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■■ 主な目的主な目的

◇◇ 設計ポリシーの異なる同じ設計ポリシーの異なる同じIPIPアドレス体系のネットワークを統合したいアドレス体系のネットワークを統合したい
◇◇ 各ネットワーク間のセキュリティを容易に確保したい各ネットワーク間のセキュリティを容易に確保したい
◇◇ 運用効率化を図りたい運用効率化を図りたい

■■ 概要概要

自治体や病院などのネットワークでは、セキュリティなどを考慮し、各サービス毎にネットワークを構築し運
用されることが多く、設計ポリシーの異なる複数のネットワークを管理することから負担が大きく、運用が容
易ではありません。
運用の効率化を図る方法としてネットワーク統合がありますが、設計ポリシーの異なるネットワークを統合す
る際の大きな課題のとして、IPアドレス体系の重複や各ネットワーク間のセキュリティ対策が挙げられます。
IPアドレスの変更にはシステムの見直しなど、セキュリティ対策ではセキュリティポリシーの策定など容易な
作業ではありません。これらの問題を、VRF-Liteを利用することで容易に解決することが出来ます。

VRF-Liteは、一つの物理的なスイッチを論理的に複数台のスイッチに分割する機能であり、同じIPアドレス体
系や異なるルーティングプロトコルを利用した設計ポリシーを持つネットワークを一台のスイッチで個別に管
理することができます。さらにVRFインスタンス間は完全に分離される為、特別なフィルター設定を行うこと
なく各ネットワーク間のセキュリティを容易に保つことができます。

本資料では、SwitchBlade x908 / x900-24XTでVCSとVRF-Liteを、x610シリーズではVCSとVRF-LiteとTag 
VLANを併用し、IPアドレス体系が重複し異なるルーティングプロトコルを利用しているネットワークの統合
を実現致します。
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■■ 制限事項・仕様制限事項・仕様

1.VRFインスタンスではSNMP、Syslog、NTP、Telnet、DHCPサーバー、Telnetサーバー、
SSHサーバー、ファイルコピー、DHCPリレー等が動作しません。これらを使用したいと
きにはグローバルVRFインスタンスで行ってください。

2.SwitchBlade x908 / x900シリーズではVRF-Lite使用時に、タグVLANを使用することがで
きません。

3.VCS管理用VLAN 及び レジリエンシーリンク用のVLAN はグローバルVRFインスタンス
上に作られます。これらのVLANを、他のVRFインスタンスに変更することはできません。

4.グローバルVRFインスタンスを除いた、他のVRFインスタンス上に存在するloopbackイン
ターフェース(lo1 – lo63)の使用は未サポートです。
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異なるVRFインスタンスでは、インスタンス間の
通信を一切行いません。その為、IP, ネットワー
クアドレスを重複させることができます。

グローバルVRFインスタンスでは、
SNMP,Syslog,NTP等の管理に使
うプロトコルを使用できます。

各VRFインスタンスでは、アドレ
ス体系を重複させつつ、ルーティ
ングプロトコルを独立に使用する
ことが可能です。

x610シリーズでは、複数のVRF
インスタンスでもタグVLANと併
用して束ねて取り扱うことができ
ます。

802.1QタグパケットをL2で転送
することで、WANなどを通した
遠隔地とも、各インスタンスが独
立なまま通信できます。

SBx908 及び x900シリーズでは、
VLAN数と同数のリンクアグリ
ゲーションを設定する事で冗長性
を上げています。

各VRFインスタンスでは、アドレ
ス体系を重複させつつ、ルーティ
ングプロトコルを独立に使用する
ことが可能です。

異なるVRFインスタンスでは、インスタンス間の
通信を一切行いません。その為、IP, ネットワー
クアドレスを重複させることができます。
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■■ x610x610--VCSVCS（（x610x610--24Ts/X_124Ts/X_1、、x610x610--24Ts/X_224Ts/X_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname x610-VCS
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 
$1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 192.168.1.1
log host 192.168.1.1 level debugging 
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.1.1 version 2c public
snmp-server host 192.168.1.1 informs version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 64
stack resiliencylink vlan4001
stack 1 priority 64
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
!
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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。

SNMPを扱う際の送信元をループ
バック インターフェースに指定す
ることで管理を容易にしています。
ループバック インターフェースの
設定は後述する説明をご参照くだ
さい。
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■■ x610x610--VCS VCS （（x610x610--24Ts/X_124Ts/X_1、、x610x610--24Ts/X_224Ts/X_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
!
ip vrf VRF01 1
description VRF-01

