
CLI による SG550XG スイッチの VRRP 仮想ル
ータの設定 
概要

仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）はバックアップとして機能している仮想 な グループ
の 1 つ以上のルータを選ぶ冗長性プロトコルです。 失敗の場合に、このプロトコルはロー
カル エリア ネットワーク （LAN）の物理的 な ルータの 1 人に動的にマスタルータの責任
を割り当てます。 ポテンシャルネットワーク失敗に直面して、このプロトコルはネットワ
ークのルーティングパスのアベイラビリティおよび信頼性を高めます。

VRRP では、仮想ルータグループの 1 つの物理的 な ルータはバックアップと機能している
同じ仮想ルータグループの他の物理的 な ルータとのマスターとしてマスターが失敗した、
選ばれます。 物理的 な ルータは VRRP ルータとして参照されます。

ホストのデフォルト ゲートウェイは物理的 な ルータのIP アドレスの代りに仮想ルータグル
ープ IP アドレスに割り当てられます。 仮想ルータグループの中のルーティングパケットで
ある物理的 な ルータが壊れた場合自動的にそれを取り替えるために、別の物理的 な ルー
タは選択されます。 パケットをいつでも転送している物理的 な ルータはマスタルータと呼
ばれます。

VRRP はまたトラフィックのロード シェアリングを有効に します。 トラフィックは利用可
能 な ルータ間で VRRP の設定によって LAN クライアントに出入するトラフィックがマル
チプルルータによって共有されるように公正に共有することができます。

以下は VRRP が設定される LANトポロジーを示します。 この例では、ルータ A は、B、C
VRRP で、仮想ルータから成り立ちます。 仮想ルータグループの IP アドレスはルータ A の
イーサネットインターフェイスのために設定されるそれと同じです（192.168.2.1）。

このシナリオでは、仮想ルータはルータ A の物理的 な イーサネットインターフェイスの IP
アドレスを、ルータ A 担い、仮想ルータ マスターのロールをです別名 IP アドレス オーナ
ー使用します。 仮想ルータ マスターとして、ルータ A は仮想ルータの IP アドレスを管理
し、仮想ルータに代わってパケットをルーティングするために責任があります。 クライア
ント 1 〜 4 は 192.168.2.1 のデフォルトゲートウェイIPアドレスで設定されます。

IP アドレス オーナーである VRRP ルータは対応しましたり/宛先が IP アドレスであるパケ
ットを処理します。 仮想ルータ マスターである VRRP ルータ、ない IP アドレス オーナー
は、/プロセス対応するためにそれらのパケットが。



仮想ルータ バックアップとしてルータ B および C 機能。 仮想ルータ マスターが失敗した
場合、高優先順位で設定されるルータは仮想ルータ マスターになり、LAN ホストに最小割
り込みをサービスに与えます。

VRRP ルータ 優先順位は次によって決まります: VRRP ルータがオーナーである場合、優先
順位はそれがオーナーでなければ 255 （最も高いの）、優先順位常に手動で設定され、小
さいです 255 よりです。

ルータ A は回復 するとき、再度仮想ルータ マスターになります。 マスターが回復 して い
る期間の間に、順方向のマスター パケットは両方ともその結果、そこに重複（規則的な動
作）割り込みでなく、ではない。

下記の例は VRRP が設定される LANトポロジーを示します。 ルータ A および B はクライ
アント 1 〜 4 に出入してトラフィックを共有し、どちらかのルータが壊れた場合ルータ A
および B は仮想ルータ バックアップとして互いに行動します。

このトポロジーでは、2 つの仮想ルータは設定されます。 仮想ルータ 1 に関しては、ルー
タ A は IP アドレス 192.168.2.1 のオーナーで、仮想ルータ マスターであり、ルータ B は
192.168.2.1 のデフォルトゲートウェイIPアドレスでルータ A. Clients 1 および 2 へ仮想ル
ータ バックアップ設定されますです。 仮想ルータ 2 に関しては、ルータ B は IP アドレス
192.168.2.2 および仮想ルータ マスターのオーナーであり、ルータ A は 192.168.2.2 のデフ
ォルトゲートウェイIPアドレスでルータ B. Clients 3 および 4 へ仮想ルータ バックアップ設
定されますです。

この資料では、ルータ A がマスターであり、ルータ B がバックアップとして機能している
ところで最初のトポロジーを設定します。 ルータ A が壊れたルータ B はマスタルータにな
ります。

