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アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMF Cloud ソリューション  

Solution No.17-05-15-01 

これまで、AMF機能を用いることで，ネットワークの一元管理が可能となり、機器故障時
には代替機と差し替えるだけで自動的に復旧させるAuto Recovery機能に代表される利便性
をネットワーク管理に付与することができ、運用・管理にかかる時間とコストを大幅に下
げることが可能になりました。 
 
しかし、IoTネットワーク化が進み，ネットワークが大規模かつ複雑になっていく中、標準
規格では対応が難しいネットワーク構成の自動構築や自動復旧、一斉変更など、柔軟性と
拡張性が求められます。 
 
本資料では、仮想マシン上でAMFコントローラーまたはAMFマスター機能を動作させるこ
とにより、ネットワーク構成を変更せずに、AMFネットワークの規模拡張が可能であり、
AMFネットワーク上で高い柔軟性と拡張性を実現することができるAMF Cloudソリュー
ションを紹介いたします。 

1 

■ 概要 

■ 主な目的 

⃟複数の拠点間を繋ぐ大規模なネットワークを構築したい。 
⃟ AMFコントローラー/マスターを仮想マシン上に集約したい。 
⃟ AMF機能を活用したネットワーク全体の一元管理を行い、運用コストを削減したい。 
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■ 構成のポイント 
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■ AMF Controller1 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname Controller 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name Test 

atmf controller 

atmf master 

atmf area area1 id 1 local 

atmf area area2 id 2 

atmf area area2 password 8 7kEweDD/kpGlcCqMFGAKR75UdMo3j+dOxgHTaTFdVeU= 

atmf area area3 id 3 

atmf area area3 password 8 ma4KkxRvWor7EcWbkFptgDAXcl8rJ8ZP4NV00QVjpCQ= 

atmf area area4 id 4 

atmf area area4 password 8 lqW7HwazPxMfWbXXtbYOi1dWkkG/k2uIIbIa5OjhkQg= 

atmf area area5 id 5 

atmf area area5 password 8 fIh5l2X4Pf8TpzIhcMq70Z7hXol0bxabr+isTGt+Rs8= 

atmf backup area-masters enable 

atmf backup server id 1 172.16.10.231 username stre 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。

ここでは、area1としています。 

また、AMF CloudはAMFマスターと

AMFコントローラーとして使用するの

で、amtf masterコマンドとatmf 

controllerコマンドで、マスターとコン

トローラーを有効にします。 

バックアップ先にSSHサーバーを指定

します。また、ローカルマスターの

バックアップを有効にします。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ AMF Controller1 設定サンプル その2 

! 

ip domain-lookup 

! 

interface eth0 

 encapsulation dot1q 1002 

! 

interface eth0.1002 

 ip address 172.16.20.232/24 

! 

atmf virtual-link id 3 ip 172.16.20.232 remote-id 3 remote-ip 172.16.20.230 remote-area 

area2 

atmf virtual-link id 4 ip 172.16.20.232 remote-id 4 remote-ip 172.16.20.231 remote-area 

area3 

atmf virtual-link id 7 ip 172.16.20.232 remote-id 7 remote-ip 192.168.50.254 remote-area 

area5 

atmf virtual-link id 5 ip 172.16.20.232 remote-id 5 remote-ip 192.168.40.254 remote-area 

area4 

atmf virtual-link id 6 ip 172.16.20.232 remote-id 6 remote-ip 192.168.40.253 remote-area 

area4 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.20.254 

! 

ntp server 172.16.10.232 

! 

line con 0 

line vty 0 5 

! 

end 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

ローカルマスターと接続するためにAMF

エリアバーチャルリンクの設定をします。 
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■ Area2_Master 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname Area2_Master 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name Test 

atmf master 

atmf area area2 id 2 local 

atmf area area2 password 8 7kEweDD/kpGlcCqMFGAKR75UdMo3j+dOxgHTaTFdVeU= 

atmf area area1 id 1 

atmf topology-gui enable 

atmf backup server id 1 172.16.10.231 username stre 

! 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

バックアップ先にSSHサーバーを指定

します。また、ローカルマスターの

バックアップを有効にします。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

また、AMF CloudはAMFローカルマス

ターとして使用するので、amtf master

コマンドで、マスターを有効にします。

また、エリア名はarea2としています。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ Area2_Master 設定サンプル その2 

! 

ntp server 172.16.10.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

interface eth0 

 encapsulation dot1q 1002 

! 

interface eth0.1002 

 ip address 172.16.20.230/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.20.230 remote-id 1 remote-ip 192.168.20.254 

atmf virtual-link id 2 ip 172.16.20.230 remote-id 2 remote-ip 192.168.20.253 

atmf virtual-link id 3 ip 172.16.20.230 remote-id 3 remote-ip 172.16.20.232 remote-area 

area1 

atmf virtual-link id 4 ip 172.16.20.230 remote-id 4 remote-ip 192.168.200.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.20.254 

! 

line con 0 

line vty 0 4 

! 

end 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

コントローラーと接続するためにAMFエリ
アバーチャルリンクの設定をします。 

また、メンバーと接続するためにAMF

バーチャルリンクの設定をします。 
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■ Area3_Master 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname Area3Master 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name Test 

atmf master 

atmf area area3 id 3 local 

atmf area area3 password 8 ma4KkxRvWor7EcWbkFptgDAXcl8rJ8ZP4NV00QVjpCQ= 

atmf area area1 id 1 

atmf topology-gui enable 

atmf backup server id 1 172.16.10.231 username stre 

 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

また、AMF CloudはAMFローカルマス

ターとして使用するので、amtf master

コマンドで、マスターを有効にします。

また、エリア名はarea3としています。 

バックアップ先にSSHサーバーを指定

します。また、ローカルマスターの

バックアップを有効にします。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ Area3_Master 設定サンプル その2 