!
ip vrf VRF02 2
description VRF-02

!
ip vrf VRF03 3
description VRF-03

!
ip vrf VRF04 4
description VRF-04

!
!
“
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
switch 1 provision x610-24
switch 2 provision x610-24
!
vlan database
vlan 10 name VLAN-10
vlan 11 name VLAN-11
vlan 20 name VLAN-20
vlan 21 name VLAN-21
vlan 22 name VLAN-22
vlan 30 name VLAN-30
vlan 31 name VLAN-31
vlan 32 name VLAN-32
vlan 40 name VLAN-40
vlan 41 name VLAN-41
vlan 42 name VLAN-42
vlan 10-11,20-22,30-32,40-42 state enable

!
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必要なVLANを作成します。
確認するときに分かりやすい様に、
必要に応じて各VLANに名前を記
述します。

VRFインスタンスを作成します。
本例では以下の四つのVRFインス
タンスを作成しています。

� 「VRF01」 (インスタンスID:1)
� 「VRF02」 (インスタンスID:2)
� 「VRF03」 (インスタンスID:3)
� 「VRF04」 (インスタンスID:4)

また、確認や管理するときに分か
りやすい様に、必要に応じて
description コマンドで説明を記述
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。
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■■ x610x610--VCS VCS （（x610x610--24Ts/X_124Ts/X_1、、x610x610--24Ts/X_224Ts/X_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10-11,20,30,40
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.16
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
!
interface port1.0.17-1.0.18
switchport
switchport resiliencylink
snmp trap link-status

!
!
interface port1.0.19-1.0.22
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.23
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10-11,21-22
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port1.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 31-32,41-42
channel-group 1 mode active
snmp trap link-status
lacp timeout long

!
interface port1.0.25-1.0.26
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port2.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10-11,20,30,40
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
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レジリエンシー リンクを設定します。
レジリエンシー リンクにより、スタッ
クケーブルが分断された場合、スレー
ブ側のポートが自動でシャットダウン
される為、通信が復旧します。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
また、ケーブル脱着時にSNMPトラッ
プが出るように設定します

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
また、ケーブル脱着時にSNMPトラッ
プが出るように設定します
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■■ x610x610--VCS VCS （（x610x610--24Ts/X_124Ts/X_1、、x610x610--24Ts/X_224Ts/X_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port2.0.17-2.0.18
switchport
switchport resiliencylink
snmp trap link-status

!
!
interface port2.0.19-2.0.22
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port2.0.23
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10-11,21-22
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 31-32,41-42
channel-group 1 mode active
snmp trap link-status
lacp timeout long

!
interface port2.0.25-2.0.26
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface lo
ip address 61.61.61.61/30

!
interface po1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 31-32,41-42
snmp trap link-status

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10-11,20,30,40
snmp trap link-status

!
interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10-11,21-22
snmp trap link-status

!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

poインターフェースは、ダイナミック
トランクグループ(ダイナミック リン
ク アグリゲーション)を設定すると自
動的に作成されます。

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。

saインターフェースは、スタティック
トランクグループ(スタティック リン
ク アグリゲーション)を設定すると自
動的に作成されます。

レジリエンシー リンクを設定します。
レジリエンシー リンクにより、スタッ
クケーブルが分断された場合でも、ス
レーブ側のポートが自動でシャットダ
ウンされる為、通信が復旧します。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
また、ケーブル脱着時にSNMPトラッ
プが出るように設定します
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■■ x610x610--VCS VCS （（x610x610--24Ts/X_124Ts/X_1、、x610x610--24Ts/X_224Ts/X_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
!
interface vlan1
ip address 192.168.1.2/24

