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SG550XG スイッチの設定 VRRP 仮想ルータ 
概要
 
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）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 人に動的に仮想ルータの責任を割り当てる選択および冗長性プロトコルです。 これはネッ
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、仮想ルータの 1 つの物理的 なルータはバックアップと機能する同じ仮想ルータの他
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。
 
参加ホストのデフォルト ゲートウェイは物理的 なルータの代りに仮想ルータに割り当てられます
。 仮想ルータに代わって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 なルータはマスター 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複数のルータに
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。
 
VRRP の利点は次の通りです:
 

Redundancy-enable ネットワークのシングル ポイント障害の可能性を減らすデフォルト ゲ
ートウェイ ルータで複数のルータを設定する。
ロード シェアリング— LAN クライアントに出入してトラフィックが複数のルータによって
共有されるようにします。 トラフィック負荷は利用可能なルータ間でより公正に共有されま
す。
複数の VRRP グループ—ルータ物理インターフェイスの 255 VRRP グループまでプラットフ
ォーム サポート多重 MAC アドレス サポートします。 複数の VRRP グループは LAN トポロ
ジーの冗長性およびロード シェアリングを設定することを可能にします。
複数の IP アドレス—セカンダリ IP アドレスを含む複数の IP アドレスを、管理することを許
可します。 多重があればイーサネットで設定されるサブネットは、各サブネットの VRRP を
設定できますインターフェイスします。
優先—利用可能になった高優先順位バックアップルータとの壊れるマスターのために引き継
いだバックアップルータに優先することを可能にします。
アドバタイズメントプロトコル—専用インターネットアドレス管理機構 （IANA）標準マルチ
キャスト アドレスを使用します（224.0.0.18） VRRP アドバタイズメントのために。 このア
ドレス方式は正確にセグメントの VRRP パケットを識別するためにマルチキャストおよび割
り当て試験装置を保守する必要があるルータの数を最小化します。 IANA は VRRP に IP プ
ロトコル第 112 を割り当てました。
VRRP トラッキング—推奨 VRRP ルータがインターフェイス状態ことをに基づいて VRRP
優先順位の変更によってグループのためのマスター行うことを確認します。
 

イメージは下記の基本 VRRP トポロジーを示します。 この例、ルータ A、B および C 形式
VRRP グループ。 グループの IP アドレスは同じアドレスですルータ A のイーサネット インター
フェイスのために設定された（192.168.10.1）。
 



バーチャル IP アドレスがルータ 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
使用するので、ルータ A はマスター（別名 IP アドレス オーナー）です。 マスターとして、ルー
タ A は VRRP グループのバーチャル IP アドレスを所有し、この IP アドレスに送信されるパケッ
トを転送します。 クライアント 1 〜 3 は 192.168.10.254 のデフォルトゲートウェイIPアドレス
で設定されます。

注: 設定は仮想ルータ マスターが、ない IP アドレス オーナー、まだ応答するか、またはパケッ
トを処理できるように作成することができます。 例は PING です。

ルータ B および C は仮想ルータ バックアップとして機能します。 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。

ルータ A は回復とき、再度仮想ルータ マスターになります。 マスターが回復期間の間に、マス
ターは両方ともパケットを転送し、その結果、重複（規則的な動作）割り込みがありではない。

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 192.168.10.1 のオーナーで、仮想ルータ マスターであり、ルータ B は
192.168.10.254 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 192.168.10.2 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 192.168.10.254 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。

スイッチの VRRP 設定を行う前に、これらのガイドラインに従って下さい:

VLAN を設定して下さい。 学ぶためにスイッチの VLAN を設定する方法をここをクリックし
て下さい。

●

IP ルーティングを有効に し、スイッチの VLANインターフェイス IPv4 アドレス設定値を行
って下さい。 手順についてはここをクリックしてください。 

●

スイッチの IP SLA トラッキングを設定して下さい。 詳細をこの機能について学ぶために、
ここをクリックして下さい。 

●

目標

仮想ルータは同じ LAN のすべての仮想ルータ間のユニークな仮想ルータ識別（VRID）によって
割り当てる必要があります。 同じ仮想ルータをサポートしているすべての VRRP ルータは VRID
を含む仮想ルータに関してすべての情報で設定する必要があります。 仮想ルータはデバイスで IP
ルーティングがまたデバイスで有効に なるときだけ有効に する必要があります。

この技術情報は方法で手順をスイッチの VRRP 設定を行う提供します。

適当なデバイス

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5719
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793


SG550XG 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.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップダウン リ
ストでそれから『Advanced』 を選択 します。