目標

この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってスイッチの VRRP
設定を行う提供します。

適当なデバイス



•       SG550X シリーズ

[Software Version]

•       2.3.0.130

スイッチの設定 VRRP 仮想ルータ

ステップ 1.スイッチへの SSH。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは cisco/cisco で
す。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下さい。

注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリッ
クします切り替えて下さい。

注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、
SG550XG-24T は使用されます。

呼び出します。 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィ
ギュレーション モードを開始して下さい:

SG550XG#CONFIGURE 

ステップ 3 VLANインターフェイスの VRRP 仮想ルータ設定を行うために、次のコマンドを
入力して下さい:

SG550XG#INTERFACE [vlan-id]

この例では、VRRP 仮想ルータ設定を行うのに interface vlan 1 を使用します。



ステップ 4 仮想ルータの IP アドレスを定義するために、インターフェイス設定モードで
vrrp ip コマンドを使用して下さい。 VRRP ルータの IPインターフェイスおよび仮想 な グ
ループは同じ IPサブネットにある必要があります。 仮想ルータは一人以上の参加 VRRP ル
ータがあるときプロシージャに入って来ます。 VRRP ルータは VRRP グループのために実
際のIPアドレスを使用できま VRRP グループのマスターになることをこと VRRP ルータ認
めます。 あらゆるルータ インターフェイスに割り当てられないが、高優先順位のルータは
マスターになりますまた仮想 IP アドレスを割り当てることができます。 VRRP グループの
ための 1 オーナーがあるただ場合もあります。

SG550XG(config)#vrrp [vrid] IP [IP ]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 で
す。

•       IP アドレス–仮想ルータの IP アドレス。

このデモに関しては、仮想ルータのための 192.168.2.1 の IP アドレスを設定 するのにコマ
ンド vrrp 1 IP 192.168.2.1 を使用しました。

注: IP アドレスを削除するために、vrrp [vrid] IP [IP アドレス]コマンドを使用しないで下さ
い。



ステップ 5 インターフェイスの VRRP 仮想ルータを有効に するために、次のコマンドを使
用して下さい:

 SG550XG(config-if)#no vrrp [vrid]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 で
す。

インターフェイスの VRRP 仮想ルータを有効に するためにシャットダウンされた vrrp 1 を
入力しません。

注: インターフェイスの VRRP 仮想ルータを無効に するために、インターフェイス設定モ
ードで vrrp shutdown コマンドを使用して下さい。 VRRP 仮想ルータがインターフェイス
で無効に なるとき、設定は取除かれません。

ステップ 6 説明を VRRP 仮想ルータに割り当てるために、インターフェイス設定モードで
次のコマンドを使用して下さい。



SG550XG(config-if)#vrrp [vrid][]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 で
す。

•       テキスト–ショートメッセージを送って下さい仮想ルータの目的か使用を記述する。 パ
ラメータは 0-160 文字が含まれているかもしれません。

この例に関しては、vrid 1.に説明 VirtualRouter1 を割り当てるためにコマンド vrrp 1 説明
VirtualRouter1 を入力しました。

ステップ 7 サポートされた VRRP バージョンを定義するために、インターフェイス設定モ
ードで vrrp version コマンドを使用して下さい。 バージョンを選択することはネットワーク
が設定されるかによって決まります。 ただし、トポロジーがそれを可能にすれば、以降の
バージョンは選択であるはずです。 バージョン 3 が IPv6 をまたサポートすることに留意し
て下さい。

注: 各スイッチは正しく機能するために VRRP のための同じバージョンで設定される必要が
あります。

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid][]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 で
す。

•       2 – RFC3768 によって規定 される VRRPv2 はサポートされます。 受け取った VRRPv3
メッセージは VRRP 仮想ルータによって廃棄されます。 VRRPv2 アドバタイズメントだけ
送信 されます。 VRRPv2 は IPv4 アドレスだけをサポートします。 タイマーは秒にあり、
マルチキャスト アドレスのために 224.0.0.18 を使用します。 VRRP は同じプライオリティ
値を用いるインターフェイス基礎およびノードごとに有効に なる必要がありますが、より
高い IP によりプリエンプションを引き起こします。