! 

ntp server 172.16.10.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

interface eth0 

 encapsulation dot1q 1002 

! 

interface eth0.1002 

 ip address 172.16.20.231/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.20.231 remote-id 1 remote-ip 172.16.20.254 

atmf virtual-link id 2 ip 172.16.20.231 remote-id 2 remote-ip 192.168.30.254 

atmf virtual-link id 4 ip 172.16.20.231 remote-id 4 remote-ip 172.16.20.232 remote-area 

area1 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.20.254 

! 

line con 0 

line vty 0 4 

! 

end 

コントローラーと接続するためにAMFエリ
アバーチャルリンクの設定をします。 

また、メンバーと接続するためにAMF

バーチャルリンクの設定をします。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 01-x930 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 01-x930 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level notices 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

! 

stack virtual-mac 

stack virtual-chassis-id 355 

stack resiliencylink vlan4001 

! 

atmf network-name Test 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

VCSの設定を行います。 

ここではバーチャルMACアドレスとレ

ジリエンシーリンクを設定しています。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 01-x930 設定サンプル その2 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x930-52 

switch 1 bay 1 provision x9EM-2 

switch 2 provision x930-28 

switch 2 bay 1 provision x9EM-2 

! 

vlan database 

 vlan 1000-1002 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 description To_AR4050 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1000 

 switchport trunk native vlan none 

! 

interface port1.0.2-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port1.0.13 

 description Server_sw 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1001 

 static-channel-group 2 

! 

interface port1.0.14 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port1.0.15 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1002 

 switchport trunk native vlan 1001 

 static-channel-group 1 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 01-x930 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.16-1.0.20 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port1.0.21 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

! 

interface port1.0.22-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port1.0.25-1.0.28 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1002 

! 

interface port1.0.29-1.0.52 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port2.0.1 

 description To_AR4050 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1000 

 switchport trunk native vlan none 

! 

interface port2.0.2-2.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port2.0.13 

 description Server_sw 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1001 

 static-channel-group 2 

! 

interface port2.0.14 

 switchport 

 switchport mode access 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 01-x930 設定サンプル その4 

! 

interface port2.0.15 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1002 

 switchport trunk native vlan 1001 

 static-channel-group 1 

! 

interface port2.0.16-2.0.20 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port2.0.21 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

! 

interface port2.0.22-2.0.28 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface eth0 

 shutdown 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1002 

 switchport trunk native vlan 1001 

! 

interface sa2 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1001 

! 

interface vlan1000 

 ip address 192.168.100.252/24 

! 

interface vlan1001 

 ip address 172.16.10.254/24 

! 

interface vlan1002 

 ip address 172.16.20.254/24 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 



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

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMF Cloud ソリューション  

Solution No.17-05-15-01 

13 

■ 01-x930 設定サンプル その5 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.20.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.20.231 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.250 

ip route 100.100.10.0/24 192.168.100.250 

ip route 172.16.128.0/24 192.168.100.250 

ip route 192.168.0.0/16 192.168.100.250 

! 

ip dns forwarding 

! 

line con 0 

line vty 0 1 

line vty 2 4 

! 

end 

AMFマスターと接続するためにAMFバー
チャルリンクの設定をします。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 02-AR4050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level notices 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vrrp 

snmp-server source-interface traps vlan1000 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その2 

! 

zone private 

 network atmf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

 network lan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  ip subnet 172.16.20.0/24 

  ip subnet 172.16.10.0/24 

  ip subnet 192.168.100.0/24 

 network ospf 

  ip subnet 224.0.0.5/32 

  ip subnet 224.0.0.6/32 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network tunnel1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

 network tunnel2 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel2 

 network tunnel3 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel3 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その3 

! 

zone qos 

 network eth1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth 

   ip address 100.100.10.1 

 network eth2 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth2 

 network ppp0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host me 

   ip address dynamic interface ppp0 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel2 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel3 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface vlan1000 

 network vlink_remote 

  ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0 

  ip subnet 192.168.40.0/24 interface tunnel1 

  ip subnet 192.168.50.0/24 interface tunnel2 

  ip subnet 192.168.200.0/24 interface tunnel3 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーとアプ

リケーションを定義します。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その4 

! 

malware-protection 

 provider kaspersky 

 protect 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 80 permit http from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 90 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan 

 protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto ipsec profile ipsec1 

 transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128 

! 

crypto isakmp profile isakmp1 

 version 1 mode aggressive 

 transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 15 

! 

crypto isakmp key secretA address 100.100.10.2 

crypto isakmp key secretB address 100.100.10.3 

crypto isakmp key secretC address 100.100.10.4 

crypto isakmp key secretD  hostname RouterB 

! 

