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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むにつれて、セキュリティソフトを実装できないデバイス
もネットワークに接続されるようになり、セキュリティを確保できる代替策を考慮する必
要となりました。そこで、ネットワークのエッジセキュリティに特化したSecureEnterprise 
SDN(SES)を用いることで、ネットワークセキュリティアプリケーションが検出した被疑デ
バイス情報をもとに、そのデバイスをネットワークから自動的に隔離・遮断することがで
きます。 
 
本資料では、ネットワークの一元管理を行い、ネットワークセキュリティアプリケーショ
ンと連動して、ネットワーク側からセキュリティを担保・強靭化するAMF&SESソリュー
ションをご紹介いたします。 

■ 主な目的 

⃟複数の拠点間を繋ぐ大規模ネットワークを構築したい。 
⃟ AMF機能を活用してネットワークの一元管理を行い、運用コストを削減したい。 
⃟ SES機能を活用してネットワーク運用の効率化とセキュリティーの強化を実現したい。 

■ 概要 
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■ 構成図 
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■ 構成図 

TrendMicro DDI 

Mirroring 

11-L2SW-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SESC1 area 

Bypas 

connection 

07-AR4050S 

09-AR4050S 

02-x930 

10G Link 

 

1G /100M Link 

 

Link Aggregation 

Other 

Network 

Syslog Call Syslog Call NTP Server, 

Syslog Server, 

SNMP manager 
AT-

SESC1 

AT-

SESC2 

Open Flow  Open Flow  

TQ4600  TQ4600  

01-SH230 1.0.1 1.0.2 

1.0.1 

2.0.1 
1.0.1 

1.0.2 Eth2 

1.0.8 

1.0.1 
06-GS900MPX  

13-L2SW-3 

1.0.2 

1.0.5 1.0.6 

04-SH510 
1.0.3 1.0.5 

1.0.11 1.0.13 

1.0.15 

1.0.1 1.0.2 

1.0.1 1.0.1 

1.0.1 1.0.2 

1.0.1 1.0.2 

08-AR4050S 

1.0.7 

2.0.7 

1.0.4 

2.0.4 
1.0.2 

2.0.2 

Eth1 

1.0.1 1.0.2 

12-AR3050S Eth1 

1.0.49 1.0.50 10-x510DP 

1.0.51 

1.0.6 

2.0.6 

1.0.48 1.0.47 

Radius Server 

1.0.1 

通常ポート 

 

OpenFlowポート 

00-x930 

1.0.47 1.0.48 

1.0.8 

Open Flow  

1.0.37 1.0.5 

1.0.1 

1.0.11 

x600 

VLAN 21 

VLAN 

 401-405 

VLAN 

101-105 

VLAN  

106-110 

VLAN  

211-215 

VLAN 26 

VLAN 1000 

Other 

Network 

1.0.46 

DNS Server 

Mail Server 

1.0.25 

2.0.25 

PPPoE 

Server 

Open Flow  

1.0.39 

VLAN  

206-210 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESC2 area 

4 

■ 構築のポイント 
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■構築のポイント(VLAN) 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その1 

 

hostname 00-x930 

! 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

ssh server v2only 

ssh server allow-users manager 

service ssh 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 00-x930@SmartCities.com 

! 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth vcs 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

stack virtual-mac 

stack virtual-chassis-id 3568 

stack resiliencylink eth0 

stack 1 priority 1 

! 

 

 

 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf master 

! 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

SSH機能で運用管理するための接続 

設定を入れます。  

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンは ログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

VCS設定を行います。 

VCSを使用する場合、必ずバーチャル
MACアドレス機能を有効化してくださ
い。 

なお、バーチャルMACアドレス設定は 

VCSグループの再起動後、有効になり 

ます。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
し、本機器にてAMFローカルマスター
を有効にしています。  
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その2 

 

ntp server 192.168.1.244 

! 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

ip dhcp pool vlan100 

 network 10.1.10.0 255.255.255.0 

 range 10.1.10.101 10.1.10.130 

 dns-server 10.1.10.1 

 default-router 10.1.10.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan101 

 network 10.10.1.0 255.255.255.0 

 range 10.10.1.101 10.10.1.150 

 dns-server 10.10.1.1 

 default-router 10.10.1.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan102 

 network 10.10.2.0 255.255.255.0 

 range 10.10.2.101 10.10.2.150 

 dns-server 10.10.2.1 

 default-router 10.10.2.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

:: 