!
interface vlan10
ip vrf forwarding VRF01
ip address 192.168.1.254/24

!
interface vlan11
ip vrf forwarding VRF01
ip address 192.168.2.254/24

!
interface vlan20
ip vrf forwarding VRF02
ip address 10.0.0.61/24

!
interface vlan21
ip vrf forwarding VRF02
ip address 192.168.3.254/24

!
interface vlan22
ip vrf forwarding VRF02
ip address 192.168.1.254/24

!
interface vlan30
ip vrf forwarding VRF03
ip address 10.0.0.61/24

!
interface vlan31
ip vrf forwarding VRF03
ip address 192.168.1.254/24

!
interface vlan32
ip vrf forwarding VRF03
ip address 192.168.3.254/24

!
interface vlan40
ip vrf forwarding VRF04
ip address 10.0.0.61/24

!
interface vlan41
ip vrf forwarding VRF04
ip address 192.168.0.254/24

!
interface vlan42
ip vrf forwarding VRF04
ip address 192.168.1.254/24

!
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

各VLANにIPアドレスを設定します。
また、VRFインスタンスを各VLANに
割り当てます。本例では以下のように
VRFインスタンスを割り当てています。

• VRF01 (インスタンスID:1)
VLAN10, VLAN11

• VRF02 (インスタンスID:2)
VLAN20, VLAN21, VLAN22

• VRF03 (インスタンスID:3)
VLAN30, VLAN31, VLAN32

• VRF04 (インスタンスID:4)
VLAN40, VLAN41, VLAN42

割り当てられたインスタンスがそれぞ
れ異なるならば、IPアドレスが重複し
ても問題ありません。

なお、VRFインスタンスが割り当てら
れていないVLANは、グローバルVRF
インスタンスに割り当てられた状態と
なります。
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■■ x610x610--VCS VCS （（x610x610--24Ts/X_124Ts/X_1、、x610x610--24Ts/X_224Ts/X_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその66

!
!
router ospf 10 VRF02
ospf router-id 0.0.0.1
network 10.0.0.0/24 area 0
network 192.168.3.0/24 area 0
redistribute connected

!
!
!
router rip
address-family ipv4 vrf VRF03
network 10.0.0.0/24
network 192.168.3.0/24
redistribute connected
exit-address-family

!
!
!
!
ip route vrf VRF04 192.168.2.0/24 10.0.0.90
ip route vrf VRF04 192.168.3.0/24 10.0.0.90
!
!
!
!
ntp server 192.168.1.1 
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

Solution No. 10-06-01

RIPを有効にします。
RIPを使用するVRFインスタンスを指
定します。（本例では VRF03 を指定
しています。）さらに、VRF03上で
経路を交換するネットワークを指定し
ます。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

使用するVRFインスタンスを予め指定
した上で、OSPFを有効にします。
本例では VRF02 を指定しています。
ルータIDを直接設定し、経路を交換す
るネットワークを指定します。

スタティックルートを設定します。特
定のVRFインスタンス(本例では
「VRF04」)上 でのみ有効なルーティ
ング設定となるように設定します。

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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■■ SBx908SBx908--VCSVCS（（SBx908_1SBx908_1、、SBx908_2SBx908_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname SBx908-VCS
!
no banner motd
!
log host 192.168.1.1
log host 192.168.1.1 level debugging 
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.1.1 version 2c public
snmp-server host 192.168.1.1 informs version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 128
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 64
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
!
!
ip vrf VRF01 1
description VRF-01

!
ip vrf VRF02 2
description VRF-02

!
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

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。

VRFインスタンスを作成します。
本例では以下の2つのVRFインスタン
スを作成しています。

� 「VRF01」 (インスタンスID:1)
� 「VRF02」 (インスタンスID:2)

また、確認するときに分かりやす
い様に、必要に応じてdescription 
コマンドで説明を記述します。

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。

SNMPを扱う際の送信元をループ
バック インターフェースに指定す
ることで管理を容易にしています。
ループバック インターフェースの
設定は後述する説明をご参照くだ
さい。
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■■ SBx908SBx908--VCS VCS （（SBx908_1SBx908_1、、SBx908_2SBx908_2））設定サンプル設定サンプル そのその22

!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
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
!
class-map RIP
match access-group 3001

!
class-map OSPF
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 RIP
set queue 5

class OSPF
set queue 5

class UntaggedARP
set queue 5

class TaggedARP
set queue 5

!
!
switch 1 provision x908
switch 1 bay 1 provision xem-12
switch 1 bay 2 provision xem-12
switch 2 provision x908
switch 2 bay 1 provision xem-12
switch 2 bay 2 provision xem-12
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

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。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルパケットを優先的に処理す
るように、QoS(優先制御) の設定
を行います。機器のCPU負荷が高
くなってしまった場合でも、通信
停止が起こりにくくなります。