! 

crypto isakmp peer dynamic profile isakmp1 

 

マルウェアプロテクション を有効にし

ます。 

ファイアウォールの設定をします。 

NATの設定をします。 

IPsecの設定をします。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その5 

! 

ip-reputation 

 provider lac proofpoint 

 protect 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 140 match isakmp to qos.eth1 policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 150 match isakmp to qos.ppp0 policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 160 match esp to qos.eth1 policy PRIO_ETH.esp 

 rule 170 match esp to qos.ppp0 policy PRIO_ETH.esp 

 rule 190 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 200 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy 

PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 210 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel0 virtual-bandwidth 90mbit 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 90mbit 

 interface tunnel2 virtual-bandwidth 90mbit 

 interface tunnel3 virtual-bandwidth 90mbit 

 traffic-control enable 

! 

ip name-server 172.16.10.232 suffix-list mail_server 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

 

IPレピュテーションを有効にします。 

QoSの設定をします。 

名前解決のためDNSサーバーのIPアド
レスを設定します。ドメインごとにDNS

サーバーを振り分けています。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その6 

! 

vlan database 

 vlan 1000 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1000 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

 mirror interface port1.0.1 direction both 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.4-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その7 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.1/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface eth2 

 encapsulation ppp 0 

! 

interface vlan1000 

 ip address 192.168.100.254/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.1 

 tunnel destination 100.100.10.2 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.5/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel1 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.1 

 tunnel destination 100.100.10.3 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.9/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel2 

 mtu 1300 

 tunnel source eth1 

 tunnel destination 100.100.10.4 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.14/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その8 

! 

interface tunnel3 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination dynamic 

 tunnel remote name RouterB 

 tunnel protection ipsec profile ipsec1 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.17/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface ppp0 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username user@pppA 

 ppp password ppppasswdA 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

trigger 1 

 type interface eth2 up 

 script 1 eth2_up.scp 

trigger 2 

 type interface eth2 down 

 script 1 eth2_down.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 2.2.2.2 

 network 100.100.10.0/24 area 0 

 network 172.16.128.4/30 area 0 

 network 172.16.128.8/30 area 0 

 network 172.16.128.12/30 area 0 

 network 172.16.128.16/30 area 0.0.0.0 

 redistribute static 

! 

router vrrp 100 vlan1000 

 virtual-ip 192.168.100.250 backup 

 priority 101 

 ha associate 

 enable 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のMasterとするため、
Priority値を101と設定しています。 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

eth2のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 
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■ 02-AR4050 設定サンプル その9 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 172.16.20.0/24 192.168.100.252 

ip route 172.16.10.0/24 192.168.100.252 

ip route 192.168.20.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.20.0/24 Null 254 

ip route 192.168.21.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.21.0/24 Null 254 

Ip route 192.168.30.0/24 100.100.10.100 

ip route 192.168.30.0/24 Null 254 

ip route 192.168.31.0/24 Null 254 

ip route 192.168.40.0/24 tunnel1 

ip route 192.168.40.0/24 Null 254 

ip route 192.168.41.0/24 Null 254 

ip route 192.168.41.0/24 tunnel1 

ip route 192.168.50.0/24 tunnel2 

ip route 192.168.50.0/24 Null 254 

ip route 192.168.200.0/24 tunnel3 

ip route 192.168.200.0/24 Null 254 

! 

ip dns forwarding 

ip dns forwarding domain-list mail_server 

 domain mail.example.com 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

ドメインごとにDNSサーバーを振り分けて
います。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 03-AR4050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level notices 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vrrp 

snmp-server source-interface traps vlan1000 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その2 

! 

zone backup 

 network vlan1000 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1000 

  ip subnet 192.168.100.0/24 

  host 03-AR4050 

   ip address 192.168.100.253 

! 

zone private 

 network atmf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

 network lan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  ip subnet 172.16.20.0/24 

  ip subnet 172.16.10.0/24 

  ip subnet 192.168.100.0/24 

 network ospf 

  ip subnet 224.0.0.5/32 

  ip subnet 224.0.0.6/32 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network tunnel1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

 network tunnel2 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel2 

 network tunnel3 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel3 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その3 

! 

zone qos 

 network eth1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth 

   ip address 100.100.10.1 

 network eth2 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth2 

 network ppp0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host me 

   ip address dynamic interface ppp0 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel2 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel3 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface vlan1000 

 network vlink_remote 

  ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0 

  ip subnet 192.168.40.0/24 interface tunnel1 

  ip subnet 192.168.50.0/24 interface tunnel2 

  ip subnet 192.168.200.0/24 interface tunnel3 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーとアプ

リケーションを定義します。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その4 

! 

malware-protection 

 provider kaspersky 

 protect 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 80 permit http from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 90 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 100 permit dns from backup.vlan1000.03-AR4050 to backup.vlan1000 

 rule 110 permit http from backup.vlan1000.03-AR4050 to backup.vlan1000 

 rule 120 permit https from backup.vlan1000.03-AR4050 to backup.vlan1000 

protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto ipsec profile ipsec1 

 transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128 

! 

crypto isakmp profile isakmp1 

 version 1 mode aggressive 

 transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 15 

! 

crypto isakmp key secretA address 100.100.10.2 

crypto isakmp key secretB address 100.100.10.3 

crypto isakmp key secretC address 100.100.10.4 

crypto isakmp key secretD  hostname RouterB 

! 

