spanning-tree mode rstp

QoSを有効にし、OSPF, PIM-SMの制
御パケットを分類するためのアクセス
リストを作成します。

!

!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 3002 permit proto 89 any any
access-list 3003 permit proto 103 any any
!

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。
なお、ARPパケットはクラスマップの
オプションである、マッチ条件で指定
します。

class-map OSPF
match access-group 3002
!
class-map PIM
match access-group 3003
!
class-map UntaggedARP_QoS
match eth-format ethii-untagged protocol 0806
!
class-map TaggedARP_QoS
match eth-format ethii-tagged protocol 0806
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0505-x900 設定サンプル その2
作成したクラスマップを束ねるポリ
シーマップ CPP_QoSを作成し、クラ
スマップを関連付けます。

policy-map CPP_QoS
class default
class OSPF
set queue 6
class PIM
set queue 6
class UntaggedARP_QoS
set queue 6
class TaggedARP_QoS
set queue 6
!
vlan database
vlan 130-132,140 state enable
!

N1196-02-x900へはVLAN 130のタグ
ポートで接続します。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 130
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

N1196-03-C3750へはVLAN 140のタグ
ポートで接続します。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 140
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode access
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0505-x900 設定サンプル その3
端末収容ポートとなりますので、
VLAN 131のタグなしポートに設定し
ます。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.5-1.0.8

端末収容ポートとなりますので、
VLAN 132のタグなしポートに設定し
ます。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.9-1.0.12

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

各VLANにIPv4アドレスを設定します。
また、全てのインターフェースでマル
チキャスト通信が行われるため、各イ
ンターフェースでPIM-SMとIGMPを有
効にします。

switchport
switchport mode access
switchport access vlan 131
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

switchport
switchport mode access
switchport access vlan 132
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

interface lo
ip address 5.5.5.5/32
!
interface vlan130
ip address 192.168.130.5/25
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
interface vlan131
ip address 192.168.131.5/25
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
interface vlan132
ip address 192.168.132.5/25
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
interface vlan140
ip address 192.168.140.5/25
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その4
N1196-0505-x900 設定サンプル その4
OSPFv2プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
VLAN 130とVLAN 140で所属するエリ
アを指定してOSPFv2を有効にします。
他のOSPFv2ルーターに非OSPFv2経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ospf

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100

ospf router-id 5.5.5.5
network 192.168.130.0/25 area 2
network 192.168.140.0/25 area 2
redistribute connected
!

!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0606-x600 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うx600のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-06-x600
!
log host fc00:172:16:212::100
log host fc00:172:16:212::100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server community private rw
snmp-server host fc00:172:16:212::100 version 2c private
!

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 150-152,160 state enable
!

N1196-03-C3750へはVLAN 150と
VLAN 160のタグポートで接続します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 150
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status
!
interface port1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 160
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status
!
interface port1.0.3-1.0.12
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status
!

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

27

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0606-x600 設定サンプル その2
端末収容ポートとなりますので、
VLAN 151のタグなしポートに設定し
ます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.13-1.0.18
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 151
snmp trap link-status
!

端末収容ポートとなりますので、
VLAN 152のタグなしポートに設定し
ます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.19-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 152
snmp trap link-status
!

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface lo

各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。
VLAN 151とVLAN 152はIPv6ルーティ
ングのみ行うので、IPv6アドレスのみ
設定します。
VLAN 150とVLAN 160ではOSPFv3を
用いて経路交換を行うため、各VLAN
インターフェースで所属エリアを指定
し、OSPFv3を有効にします。
VLAN 151とVLAN 152は端末収容イン
ターフェースとなりますのでルーター
通知(RA)を有効にします。

interface vlan150

ip address 6.6.6.6/32
!

ip address 192.168.150.6/25
ipv6 address fc00:192:168:150::6/64
ipv6 router ospf area 3
!
interface vlan151
ipv6 address fc00:192:168:151::6/64
no ipv6 nd suppress-ra
!
interface vlan152
ipv6 address fc00:192:168:152::6/64
no ipv6 nd suppress-ra
!
interface vlan160
ip address 192.168.160.6/25
ipv6 address fc00:192:168:160::6/64
ipv6 router ospf area 3
!

本構成例ではIPv6ルーティングを使用
しますので、IPv6ルーティングを有効
にします。

ipv6 forwarding
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0606-x600 設定サンプル その3

OSPFv2プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
VLAN 150とVLAN 160で所属するエリ
アを指定してOSPFv2を有効にします。
他のOSPFv2ルーターに非OSPFv2経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ospf

OSPFv3プロセスを起動し、自動的に
経路情報を交換するようにします。
他のOSPFv3ルーターに非OSPFv3経
路を再通知するためにRedistributeの
設定を行います。

router ipv6 ospf

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100

ospf router-id 4.4.4.4
network 192.168.150.0/25 area 3
network 192.168.160.0/25 area 3
redistribute connected
!

router-id 4.4.4.4
redistribute connected
!