QoS機能を有効化後、 ARPパケッ
トやルーティングプロトコルのパ
ケットをACL、class-mapで定義
します。ARPのmatch条件はタグ
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policy-mapを束ね
てclass-mapとして定義し、3番目
に優先度の高いqueue5を設定しま
す。
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■■ SBx908SBx908--VCS VCS （（SBx908_1SBx908_1、、SBx908_2SBx908_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
vlan database
vlan 10 name VLAN-10
vlan 11 name VLAN-11
vlan 20 name VLAN-20
vlan 21 name VLAN-21
vlan 22 name VLAN-22
vlan 10-11,20-22 state enable

!
!
!
interface port1.1.1
switchport
switchport mode access
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port1.1.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port1.1.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
static-channel-group 4
snmp trap link-status

!
interface port1.1.5-1.1.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

必要なVLANを作成します。
また、確認するときに分かりやす
い様に、必要に応じて各VLANに
名前を設定します。

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティック リンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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■■ SBx908SBx908--VCS VCS （（SBx908_1SBx908_1、、SBx908_2SBx908_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
!
interface port1.2.1
switchport
switchport mode access
static-channel-group 11
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
static-channel-group 12
snmp trap link-status

!
interface port1.2.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 13
snmp trap link-status

!
interface port1.2.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 21
static-channel-group 14
snmp trap link-status

!
interface port1.2.5
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 22
static-channel-group 15
snmp trap link-status

!
interface port1.2.6-1.2.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティック リンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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■■ SBx908SBx908--VCS VCS （（SBx908_1SBx908_1、、SBx908_2SBx908_2））設定サンプル設定サンプル そのその55

!
!
interface port2.1.1
switchport
switchport mode access
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.1.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.1.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port2.1.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
static-channel-group 4
snmp trap link-status

!
interface port2.1.5-2.1.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
!
interface port2.2.1
switchport
switchport mode access
static-channel-group 11
snmp trap link-status

!
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティックリンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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■■ SBx908SBx908--VCS VCS （（SBx908_1SBx908_1、、SBx908_2SBx908_2）） 設定サンプル設定サンプル そのその66

!
interface port2.2.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
static-channel-group 12
snmp trap link-status
!
interface port2.2.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
static-channel-group 13
snmp trap link-status
!
interface port2.2.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 21
static-channel-group 14
snmp trap link-status
!
interface port2.2.5
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 22
static-channel-group 15
snmp trap link-status
!
interface port2.2.6-2.2.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
!
interface eth0
snmp trap link-status
!
interface lo
ip address 98.98.98.98/30
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

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。

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティックリンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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!
interface sa1
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface sa2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface sa3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface sa4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface sa11
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface sa12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

saインターフェースは、スタ
ティック トランクグループ(スタ
ティック リンク アグリゲーショ
ン)を設定すると自動的に作成され
ます。ただし、Policy-map QoS機
能については、個別に追加する必
要があります。

通常のポートと同様に、ARPパ
ケットやルーティングプロトコル
を優先制御させる為、各ポートに
対して優先制御用のpolicy-map 
(本例では CtrlPkts) を設定します。
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!
interface sa13
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface sa14
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 21
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface sa15
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 22
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
!
interface vlan1
ip address 192.168.1.3/24

!
interface vlan10
ip vrf forwarding VRF01
ip address 192.168.1.253/24

!
interface vlan11
ip vrf forwarding VRF01
ip address 192.168.2.253/24

!
interface vlan20
ip vrf forwarding VRF02
ip address 10.0.0.98/24

!
interface vlan21
ip vrf forwarding VRF02
ip address 192.168.0.254/24

!
interface vlan22
ip vrf forwarding VRF02
ip address 192.168.2.254/24

!
!

Solution No. 10-06-01
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VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

saインターフェースは、スタ
ティック トランクグループ(スタ
ティック リンク アグリゲーショ
ン)を設定すると自動的に作成され
ます。ただし、Policy-map QoS機
能については、個別に追加する必
要があります。

通常のポートと同様に、ARPパ
ケットやルーティングプロトコル
を優先制御させる為、各ポートに
対して優先制御用のpolicy-map 
(本例では CtrlPkts) を設定します。

各VLANにIPアドレスを設定しま
す。
また、VRFインスタンスを各
VLANに割り当てます。本例では
以下のようにVRFインスタンスを
割り当てています。

• VRF01 (インスタンスID:1)
VLAN10, VLAN11

• VRF02 (インスタンスID:2)
VLAN20, VLAN21, VLAN22

割り当てられたインスタンスがそ
れぞれ異なるならば、IPアドレス
が重複しても問題ありません。

なお、VRFインスタンスが割り当
てられていないVLANは、グロー
バルVRFインスタンスに割り当て
られた状態となります。
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!
!
router ospf 20 VRF02
ospf router-id 0.0.0.2
network 10.0.0.0/24 area 0
network 192.168.0.0/24 area 0
redistribute connected
!
!
!
ntp server 192.168.1.1
!
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