! 

crypto isakmp peer dynamic profile isakmp1 

 

マルウェアプロテクション を有効にし

ます。 

ファイアウォールの設定をします。 

NATの設定をします。 

IPsecの設定をします。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その5 

! 

ip-reputation 

 provider proofpoint lac 

 protect 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 140 match isakmp to qos.eth1 policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 150 match isakmp to qos.ppp0 policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 160 match esp to qos.eth1 policy PRIO_ETH.esp 

 rule 170 match esp to qos.ppp0 policy PRIO_ETH.esp 

 rule 190 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 200 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy 

PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 210 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel0 virtual-bandwidth 90mbit 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 90mbit 

 interface tunnel2 virtual-bandwidth 90mbit 

 interface tunnel3 virtual-bandwidth 90mbit 

 traffic-control enable 

! 

ip name-server 172.16.10.232 suffix-list mail_server 

ip name-server 192.168.100.254 

ip domain-lookup 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

 

 

IPレピュテーションを有効にします。 

QoSの設定をします。 

名前解決のためDNSサーバーのIPアド
レスを設定します。ドメインごとにDNS

サーバーを振り分けています。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その6 

! 

vlan database 

 vlan 1000 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1000 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.1/24 

 snmp trap link-status 

 ip ospf disable all 

! 

interface eth2 

 encapsulation ppp 0 

! 

interface vlan1000 

 ip address 192.168.100.253/24 

! 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その7 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.1 

 tunnel destination 100.100.10.2 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.5/30 

 ip ospf disable all 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel1 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.1 

 tunnel destination 100.100.10.3 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.9/30 

 ip ospf disable all 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel2 

 mtu 1300 

 tunnel source eth1 

 tunnel destination 100.100.10.4 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.14/30 

 ip ospf disable all 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel3 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination dynamic 

 tunnel remote name RouterB 

 tunnel protection ipsec profile ipsec1 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.17/30 

 ip ospf disable all 

 ip tcp adjust-mss 1260 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その8 

! 

interface ppp0 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username user@pppA 

 ppp password ppppasswdA 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

trigger 1 

 type interface eth2 up 

 script 1 eth2_up.scp 

trigger 2 

 type interface eth2 down 

 script 1 eth2_down.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 2.2.2.2 

 network 100.100.10.0/24 area 0 

 network 172.16.128.4/30 area 0 

 network 172.16.128.8/30 area 0 

 network 172.16.128.12/30 area 0 

 network 172.16.128.16/30 area 0.0.0.0 

redistribute static 

! 

router vrrp 100 vlan1000 

 virtual-ip 192.168.100.250 backup 

 ha associate wan-bypass 1 

 ha associate wan-bypass 2 

 enable 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のBackupとします。 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

eth2のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 
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■ 03-AR4050 設定サンプル その9 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.254 250 

ip route 172.16.20.0/24 192.168.100.252 

ip route 172.16.10.0/24 192.168.100.252 

ip route 192.168.20.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.20.0/24 Null 254 

ip route 192.168.21.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.21.0/24 Null 254 

Ip route 192.168.30.0/24 100.100.10.100 

ip route 192.168.30.0/24 Null 254 

ip route 192.168.31.0/24 Null 254 

ip route 192.168.40.0/24 tunnel1 

ip route 192.168.40.0/24 Null 254 

ip route 192.168.41.0/24 Null 254 

ip route 192.168.41.0/24 tunnel1 

ip route 192.168.50.0/24 tunnel2 

ip route 192.168.50.0/24 Null 254 

ip route 192.168.200.0/24 tunnel3 

ip route 192.168.200.0/24 Null 254 

! 

ip dns forwarding 

ip dns forwarding domain-list mail_server 

 domain mail.example.com 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

ドメインごとにDNSサーバーを振り分けて
います。 

スタティックルートの設定をします。 
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■04-AR4050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 04-AR4050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vrrp 

snmp-server source-interface traps vlan20 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf group site-a 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 04-AR4050 設定サンプル その2 

! 

zone qos 

 network eth 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth1 

   ip address 100.100.10.2 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.20.0/24 interface vlan20 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

crypto isakmp key secretA  address 100.100.10.1 

! 

! 

QoSのルール作成時に使うエンティ

ティーとアプリケーションを定義しま

す。 

IPsecの設定をします。 
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■ 04-AR4050 設定サンプル その3 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.eth policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.eth policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 300mbit system-bandwidth 10 

 traffic-control enable 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 20 state enable 使用するVLANを作成します。 

QoSの設定をします。 
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■ 04-AR4050 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2 

 switchport 

 switchport mode access 

 mirror interface port1.0.1 direction both 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.2/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface vlan20 

 ip address 192.168.20.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 172.16.10.253 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 04-AR4050 設定サンプル その5 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.2 

 tunnel destination 100.100.10.1 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.6/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.20.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.20.230 

! 

trigger 1 

 type interface eth1 down 

 script 1 eth1_down.scp 

trigger 2 

 type interface eth1 up 

 script 1 eth1_up.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 4.4.4.4 

 network 172.16.128.4/30 area 0 

 redistribute connected 

! 

router vrrp 20 vlan20 

 virtual-ip 192.168.20.250 backup 

 priority 101 

 ha associate 

 enable 

! 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 192.168.21.0/24 192.168.20.251 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

! 

line con 0 

line vty 0 1 

line vty 2 4 

! 

end 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のBackupとします。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

スタティックルートの設定をします。 

eth1のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 
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■05-AR4050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 05-AR4050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vrrp 

snmp-server source-interface traps vlan20 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf group site-a 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 05-AR4050 設定サンプル その2 

! 

zone qos 

 network eth 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth1 

   ip address 100.100.10.2 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.20.0/24 interface vlan20 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

crypto isakmp key secretA  address 100.100.10.1 

! 

! 