!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0707-x900 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うx900のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-07-x900
!
log host 172.16.212.100
log host 172.16.212.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community private rw
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!

QoSを有効にし、RIPの制御パケット
を分類するためのアクセスリストを作
成します。

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。
なお、ARPパケットはクラスマップの
オプションである、マッチ条件で指定
します。

mls qos enable
access-list 3001 permit udp any any eq 520
!
class-map RIP
match access-group 3001
!
class-map UntaggedARP_QoS
match eth-format ethii-untagged protocol 0806
!
class-map TaggedARP_QoS
match eth-format ethii-tagged protocol 0806
!

作成したクラスマップを束ねるポリ
シーマップ CPP_QoSを作成し、クラ
スマップを関連付けます。

policy-map CPP_QoS
class default
class RIP
set queue 6
class UntaggedARP_QoS
set queue 6
class TaggedARP_QoS
set queue 6
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0707-x900 設定サンプル その2
vlan database
vlan 210,212,214 state enable
!
N1196-01-SBx908へは2ポートのリン
クアグリゲーションを用いて接続しま
す。VLAN 210のタグポートにアサイ
ンし、static-channne-group 1 に所属
させます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 210
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!
interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode access
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status

端末収容ポートとなりますので、
VLAN 212のタグなしポートに設定し
ます。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

!
interface port1.0.5-1.0.8
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 212
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

端末収容ポートとなりますので、
VLAN 214のタグなしポートに設定し
ます。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.9-1.0.12

マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface lo

saインターフェースは、staticchannel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
制御用パケットを優先させるために各
saインターフェースでポリシーマップ
CPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信するように link-statusトラップを
設定します。

interface sa1

switchport
switchport mode access
switchport access vlan 214
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

ip address 7.7.7.7/32
!

switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 210
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0707-x900 設定サンプル その3
各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。
VLAN 210ではRIPngを用いて経路交
換を行うため、RIPngを有効にします。
VLAN 212とVLAN 214は端末収容イン
ターフェースとなりますのでルーター
通知(RA)を有効にします。

interface vlan210
ip address 172.16.210.7/23
ipv6 address fc00:172:16:210::7/64
ipv6 router rip
!
interface vlan212
ip address 172.16.212.7/23
ipv6 address fc00:172:16:212::7/64
no ipv6 nd suppress-ra
!
interface vlan214
ip address 172.16.214.7/23
ipv6 address fc00:172:16:214::7/64
no ipv6 nd suppress-ra
!

本構成例ではIPv6ルーティングを使用
しますので、IPv6ルーティングを有効
にします。

ipv6 forwarding

RIPプロセスを起動し、自動的に経路
情報を交換するようにします。
VLAN 210でRIPを有効にします。
他のRIPルーターに非RIP経路を再通
知するためにRedistributeの設定を行
います。

router rip

RIPngプロセスを起動し、自動的に経
路情報を交換するようにします。
他のRIPngルーターに非RIPng経路を
再通知するためにRedistributeの設定
を行います。

router ipv6 rip

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100

!

network 172.16.210.7/23
redistribute connected
!

redistribute connected
!

!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0808-x900 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うx900のコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。
Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。Syslogや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。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

!
hostname N1196-08-x900
!
log host 172.16.212.100
log host 172.16.212.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community private rw
snmp-server host 172.16.212.100 version 2c private
!

本構成例ではマルチキャストルーティ
ングを使用しますので、マルチキャス
トルーティングを有効にします。

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

ip multicast-routing
!

spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!

QoSを有効にし、PIMの制御パケット
を分類するためのアクセスリストを作
成します。

mls qos enable

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。
なお、ARPパケットはクラスマップの
オプションである、マッチ条件で指定
します。

class-map PIM

access-list 3003 permit proto 103 any any
!

match access-group 3003
!
class-map UntaggedARP_QoS
match eth-format ethii-untagged protocol 0806
!
class-map TaggedARP_QoS
match eth-format ethii-tagged protocol 0806
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0808-x900 設定サンプル その2

作成したクラスマップを束ねるポリ
シーマップ CPP_QoSを作成し、クラ
スマップを関連付けます。

policy-map CPP_QoS
class default
class PIM
set queue 6
class UntaggedARP_QoS
set queue 6
class TaggedARP_QoS
set queue 6
!
vlan database
vlan 220,222,224 state enable
!

