
AT-LESは、LAN Emulation Configulation Server(LECS)、LAN Emulation（LES）、Broadcast and Server（BUS）の３つの機能を
備えた、ATMフォーラムLAN Emulation User Network Interface（LUNI）1.0 に準拠したLANエミュレーション・サービス・
ソフトウェアです。AT-LESにより、従来のLAN環境で、いままでのボトルネックになっているバックボーンなどに高速な
ATM環境を提供いたします。

●AT-LAN Viewにより複雑なネットワーク構成がGUIベースにて容易に設定できます。
●ATMフォーラムUNI3.0及びUNI3.1 のシグナリングに対応しています。
●標準SNMPをサポート
　SNMPエージェントによる、ATMネットワーク・デバイスのオートディスカバリ機能が搭載されています。
●複数のワークステーションを利用することにより、負荷分散化を目的としたNetwork構成及び、冗長構成をとることが可能です。
●AT-LESは拡張性を考慮して設計されているため、大規模ネットワークにおける信頼性を実現します。
●AT-LESを使用することにより、LAN Emulation Client（LEC）を集中管理することが可能です。
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正式名称、バージョン ：AT-LES Ver.1.1
サポート規格 ：ATM Forum LANEmulation Ver.1.0、ATM Forum UNI 3.0/3.1
マネージメント ： MIB II、ELAN MIB、LES MIB、BUS MIB、LECS MIB、ATI Private LANE MIB、
動作環境 ：対応OS／プラットフォ－ム：「SUN SPARCstation」（最小ハードウェア構成）

AT-LES ・SPARCstation 5 (110 MHz) or SPARCstation 20
・ Solaris version 2.4／2.5

推奨メモリー容量 ：32MBメモリ－(64MB以上推奨)
必要ディスク容量 ：最大１GBディスク、約535MB（ｱﾌﾟﾘｹ-ｼｮﾝｿﾌﾄなど用に10MBの空きディスク容量）
ｽﾜｯﾌﾟｽﾍﾟ-ｽ ：64MB
供給メディア ：CD-ROM
ATMNIC ：8mmテ－プドライブ（ENI社ATMアダプタのドライバをインストールする際に利用）

※同ソフトウェアには、下記 米ENI社製ATMアダプターが必要となります。
<型番>ENI-155S-MF-S ATM S-Bus Adapter Card for Servers (multimode fiber version)(2MB Memoryタイプ、Aruba Ver.3.3 ドライバ）

パフォーマンス ：１プラットフォームが提供する機能 ：8つのLECSが登録可能（運用できるのは登録した.LECSのうち1つ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：128のELANが登録可能 (運用できるのは24まで。WSを追加することにより増すことが可能）

一つのLECSが提供する機能 ：最大サポート　LEC数：7200（ATMアドレスまたはMACアドレス）
（※上記数字は、定義可能な数字であり、運用でえる数は、500LEC）

一つのELANで登録できるLEC,BUSの数 ：LEC,BUSがそれぞれ8つまで登録可能、しかし運用に使用するのは1つだけで後はバックアップ用
機能 ：Authentication of LES & BUS ：LESかBUSが起動時、LECSに対してLESかBUSとして動作するか問い合わせる。

　LECSは、問い合せに対して認証を行います。
LECS’s policy to determine ELAN Membership：LECSは、LECをELANに割り当てるためにATMアドレスによっ

て割り当てるかMACアドレスによって割り当てるかをPolicy
Tableで優先順位付けることができます。

セキュリティ機能：LECがELANに接続要求を出した際、LESは、LECSに対してメンバーシップ・ポリシーに基づき、
アクセス制御を行います。

ネットワーク管理機能：
AT-LANEView ：LANEコンポーネントの物理接続マップを表示。
Configuration View ：LECS、ELAN、LES、BUS、LEC、ポリシー、TLV等等に関する情報

　を定義します。
LogicalView ：異なったプラットホーム上にあるELAN要素をまとめて表示できます。

　アイコンをダブルクリックすることにより、LECS，LES，BUSの情
　報を参照できる。

ComponentView ：LES，BUS，LECS，LECに関する情報の参照または定義を行います。
MIB Browsr ：MIB情報を参照するためのViewを提供します。
Network Discovery ：ネットワーク上のLEC（4016）、AT-LESを検索しアイコン表示する。
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○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。○CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス（株）の登録商標です。
○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。　
○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。

AW04H - L0 1.0 / 9704 - SI - TT

〈本　　　　社〉〒141  東京都品川区東五反田4-6 -6高輪台グリーンビル�
〈北海道営業所〉〒060  札幌市北区北7条西4-17 -1竹山ビル�
〈東北事業所〉　〒980  仙台市青葉区五橋1-7 -15ピースビル五橋�
〈中部事業所〉　〒460  名古屋市中区丸の内3-18 -22丸の内CTビル�
〈西日本事業所〉〒532  大阪市淀川区西中島6-1 -1新大阪プライムタワー�
〈九州事業所〉　〒812  福岡市博多区博多駅前2-17 -26オオエスビル�
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価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。�

ホームページもご覧ください�

h t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j ph t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j p
価格表BOX No .  ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジ/ルーター：307002■ｿﾌﾄｳｪｱ：307001�307001�
                     ■LANアダプター：307003■トランシーバー：307005■アクセサリー：307005
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