IPsecの設定をします。 

QoSのルール作成時に使うエンティ

ティーとアプリケーションを定義しま

す。 
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■ 05-AR4050 設定サンプル その3 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.eth policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.eth policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 300mbit system-bandwidth 10 

 traffic-control enable 

! 

ip domain-lookup 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 20 state enable 使用するVLANを作成します。 

QoSの設定をします。 
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■ 05-AR4050 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2 

 switchport 

 switchport mode access 

 mirror interface port1.0.1 direction both 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.2/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface vlan20 

 ip address 192.168.20.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 172.16.10.253 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 05-AR4050 設定サンプル その4 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.2 

 tunnel destination 100.100.10.1 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.6/30 

 ip ospf disable all 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

atmf virtual-link id 2 ip 192.168.20.253 remote-id 2 remote-ip 172.16.20.230 

! 

trigger 1 

 type interface eth1 up 

 script 1 eth1_up.scp 

trigger 2 

 type interface eth1 down 

 script 1 eth1_down.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 4.4.4.4 

 network 172.16.128.4/30 area 0 

 redistribute connected 

! 

router vrrp 20 vlan20 

 virtual-ip 192.168.20.250 backup 

 ha associate wan-bypass 1 

 enable 

! 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 192.168.21.0/24 192.168.20.251 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のMasterとするため、
Priority値を101と設定しています。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

スタティックルートの設定をします。 

eth1のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 
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■ 06-x230 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 06-x230 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

username user1 privilege 15 password 8 $1$bJo63d4D$plF/cPdQYOGHkMCwHBLgG0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

ssh server v2only 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan20 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf group site-a 

! 

atmf guest-class TQ4600 

 modeltype tq 

 username manager password 8 /RrN+eWtoLQwKpCslTwpboUP4ofRUy/RMmpO2HyqgvI= 

 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

本機にTQシリーズを接続し、AMFゲ

ストノードとして管理します。ここで

は、AMFゲストノードの設定を行いま

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 06-x230 設定サンプル その2 

! 

ip domain-lookup 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

service dhcp-snooping 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

service power-inline 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 20-21 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20-21 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 ip dhcp snooping trust 

! 

interface port1.0.2 

 switchport 

 switchport mode access 

 mirror interface port1.0.17 direction both 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 06-x230 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.16 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.17 

 description tq4600-1 

 switchport 

 switchport atmf-guestlink class TQ4600 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan 21 

 ip dhcp snooping max-bindings 10 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.18 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 20 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.19 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 20 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 ip dhcp snooping trust 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 06-x230 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.20-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 20 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.28 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface vlan20 

 ip address 192.168.20.252/24 

! 

interface vlan21 

 ip dhcp snooping 

! 

mac address-table logging 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.250 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 



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

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMF Cloud ソリューション  

Solution No.17-05-15-01 

46 

■ 07-x510 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 07-x510 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan30 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

! 

stack virtual-chassis-id 2705 

! 

atmf network-name Test 

atmf group site-a 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 07-x510 設定サンプル その2 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

! 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x510-52 

! 

vlan database 

 vlan 30-31,101 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 101 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2 

 description GS900 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 30-31 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

 mirror interface port1.0.1 direction both 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 07-x510 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.4-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.50 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface vlan30 

 ip address 192.168.30.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 172.16.10.253 

! 

interface vlan31 

 ip address 192.168.31.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 172.16.10.253 

! 

interface vlan101 

 ip address 100.100.10.100/24 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 07-x510 設定サンプル その4 

! 

atmf virtual-link id 2 ip 192.168.30.254 remote-id 2 remote-ip 172.16.20.231 

! 

mac address-table logging 

! 

router ospf 

 ospf router-id 7.7.7.7 

 network 100.100.10.0/24 area 0.0.0.0 

 redistribute connected 

! 

Ip route 172.16.20.0/24 100.100.10.1 

ip route 192.166.100.231/32 100.100.10.1 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

OSPFの設定をします。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 08-GS900 設定サンプル その1 

※06-x230の設定サンプルをご参照ください。 
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■ 09-AR3050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 09-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vrrp 

snmp-server source-interface traps vlan40 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf area area4 id 4 local 

atmf area area1 id 1 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 09-AR3050 設定サンプル その2 

! 

zone qos 

 network eth 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth1 

   ip address 100.100.10.3 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.40.0/24 interface vlan40 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

crypto isakmp key  secretB address 100.100.10.1 

! 

! 

IPsecの設定をします。 

QoSのルール作成時に使うエンティ

ティーとアプリケーションを定義しま

す。 
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■ 09-AR3050 設定サンプル その3 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.eth policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.eth policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 300mbit system-bandwidth 10 

 traffic-control enable 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 40 state enable 使用するVLANを作成します。 

QoSの設定をします。 
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■ 09-AR3050 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 40 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.3/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface vlan40 

 ip address 192.168.40.254/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.3 

 tunnel destination 100.100.10.1 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.10/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

atmf virtual-link id 5 ip 192.168.40.254 remote-id 5 remote-ip 172.16.20.232 remote-area 

area1 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

コントローラーと接続するためにAMFエリ
アバーチャルリンクの設定をします。 
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■ 09-AR3050 設定サンプル その5 

! 

trigger 1 

 type interface eth1 down 

 script 1 eth1_down.scp 

trigger 2 

 type interface eth1 up 

 script 1 eth1_up.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 9.9.9.9 

 network 172.16.128.8/30 area 0 

 redistribute connected 

! 

router vrrp 40 vlan40 

 virtual-ip 192.168.40.250 backup 

 priority 101 

 ha associate 

 enable 

! 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 192.168.41.0/24 192.168.40.252 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

! 

line con 0 

line vty 0 1 

line vty 2 4 

! 

end 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のMasterとするため、
Priority値を101と設定しています。 

eth1のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 10-AR3050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 10-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

ssh server v2only 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vrrp 

snmp-server source-interface traps vlan40 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf area area4 id 4 local 

atmf area area1 id 1 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 10-AR3050 設定サンプル その2 

! 

zone qos 

 network eth 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth1 

   ip address 100.100.10.3 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.40.0/24 interface vlan40 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

crypto isakmp key secretB address 100.100.10.1 

! 