N1196-01-SBx908へは2ポートのリン
クアグリゲーションを用いて接続しま
す。VLAN 220のタグポートにアサイ
ンし、static-channne-group 1 に所属
させます。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!
interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode access
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status

端末収容ポートとなりますので、
VLAN 222のタグなしポートに設定し
ます。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

端末収容ポートとなりますので、
VLAN 224のタグなしポートに設定し
ます。
制御用パケットを優先させるためにポ
リシーマップCPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

!
interface port1.0.5-1.0.8
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 222
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

interface port1.0.9-1.0.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 224
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その3
N1196-0808-x900 設定サンプル その3
マネージメント用のループバックイン
ターフェースにIPアドレスを設定しま
す。

interface lo

saインターフェースは、staticchannel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
制御用パケットを優先させるために各
saインターフェースでポリシーマップ
CPP_QoSを適用します。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信するように link-statusトラップを
設定します。

interface sa1

各VLANにIPv4アドレス, IPv6アドレス
を設定します。
また、全てのインターフェースでマル
チキャスト通信が行われるため、各イ
ンターフェースでPIM-SMとIGMPを有
効にします。
VLAN 222とVLAN 224は端末収容イン
ターフェースとなりますのでルーター
通知(RA)を有効にします。

interface vlan220

ip address 8.8.8.8/32
!

switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
service-policy input CPP_QoS
snmp trap link-status
!

ip address 172.20.220.8/23
ipv6 address fc00:172:20:220::8/64
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
interface vlan222
ip address 172.20.222.8/23
ipv6 address fc00:172:20:222::8/64
no ipv6 nd suppress-ra
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
interface vlan224
ip address 172.20.224.8/23
ipv6 address fc00:172:20:224::8/64
no ipv6 nd suppress-ra
ip igmp
ip pim sparse-mode
!
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OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その4
N1196-0808-x900 設定サンプル その4
本構成例ではIPv6ルーティングを使用
しますので、IPv6ルーティングを有効
にします。
他のネットワークへはN1196-01SBx908を経由するため、 N1196-01SBx908を宛先としたデフォルト経路
を登録します。

ipv6 forwarding
!

ip route 0.0.0.0/0 172.20.220.1
!
ipv6 route ::/0 fc00:172:20:220::1
!

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

ntp server 172.20.222.100
!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その1
N1196-0909-GS916M 設定サンプル その1
OSPFv3とOSPFv2でのDual Stackを
行うGS900Mのコンフィグです。
CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

必要なVLANを作成します。
N1196-04-x600へはPort1とPort2を用
いて接続するので、VLAN 111とVLAN
112のタグ付きポートとして設定しま
す。
その他のポートは必要時応じて割り当
てます。

#
# SYSTEM configuration
#
set system name=N1196-09-GS916M
#
# VLAN configuration
#
create vlan=vlan111 vid=111
add vlan=vlan111 port=9-12 frame=untagged
add vlan=vlan111 port=1-2 frame=tagged
create vlan=vlan112 vid=112
add vlan=vlan112 port=13-16 frame=untagged
add vlan=vlan112 port=1-2 frame=tagged
delete vlan=default port=1-2

VLAN 111を管理用インターフェース
とするため、IPアドレスを割り当て、
デフォルトルートの宛先にN1196-04x600のIPアドレスを設定します。

Port1とPort2ではタグ付きパケットの
み送受信しますので、受診可能なフ
レームタイプはVLANとしてタグ付き
フレームのみとします。

#
# IP configuration
#
add ip interface=vlan111 ipaddress=192.168.111.9 mask=255.255.255.128
gateway=192.168.111.4

#
# SWITCH configuration
#
set switch port=1 acceptable=vlan
set switch port=2 acceptable=vlan

N1196-04-x600 へは2ポートのリンク
アグリゲーションを用いて接続するの
で、 Port1とPort2をポートトランキン
ググループとして設定します。

#
# TRUNK configuration
#
create switch trunk=tr1 port=1-2 speed=1000m
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ と
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

Solution No. 11-04-18

OSPFv3/OSPFv2 ＆ RIP/RIPng デュアルスタック ・ ネットワーク
■ N1196その2
N1196-0909-GS916M 設定サンプル その2
NTP、Syslog及びSNMPの設定を行い
ます。

#
# NTP configuration
#
enable ntp
add ntp peer=172.20.222.100
set ntp utcoffset=+09:00:00
#
# LOG configuration
#
enable log output=syslog
set log output=syslog server=172.16.212.100
#
# SNMP configuration
#
enable snmp
enable snmp trap=all
enable interface=all linktrap
create snmp community=private access=write open=no trap=authentication
add snmp community=private traphost=172.16.212.100 manager=172.16.212.100
enable snmp community=private
enable snmp community=private trap
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安 全 の た め に
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

アライドテレシス株式会社

本資料に関するご質問やご相談は

0120-860442 （月～金／9:00～17:30）
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