注: 利用可能なメニュー オプションはデバイス 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。

ステップ 2. IP 設定 > VRRP > 仮想ルータを選択して下さい。

ステップ 3.新しいインターフェイスを追加するために『Add』 をクリック して下さい。



ステップ 4.インターフェイス エリアからインターフェイスを選択して下さい。 この例では、
VLAN 10 は選択されます。

ステップ 5.仮想ルータ Identifier フィールドで仮想ルータ識別を入力して下さい。 範囲は 1 から
255 からです。

注: この例では、1 つは使用されます。

ステップ 6. （オプションの）は Description フィールドで説明を入力します。

注: この例では、VLAN 10 は入ります。

ステップ 7 スイッチの VRRP を有効に するためにイネーブル Status チェックボックスをチェッ
クして下さい。

ステップ 8.使用されるべき VRRP バージョンを選択して下さい。 オプションは次のとおりです:

VRRP v2 — 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。

●

VRRP v3 — RFC5798 によって規定 される VRRPv3 は VRRPv2 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。

●

VRRP v2 および VRRP v3 — 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。

●



注: この例では、VRRP v2 は選択されます。

ステップ 9. IP アドレス オーナー エリアからのオプションをクリックして下さい。 オプションは
次のとおりです:

はい— YES が選択される場合、これはデバイスの IP アドレスが仮想ルータの IP アドレスで
あることを示します。 オーナーの IP アドレスを利用可能な IP アドレス リストから選択し、
オーナー IP アドレス リストにそれを移動して下さい。

●

選択されなければ非、仮想ルータ IP アドレス フィールドで仮想ルータのアドレスかアドレ
スを入力して下さい。 複数の IP アドレスがここに追加される場合、次の通りそれらを分け
て下さい: 1.1.1.1、2.2.2.2。

●

注: この例では選択されないし、入力される IP アドレスは 192.168.10.254 です。 これは仮想ル
ータの IP アドレスを示します。

ステップ 10. VRRP メッセージで使用されるべき IP アドレスを選択して下さい。 既定のソース
IP アドレスはインターフェイスで定義される IP アドレスの最も低いです。 ユーザが定義したら
それに応じて選択されましたり、IP アドレスを選択します。

注: この例では、使用デフォルトは選択されます。

ステップ 11： このデバイスがオーナーである場合、このフィールドは値 255 を取得し、この値
は変更することができません。 そうでなかったら、マスターとして機能する機能に基づいてこの



デバイスの優先順位を、入力して下さい。 非オーナー デバイスのデフォルト値は 100 です。

注: 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 255 です（最も高いの）。 それがオーナーではない場合、優先順位は手動で設定されます
（常により少しにより 255）。

注: この例では、100 つは使用されます。 バックアップ仮想ルータを設定する場合、少し優先順
位を入力して下さい。

ステップ 12： Preempt モード エリアで、次のオプションから選択して下さい:

本当—現在のマスターが稼働しているより高優先順位 VRRP ルータはで設定されるとき、現
在のマスターを取り替えます。

●

偽—現在のマスターより高優先順位の VRRP ルータは稼働していても、現在のマスターを取
り替えません。 オリジナル マスターだけ（利用可能になるとき）バックアップを取り替えま
す。

●

注: 本当この例では選択されます。

ステップ 13： 受諾制御モード エリアで、次のオプションから選択して下さい:

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。

●

drop —マスター状態の仮想ルータはそれがアドレス オーナーではない場合仮想ルータ IP ア
ドレスに当たったパケットを廃棄します。

●

注: この例では、Accept 選択されます。

ステップ 14： （オプションの）ルータからのデフォルト ルートの次のホップに接続のトラッキ
ングを有効に するために有効 IP SLA トラック チェックボックスをチェックして下さい。 詳細を
この機能について学ぶために、ここをクリックして下さい。 

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793


注: この例では、IP SLA トラックは無効に なります。

ステップ 15： IP SLA トラックが有効に なる場合（オプションの）、トラッキング オブジェク
トのフィールドの接続を確認する SLA トラックの数を入力して下さい。 この値は SLA トラック
ページで入りました。 1 64 まで使用できます。

注: この例では、1 つは使用されます。

ステップ 16： （オプションの） IP SLA トラックは有効に なりましたり、デクリメント フィー
ルドで減少値を入力します。 トラック オブジェクトの状態がダウンしている場合、ルータの
VRRP 優先順位はこの値によって減少されます。 1 つから 253 を使用でき、デフォルトは 10.で
す。

注: この例では、10 は使用されます。

ステップ 17： 頻繁にアドバタイズメントパケットがアドバタイズメント 間隔 フィールドでどの
ように送信されるか入力して下さい。

注: この例では、1000 は使用されます。

ステップ 18： それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。



ステップ 19： （オプションの）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・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。



注: IPv4 VRRP 仮想ルータ表のザ・マスター/バックアップ ステータス エリアは設定した仮想ル
ータのステータスを表示する必要があります。 バックアップ仮想ルータを設定するように意図す
る場合ステータスはバックアップとして表示する必要があります。

今うまく SG550XG スイッチの VRRP 仮想ルータ設定を行う必要があります。
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