! 

IPsecの設定をします。 

QoSのルール作成時に使うエンティ

ティーとアプリケーションを定義しま

す。 
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■ 10-AR3050 設定サンプル その3 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.eth policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.eth policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 300mbit system-bandwidth 10 

 traffic-control enable 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 40 state enable 使用するVLANを作成します。 

QoSの設定をします。 
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■ 10-AR3050 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 40 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.3/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface vlan40 

 ip address 192.168.40.253/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 100.100.10.3 

 tunnel destination 100.100.10.1 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.10/30 

 ip ospf disable all 

 i ip tcp adjust-mss 1260 

! 

atmf virtual-link id 6 ip 192.168.40.253 remote-id 6 remote-ip 172.16.20.232 remote-area 

area1 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

コントローラーと接続するためにAMFエリ
アバーチャルリンクの設定をします。 
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■ 10-AR3050 設定サンプル その5 

! 

trigger 1 

 type interface eth1 up 

 script 1 eth1_up02.scp 

trigger 2 

 type interface eth1 down 

 script 1 eth1_down02.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 9.9.9.9 

 network 172.16.128.8/30 area 0 

 redistribute connected 

! 

router vrrp 40 vlan40 

 virtual-ip 192.168.40.250 backup 

 ha associate wan-bypass 1 

 enable 

! 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 192.168.41.0/24 192.168.40.252 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のBackupとします。 

eth1のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 11-x930 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 11-x930 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

username user1 privilege 15 password 8 $1$dV7eOmnV$YmYrBFKnSMVFJQWVIw4zI/ 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level notices 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server source-interface traps vlan40 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

! 

stack virtual-chassis-id 3839 

! 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 11-x930 設定サンプル その2 

! 

atmf network-name Test 

atmf master 

atmf area area4 id 4 local 

atmf area area4 password 8 lqW7HwazPxMfWbXXtbYOi1dWkkG/k2uIIbIa5OjhkQg= 

atmf area area1 id 1 

atmf backup server id 1 172.16.10.231 username stre 

! 

ntp server 172.16.10.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

service power-inline 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x930-52 

switch 1 bay 1 provision x9EM-2 

! 

vlan database 

 vlan 40-41 state enable 

 

使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

また、本機はAMFローカルマスターと

して使用するので、amtf masterコマン

ドで、マスターを有効にします。また、

エリア名はarea4としています。 

バックアップ先にSSHサーバーを指定

します。 
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■ 11-x930 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.1-1.0.2 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 40 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.13 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 41 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.14-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25 

switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 40 

 switchport trunk native vlan 41 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.26-1.0.28 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 40 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 11-x930 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.29-1.0.52 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface eth0 

 shutdown 

! 

interface vlan40 

 ip address 192.168.40.252/24 

! 

interface vlan41 

 ip address 192.168.41.252/24 

! 

mac address-table logging 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.40.250 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 12-AR4050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 12-AR4050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr vrrp 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf master 

atmf area area5 id 5 local 

atmf area area5 password 8 fIh5l2X4Pf8TpzIhcMq70Z7hXol0bxabr+isTGt+Rs8= 

atmf area area1 id 1 

atmf backup server id 1 172.16.10.231 username stre path area5_1 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

バックアップ先にSSHサーバーを指定

します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

また、本機はAMFローカルマスターと

して使用するので、amtf masterコマン

ドで、マスターを有効にします。また、

エリア名はarea5としています。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 12-AR4050 設定サンプル その2 

! 

zone qos 

 network eth 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth1 

   ip address 100.100.10.4 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.50.0/24 interface vlan50 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

crypto isakmp key secretC address 100.100.10.1 

! 

! 

IPsecの設定をします。 

QoSのルール作成時に使うエンティ

ティーとアプリケーションを定義しま

す。 
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■ 12-AR4050 設定サンプル その3 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.eth policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.eth policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel0 virtual-bandwidth 90mbit 

 traffic-control enable 

! 

ntp server 172.16.10.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 50 state enable 
使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

QoSの設定をします。 
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■ 12-AR4050 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.4/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface vlan50 

 ip address 192.168.50.254/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source eth1 

 tunnel destination 100.100.10.1 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.13/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

atmf virtual-link id 7 ip 192.168.50.254 remote-id 7 remote-ip 172.16.20.232 remote-area 

area1 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

コントローラーと接続するためにAMFエリ
アバーチャルリンクの設定をします。 
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■ 12-AR4050 設定サンプル その5 

! 

trigger 1 

 type interface eth1 down 

 script 1 eth1_down.scp 

trigger 2 

 type interface eth1 up 

 script 1 eth1_up.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 12.12.12.12 

 network 172.16.128.12/30 area 0.0.0.0 

 redistribute connected 

! 

router vrrp 50 vlan50 

 virtual-ip 192.168.50.250 backup 

 priority 101 

 ha associate 

 enable 

! 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

! 

line con 0 

line vty 0 1 

line vty 2 4 

! 

end 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のMasterとするため、
Priority値を101と設定しています。 

eth1のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 13-AR3050 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 13-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr vrrp 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 

 



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

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMF Cloud ソリューション  

Solution No.17-05-15-01 

71 

■ 13-AR3050 設定サンプル その2 

! 

zone qos 

 network eth 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1 

  host eth1 

   ip address 100.100.10.4 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.50.0/24 interface vlan50 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

!! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

crypto isakmp key secretC address 100.100.10.1 

! 