Solution No. 10-06-01
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

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。

使用するVRFインスタンスを予め
指定した上で、OSPFを有効にし
ます。本例では VRF02 を指定し
ています。
ルータIDを直接設定し、経路を交
換するネットワークを指定します。
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!
service password-encryption
!
hostname x900-VCS
!
no banner motd
!
log host 192.168.1.1
log host 192.168.1.1 level debugging 
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server source-interface traps lo
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.1.1 version 2c public
snmp-server host 192.168.1.1 informs version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 256
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 64
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
!
!
ip vrf VRF03 3
description VRF-03

!
ip vrf VRF04 4
description VRF-04

!
!

Solution No. 10-06-01
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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。

VRFインスタンスを作成します。
本例では以下の2つのVRFインスタン
スを作成しています。

� 「VRF03」 (インスタンスID:3)
� 「VRF04」 (インスタンスID:4)

また、確認するときに分かりやす
い様に、必要に応じてdescription 
コマンドで説明を記述します。

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。

SNMPを扱う際の送信元をループ
バック インターフェースに指定す
ることで管理を容易にしています。
ループバック インターフェースの
設定は後述する説明をご参照くだ
さい。
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!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
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
!
class-map RIP
match access-group 3001

!
class-map OSPF
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 RIP
set queue 5

class OSPF
set queue 5

class UntaggedARP
set queue 5

class TaggedARP
set queue 5

!
!
switch 1 provision x900-24
switch 2 provision x900-24
!
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VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

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。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルパケットを優先的に処理す
るように、QoS(優先制御) の
Policy-map 作成を行います。機器
のCPU負荷が高くなってしまった
場合でも、通信停止が起こりにく
くなります。

QoS機能を有効化後、 ARPパケッ
トやルーティングプロトコルのパ
ケットをACL、class-mapで定義
します。ARPのmatch条件はタグ
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。
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!
vlan database
vlan 30 name VLAN-30
vlan 31 name VLAN-31
vlan 32 name VLAN-32
vlan 40 name VLAN-40
vlan 41 name VLAN-41
vlan 42 name VLAN-42
vlan 30-32,40-42 state enable

!
!
!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode access
channel-group 1 mode active
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
lacp timeout long

!
interface port1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
channel-group 2 mode active
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
lacp timeout long

!
interface port1.0.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
channel-group 3 mode active
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
lacp timeout long

!
interface port1.0.4-1.0.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
!
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必要なVLANを作成します。
また、確認するときに分かりやす
い様に、必要に応じて各VLANに
名前を設定します。

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティックスタティック リ
ンクアグリゲーションを設定した
ポートについては、リンクアグリ
ゲーションのインターフェースで
policy-mapを設定します。
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!
interface port1.0.13
switchport
switchport mode access
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!
interface port1.0.14
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 31
static-channel-group 2
snmp trap link-status
!
interface port1.0.15
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 32
static-channel-group 3
snmp trap link-status
!
interface port1.0.16
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 41
static-channel-group 4
snmp trap link-status
!
interface port1.0.17
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 42
static-channel-group 5
snmp trap link-status
!
interface port1.0.18-1.0.24
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティックリンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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!
!
interface port2.0.1
switchport
switchport mode access
channel-group 1 mode active
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
lacp timeout long
!
interface port2.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
channel-group 2 mode active
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
lacp timeout long
!
interface port2.0.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
channel-group 3 mode active
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
lacp timeout long
!
interface port2.0.4-2.0.12
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface port2.0.13
switchport
switchport mode access
static-channel-group 1
snmp trap link-status
!
!
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必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティック リンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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!
interface port2.0.14
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 31
static-channel-group 2
snmp trap link-status
!
interface port2.0.15
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 32
static-channel-group 3
snmp trap link-status
!
interface port2.0.16
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 41
static-channel-group 4
snmp trap link-status
!
interface port2.0.17
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 42
static-channel-group 5
snmp trap link-status
!
interface port2.0.18-2.0.24
switchport
switchport mode access
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status
!
interface eth0
snmp trap link-status
!
!
interface lo
ip address 90.90.90.90/30
!
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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。