•       3 – RFC5798 によって規定 される VRRPv3 は VRRPv3 サポートなしでサポートされま
す（8.4、RFC5798）。 受け取った VRRPv2 メッセージは VRRP 仮想ルータによって廃棄
されます。 VRRPv3 アドバタイズメントだけ送信 されます。 VRRPv3 は IPv4 および IPv6
アドレスの使用方法をサポートします。 タイマーはミリ秒にあり、IPv4 マルチキャストの



ために 224.0.0.18 および IPv6 のために FF02:0:0:0:0:0:0:12 を使用します。 VRRP はグロ
ーバルに 有効に なる必要があり、高優先順位だけプリエンプションを引き起こします。

•       2&3 – RFC5798 によって規定 される VRRPv3 は VRRPv2 サポートでサポートされます
（8.4、RFC5798）。 受け取った VRRPv2 メッセージは VRRP 仮想ルータによって扱われ
ます。 VRRPv3 および VRRPv2 アドバタイズメントは送信 されます。

このデモンストレーションに関しては、コマンド vrrp 1 バージョン 2 の入力によってバー
ジョン 2 を使用します。

ステップ 8 VRRP メッセージのソース IP アドレスとして使用する実質 VRRP を、入力しま
すインターフェイス設定モードで下記の次のコマンドを当たって下さい定義するために。
仮想ルータをサポートする各 VRRP ルータは仮想ルータのために発信 VRRP メッセージで
ソース IP アドレスとして自身の IP アドレスを使用します。

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid]IP [IP ]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 で
す。

•       IP アドレス– VRRP ルータの IP アドレス: 同じで定義される VRRP ルータの IP アドレ
スの 1 つはインターフェイスします。

この例では、ソース IP アドレスとしてコマンド vrrp 1 ソースIP 192.168.2.1 を入力するこ
とによってスイッチ IP アドレスを入力しました。



仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP） 優先順位を定義するステップ 9. （オプションの）は
インターフェイス設定モードでコマンド vrrp priority コマンドを使用します。

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid][]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 で
す。

•       優先順位–仮想ルータ 優先順位。 範囲は 1-254 です。

このデモに関しては、スイッチはオーナーで、255 の優先順位があります。

注: オーナーのためのデフォルトプライオリティは 255、変更することができません。 非オ
ーナーに関しては、デフォルトプライオリティは 100 です。 ピクチャは下記のコマンドが
どのようにの入力する必要があるが、示しましたり入りませんでしたか例を。

ステップ 10： 仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP） プリエンプションを有効に するために
、インターフェイス設定モードで preempt コマンドを使用して下さい。 デフォルトで、こ



のコマンドで設定される VRRP ルータは現在のマスター仮想ルータより高優先順位がグル
ープのためのマスター仮想ルータとしてあれば引き継ぎます。 IP アドレス オーナーである
ルータはこのコマンドの設定に関係なく、優先します。

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid] preempt

注: VRRP プリエンプションを規定 された VRRP 仮想ルータに無効に するために、次のコ
マンドを使用して下さい: vrrp [vrid] preempt 無し。

ステップ 11： VRRP を設定 するためにモードを、入力します次のコマンドを受け入れて下
さい:

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid][ | ]

オプションはと定義されます:

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1 ～ 255
です。

•       受け入れて下さい–マスター状態の仮想ルータはそれがアドレス オーナーでなくても専
有物として仮想ルータの IP アドレスに当たったパケットを受け入れます。

•       ドロップする–マスター状態の vritual ルータはそれがアドレス オーナーでなくても仮想
ルータ IP アドレスに当たったパケットを廃棄します。

この例ではパケットを受け入れるために、マスターはコマンド vrrp 1 の使用によって受け
入れますモードを受け入れます設定されます。



ステップ 12： 連続的なアドバタイズメント間の間隔をマスター VRRP 仮想ルータによって
定義するために、インターフェイス設定モードで vrrp タイマー advertise コマンドを使用し
て下さい。 この例では、1秒のデフォルト設定としてタイマーにアドバタイズメントを残し
ました。 ピクチャは下記のコマンドが 2 秒の間どのようにの入力する必要があるか例を示
します。

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid][]

オプションはと定義されます:

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1 ～ 255
です。

•       ミリ秒– （オプションの）秒からミリ秒までアドバタイズメント時間の単位を変更しま
す。 キーワードなしで、アドバタイズメント 間隔は秒にあります

•       連続的なアドバタイズメント間の間隔 間隔。 IF キーワード ミリ秒はそれから有効範囲
です 50 から 40950 ミリ秒あります。 IF キーワード ミリ秒は有効範囲です 1 から 40 秒そ
れから省略されます。



ステップ 13： （インターフェイスの行プロトコルの状態、IP ルートの状態、またはルート
の到達可能性のようなトラッキングされたオブジェクトを作成し、監視し、取除くことを管
理するオプションの）オブジェクト トラッキングは独立 した プロセスです。 トラッキン
グ プロセスは定期的にトラッキングされたオブジェクトをポーリングし、値の変更に注意
します。 VRRP オブジェクト トラッキングはトラッキング プロセスによって利用可能 な
すべてのオブジェクトに VRRP アクセスを可能にします。 仮想デバイスの優先順位はトラ
ッキングされるオブジェクトの状態に基づいて増分するか、または減少されます。

注: 詳細を VRRPv3 のためのオブジェクト トラッキングについて学ぶために、リンクを参
照して下さい: VRRPv3: オブジェクト トラッキング 統合

VRRP をオブジェクトをトラッキングするために設定するために次を入力して下さい:

SG550XG(config-if)#vrrp [vrid][ID][]

•       vrid – VRRP が定義されているインターフェイスの仮想ルータ 識別子。 範囲は 1-255 か
らあります。

•       オブジェクトID –この VRRP ルータとのオブジェクトをトラッキングする関連の数。 数
引数の有効値は 1 から 64 まで及びます。 この値は詳細については SLA トラックで、ここ
をクリックします入りました。

•       優先順位– （オプション）トラッキングされたオブジェクトがダウン状態になるか、ま
たは戻って来る時ルータのための優先順位が減少されるか、または増分するかどれをによっ
てなって下さい。 デフォルト値は 1 と 253 間のあらゆる値に 10.減少設定 することができ
ますです。

この例では、オブジェクトをトラッキングするために VRRP を設定しませんでしたが、示
すためにコマンドを見えるもののに例を入力しました。

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/xe-3s/fhp-xe-3s-book/fhrp-vrrpv3-obj-trk.pdf
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-ip-sla-tracking-for-ipv4-static-routes-on-an-sg550xg/ta-p/3364507
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-ip-sla-tracking-for-ipv4-static-routes-on-an-sg550xg/ta-p/3364507


ステップ 14： 特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい。

SG550XG(config-if)#end

ステップ 15： （オプションの）スイッチの特権EXECモードで、スタートアップ コンフィ
ギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに行われた設定を保存して下さい。 そ
れから上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われたら YES か N のためにのため
のキーボードのいいえ『Y』 を押さない で下さい。

SG550XG#COPY running-config startup-config

ステップ 16： 別の仮想ルータを設定する次のスイッチのステップ 1 に 15 を繰り返して下
さい。 この例では、バックアップ仮想ルータになるために第 2 スイッチを設定しました。



/VRRP をテストすること確認

ステップ 1： 1 つのまたはすべてのコンフィギュレーション VRRP 仮想ルータの要約か詳
しいステータスを表示するために、次のコマンドを入力して下さい:

SG550XG#SHOW vrrp { |  | [interface-id]}

オプションは次のとおりです:

•       全（オプションの）ディセーブル ステータスの仮想ルータを含むすべての VRRP 仮想
ルータについての VRRP 仮想ルータ 情報を、提供します。 No キーワードが入る場合、す
べてのキーワードは適用します。

•       要約– （オプションの） VRRP 仮想ルータ 情報の概要ビューを提供します。

•       インターフェイス interface-id – （オプションの）識別子をインターフェイスさせて下さ
い。

この例では、示します vrrp をすべて使用しました。



呼び出します。 第 2 スイッチで、詳しい VRRP ルータ情報を表示するのに次のコマンドを
使用しました。

SG550XG#SHOW vrrp 

ステップ 3 このステップは最初のスイッチ（マスター）がダウン状態になると何が起こる
かの例を示します。 第 2 スイッチ（バックアップ）は下記に示されている例のようなマス
ターになります。 状態は 192.168.2.2 のソース IP アドレスの第 2 スイッチのためのマスタ
ーです。



結論

CLI によって今うまく SG550X スイッチの VRRP を設定する必要があります。
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