! 

IPsecの設定をします。 

QoSのルール作成時に使うエンティ

ティーとアプリケーションを定義しま

す。 
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■ 13-AR3050 設定サンプル その3 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.eth policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.eth policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel0 virtual-bandwidth 90mbit 

 traffic-control enable 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 50 state enable 使用するVLANを作成します。 

QoSの設定をします。 
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■ 13-AR3050 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 ip address 100.100.10.4/24 

 snmp trap link-status 

! 

interface vlan50 

 ip address 192.168.50.253/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source eth1 

 tunnel destination 100.100.10.1 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.13/30 

 ip ospf disable all 

 ip tcp adjust-mss 1260 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 13-AR3050 設定サンプル その5 

! 

trigger 1 

 type interface eth1 up 

 script 1 eth1_up.scp 

trigger 2 

 type interface eth1 down 

 script 1 eth1_down.scp 

! 

router ospf 

 ospf router-id 12.12.12.12 

 network 172.16.128.12/30 area 0.0.0.0 

 redistribute connected 

! 

router vrrp 50 vlan50 

 virtual-ip 192.168.50.250 backup 

 ha associate wan-bypass 1 

 enable 

! 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

OSPFの設定をします。 

VRRPの設定をします。 

バイパスポートを使用してWAN回線の冗
長化を行います。 

本機を通常時のBackupとします。 

eth1のダウン・アップにより、OSPFの有
効化・無効化をするトリガーの設定をしま
す。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 14-IX5 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 14-ix5 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan50 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

! 

stack virtual-chassis-id 693 

! 

atmf network-name Test 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 14-IX5 設定サンプル その2 

! 

no service dhcp-server 

! 

! 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

service power-inline 

no lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x510-28 

! 

vlan database 

 vlan 50 state enable 

! 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description AR4050 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 14-IX5 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.9-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port1.0.13-1.0.14 

 description XS900MX 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

! 

interface port1.0.15-1.0.26 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

! 

interface vlan50 

 ip address 192.168.50.252/24 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.50.250 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 15-XS900MX 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 15-XS900MX 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.167.100.232 

log host 192.167.100.232 level informational 

! 

ssh server v2only 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink vcs 

snmp-server source-interface traps vlan50 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.167.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 15-XS900MX 設定サンプル その2 

! 

stack virtual-mac 

stack virtual-chassis-id 694 

stack resiliencylink vlan4001 

stack 1 priority 1 

! 

atmf network-name Test 

! 

ip domain-lookup 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

service power-inline 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision xs900-16 

switch 2 provision xs900-16 

! 

vlan database 

 vlan 50 state enable 

! 

 

 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 15-XS900MX 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.1 

 description 14-ix5 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.4 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.5-1.0.8 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.14 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port2.0.1 

 description 14-ix5 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

 

 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 15-XS900MX 設定サンプル その4 

! 

interface port2.0.2-2.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port2.0.4 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.5-2.0.8 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.9-2.0.14 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface sa1 

 thrash-limiting action none timeout 0 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 50 

 switchport trunk native vlan none 

! 

interface vlan50 

 ip address 192.168.50.251/24 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.50.250 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 16-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

ssh server v2only 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan200 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name Test 

atmf group site-b 

 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その2 

! 

zone lan-atmf 

 network atmf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

! 

zone ospf 

 network ospf 

  ip subnet 224.0.0.5/32 

  ip subnet 224.0.0.6/32 

! 

zone private 

 network lan 

  ip subnet 192.168.200.0/24 

 network tunnel1 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

! 

zone qos 

 network ppp0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host me 

   ip address dynamic interface ppp0 

 network tunnel 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

 network VLAN 

  ip subnet 192.168.200.0/24 interface vlan200 

 network vlink_remote 

  ip subnet 172.16.20.0/24 interface tunnel1 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その3 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

application ospf 

 protocol 89 

! 

application virtual-link 

 protocol udp 

 sport 5001 to 5060 

 dport 5001 to 5060 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 70 permit ospf from private to ospf 

 rule 80 permit any from lan-atmf to lan-atmf 

 rule 90 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan 

 protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto ipsec profile ipsec1 

 transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128 

! 

crypto isakmp profile isakmp1 

 version 1 mode aggressive 

 transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 15 

! 

crypto isakmp key secretD address 100.10.10.200 

! 

crypto isakmp peer address 100.10.10.200 profile isakmp1 

! 

ファイアウォールの設定をします。 

NATの設定をします。 

IPsecの設定をします。 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うアプリケーションを定

義します。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その4 

! 

traffic-control 

 policy PRIO_ETH priority 

  class isakmp priority-level 13 

  class esp priority-level 12 

 policy PRIO_Tunnel priority 

  class SC1 priority-level 7 sub-class-policy priority 

   sub-class vlink priority-level 14 

   sub-class ospf priority-level 6 

 rule 10 match isakmp to qos.ppp0 policy PRIO_ETH.isakmp 

 rule 20 match esp to qos.ppp0 policy PRIO_ETH.esp 

 rule 30 match ospf to qos.tunnel policy PRIO_Tunnel.SC1.ospf 

 rule 40 match virtual-link from qos.VLAN to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 rule 50 match virtual-link to qos.vlink_remote policy PRIO_Tunnel.SC1.vlink 

 interface tunnel1 virtual-bandwidth 300mbit system-bandwidth 10 

 traffic-control enable 

! 