必要に応じて各ポートにVLAN、
リンクアグリゲーションを設定し
ます。
また、ケーブル脱着時にSNMPト
ラップが出るように設定します。

ARPパケットやルーティングプロ
トコルを policy-map QoS機能で優
先制御させる為、各ポートに対し
て優先制御用のpolicy-map (本例
では CtrlPkts) を設定します。

なお、スタティック リンクアグリ
ゲーションを設定したポートにつ
いては、リンクアグリゲーション
のインターフェースでpolicy-map
を設定します。
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!
interface po1
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface po2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status

!
interface po3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
snmp trap link-status

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

!
interface sa2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 31
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface sa3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 32
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
!
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saインターフェースは、スタ
ティック トランクグループ(スタ
ティック リンク アグリゲーショ
ン)を設定すると自動的に作成され
ます。ただし、Policy-map QoS機
能については、個別に追加する必
要があります。

通常のポートと同様に、ARPパ
ケットやルーティングプロトコル
を優先制御させる為、各ポートに
対して優先制御用のpolicy-map 
(本例では CtrlPkts) を設定します。

poインターフェースは、ダイナ
ミック トランクグループ(ダイナ
ミック リンク アグリゲーション)
を設定すると自動的に作成されま
す。ただし、Policy-map QoS機能
については、個別に追加する必要
があります。

通常のポートと同様に、ARPパ
ケットやルーティングプロトコル
を優先制御させる為、各ポートに
対して優先制御用のpolicy-map 
(本例では CtrlPkts) を設定します。
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!
!
interface sa4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 41
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface sa5
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 42
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
!
!
!
interface vlan1
ip address 192.168.1.4/24

!
interface vlan30
ip vrf forwarding VRF03
ip address 10.0.0.90/24

!
interface vlan31
ip vrf forwarding VRF03
ip address 192.168.2.254/24

!
interface vlan32
ip vrf forwarding VRF03
ip address 192.168.0.254/24

!
interface vlan40
ip vrf forwarding VRF04
ip address 10.0.0.90/24

!
interface vlan41
ip vrf forwarding VRF04
ip address 192.168.3.254/24

!
interface vlan42
ip vrf forwarding VRF04
ip address 192.168.2.254/24

!
!

Solution No. 10-06-01
アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----x900x900x900x900 シリーズシリーズシリーズシリーズとととと

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス ディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューション・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ ATATATAT----xxxx616161610000 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

VRFVRFVRFVRF----LiteLiteLiteLite with 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSwith 802.1Q Tag on VCSネットワークネットワークネットワークネットワーク

saインターフェースは、スタ
ティック トランクグループ(スタ
ティック リンク アグリゲーショ
ン)を設定すると自動的に作成され
ます。ただし、Policy-map QoS機
能については、個別に追加する必
要があります。

通常のポートと同様に、ARPパ
ケットやルーティングプロトコル
を優先制御させる為、各ポートに
対して優先制御用のpolicy-map 
(本例では CtrlPkts) を設定します。

各VLANにIPアドレスを設定しま
す。また、VRFインスタンスを各
VLANに割り当てます。本例では、
以下のようにVRFインスタンスを
割り当てています。

• VRF03 (インスタンスID:3)
VLAN30, VLAN31, VLAN32

• VRF02 (インスタンスID:2)
VLAN40, VLAN41, VLAN42

割り当てられたインスタンスがそ
れぞれ異なるならば、VLANの設
定するIPアドレスが重複しても問
題ありません。

なお、VRFインスタンスが割り当
てられていないVLANは、グロー
バルVRFインスタンスに割り当て
られた状態となります。
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!
!
router rip
!
address-family ipv4 vrf VRF03
network 10.0.0.0/24
network 192.168.0.0/24
redistribute connected
exit-address-family
!
!
!
ip route vrf VRF04 192.168.0.0/24 10.0.0.61
ip route vrf VRF04 192.168.1.0/24 10.0.0.61
!
!
!
ntp server 192.168.1.1 
!
!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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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。

RIPを有効にします。
RIPを使用するVRFインスタンス
を指定します。本例では VRF03
を指定しています。さらに、
VRF03上で経路を交換するネット
ワークを指定します。

スタティックルートを設定します。特
定のVRFインスタンス(本例では
「VRF04」)上 でのみ有効なルーティ
ング設定となるように設定します。
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