ip name-server 172.16.10.232 suffix-list mail_server 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 200 state enable 
使用するVLANを作成します。 

名前解決のためDNSサーバーのIPアド
レスを設定します。ドメインごとにDNS

サーバーを振り分けています。 

QoSの設定をします。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その5 

! 

interface port1.0.1 

 description sh210 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 200 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 

interface vlan200 

 ip address 192.168.200.254/24 

! 

interface tunnel1 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 100.10.10.200 

 tunnel local name RouterB 

 tunnel protection ipsec profile ipsec1 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.128.18/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その6 

! 

interface cellular0 

 encapsulation ppp 0 

 apn apn.name 

! 

interface ppp0 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ip address negotiated 

ppp username user@pppB 

ppp password ppppasswdB 

! 

atmf virtual-link id 4 ip 192.168.200.254 remote-id 4 remote-ip 172.16.20.230 

! 

router ospf 

 ospf router-id 16.16.16.16 

 network 172.16.128.16/30 area 0.0.0.0 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 172.16.20.0/24 Null 254 

ip route 172.16.20.0/24 tunnel1 

ip route 172.16.10.0/24 Null 254 

ip route 172.16.10.0/24 tunnel1 

ip route 192.168.100.0/24 Null 254 

ip route 192.168.100.0/24 tunnel1 

! 

ip dns forwarding 

ip dns forwarding domain-list mail_server 

 domain mail.example.com 

! 

line con 0 

line vty 0 

line vty 1 4 

! 

end 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

OSPFの設定をします。 

ドメインごとにDNSサーバーを振り分けて
います。 

スタティックルートの設定をします。 
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■ 17-SH210  設定サンプル その1 

! 

service password-encryption 

! 

hostname 17-SH210 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.10.232 

log host 172.16.10.232 level informational 

! 

ssh server v2only 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan200 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.10.232 version 2c public 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name Test 

atmf group site-b 

! 

ip domain-lookup 

! 

no service dhcp-server 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 200 state enable 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMPは、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

 

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。また、このホスト名は
AMFにおけるノード名として扱われます。 

 

使用するVLANを作成します。 
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■ 17-SH210 設定サンプル その2 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 200 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.14 

 description PC 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 200 

! 

interface port1.0.15-1.0.16 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface vlan200 

 ip address 192.168.200.252/24 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.200.254 

! 

line con 0 

line vty 0 1 

line vty 2 4 

! 

end 

 

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン

クアグリゲーション、SNMP リンク

Trapを設定します。 
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■ 18-x310 設定サンプル その1 

※14-IX5の設定サンプルをご参照ください。 
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■ 制限事項・仕様 

 AMFローカルマスターのエリアのパスワードを再設定するときは、no 
atmf area password と no atmf area id でパスワードとエリアを削除してか
ら、 エリアを再作成しパスワードを設定しなおすようにしてください。
no atmf area password でパスワードを削除した後、no atmf area id でエ
リアを削除せずに atmf area password コマンドでパスワードを再設定し
てしまった場合は、前述の手順でパスワード、エリアを削除した後、再設
定してください。  

 
 VCSマスターのインターフェースにのみAMFメンバーが接続されている構

成において、VCSマスターがダウンした場合、本来は、show atmf linksコ
マンドによる表示は、Link StatusがDown、ATMF Stateが、Initと表示され
ますが、まれにLinkStatusがUp、ATMF StateがOneWayと表示されること
があります。メンバー側のログの表示のみの問題でAMFマスター側の表示
とatmf working-setコマンドの実行には影響ありません。 
 

 AMFマスターに接続されたAMFノード数が最大値を超えても、コンソール
上に警告ログが出ない場合がありますので、show atmfコマンド、または
show atmf nodeコマンドにてAMFノード数が上限に達しているかを確認す
るようにしてください。なお、ログレベルをinformationalに設定すること
により、AMFノード数が最大値を超えた事を示す以下のログを出力するこ
とが可能です。 

 
 PPP接続をしているAMFメンバーにてAutorecoveryが実行された場合、コ

ンソールに以下のログメッセージが出力されることがありますが、ログの
みの問題であり、Autorecoveryは正しく実行されます。 

 

本ページに記載の制限事項・仕様は本構成に関わる一部です。他機種・他機能の利用に関する 

制限事項は事前に各製品の最新リリースノートをご参照ください。 

http://www.allied-telesis.co.jp/ 

init: network/ppp (0) main process (2180) terminated with status 2 
init: network/ppp (0) main process ended, restarting 
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 VRRPのマスター機のみでOSPFを動作させるため、VRRPルータ―で以下
のようなインターフェーストリガーを使用し、マスター時はOSPFを有効
化、バックアップ時はOSPFを無効化します。 

 

 02-AR4050の trigger 1 – eth2インターフェースがダウンした場合に、
OSPFを無効化します。 

 trigger 1 のスクリプトの例 (eth2_down.scp) 
 

 

 

 

 

 

 

 02-AR4050の trigger 2 – eth2インターフェースがアップした場合に、
OSPFを有効化します。 

 trigger 2 のスクリプトの例 (eth2_up.scp) 
 

■ その他・特記事項 

enable 
configure terminal 
int eth1 
ip ospf disable all 
int tunnel0,tunnel1,tunnel2,tunnel3 
ip ospf disable all 
end 

 

enable 
configure terminal 
int eth1 
no ip ospf disable all 
int tunnel0,tunnel1,tunnel2,tunnel3 
no ip ospf disable all 
end 
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