この間vlan103 - vlan109に同様の設定を行います 

:: 

! 

ip dhcp pool vlan110 

 network 10.10.10.0 255.255.255.0 

 range 10.10.10.101 10.10.10.150 

 dns-server 10.10.10.1 

 default-router 10.10.10.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

 

 

本構成例では本機器がNTPクライアン
トとして動作するように設定しています。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。  

必要に応じてDHCPサーバーの設定を
行い、IPv4クライアントに対してIPアド
レスを自動的に割り当てられるようにし
ます。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その3 

 

ip dhcp pool vlan200 

 network 10.1.20.0 255.255.255.0 

 range 10.1.20.101 10.1.20.130 

 dns-server 10.1.20.1 

 default-router 10.1.20.1 

 lease 0 0 2 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan206 

 network 10.20.6.0 255.255.255.0 

 range 10.20.6.101 10.20.6.150 

 host 10.20.6.115 000d.5e22.3527 

 dns-server 10.20.6.1 

 default-router 10.20.6.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan207 

 network 10.20.7.0 255.255.255.0 

 range 10.20.7.101 10.20.7.150 

 dns-server 10.20.7.1 

 default-router 10.20.7.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

:: 

この間vlan208 - vlan224に同様の設定を行います 

:: 

! 

ip dhcp pool vlan225 

 network 10.20.25.0 255.255.255.0 

 range 10.20.25.101 10.20.25.150 

 dns-server 10.20.25.1 

 default-router 10.20.25.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

必要に応じてDHCPサーバーの設定を
行い、IPv4クライアントに対してIPアド
レスを自動的に割り当てられるようにし
ます。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その4 

 

ip dhcp pool vlan401 

 network 10.40.1.0 255.255.255.0 

 range 10.40.1.101 10.40.1.150 

 dns-server 10.40.1.1 

 default-router 10.40.1.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan402 

 network 10.40.2.0 255.255.255.0 

 range 10.40.2.101 10.40.2.150 

 dns-server 10.40.2.1 

 default-router 10.40.2.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan403 

 network 10.40.3.0 255.255.255.0 

 range 10.40.3.101 10.40.3.150 

 dns-server 10.40.3.1 

 default-router 10.40.3.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan404 

 network 10.40.4.0 255.255.255.0 

 range 10.40.4.101 10.40.4.150 

 dns-server 10.40.4.1 

 default-router 10.40.4.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool vlan405 

 network 10.40.5.0 255.255.255.0 

 range 10.40.5.101 10.40.5.150 

 dns-server 10.40.5.1 

 default-router 10.40.5.1 

 lease 0 0 30 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

 

必要に応じてDHCPサーバーの設定を
行い、IPv4クライアントに対してIPアド
レスを自動的に割り当てられるようにし
ます。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その5 

 

service dhcp-server 

! 

 

ip multicast-routing 

! 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

vlan database 

 vlan 11-13,21-25,31-35,100-110,200-225,300-310,999-1001,2000 state enable 

! 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 192.168.1.1/32 

 permit ip 192.168.1.101/32 192.168.1.1/32 

access-list hardware VLAN_ACL 

 deny ip 10.0.0.0/8 192.168.1.1/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

vlan access-map VLAN_MAP 

 match access-group VLAN_ACL 

! 

 

ip pim bsr-candidate vlan999 

ip pim rp-candidate vlan999 

! 

 

 

最後にDHCPサーバー機能を有効にし 

ます。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 

必要なVLANを作成します。 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 

PIM-SMで使用するランデブーポイント 

を設定します。  

IPマルチキャストルーティングを有効に
します。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その6 

 

interface port1.0.1 

 description ## 01-SH230 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,21,100-110 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.2 

 description ## 02-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,22-24,31-35,200-225 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.4 

 description ### 09-AR4050S ### 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 13 

 static-channel-group 4 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.6 

 description ### 11-L2SW-4 ### 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,13,1000-1001 

 static-channel-group 6 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.7 

 description ### 12-AR4050S ### 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1001 

 static-channel-group 7 

 snmp trap link-status 

! 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その7 

 

interface port1.0.25 

 description ## 10-x510DP ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21-24,31-35,101-105,201-220,301-310,999-1001 

 static-channel-group 5 

 snmp trap link-status 

! 

interface port2.0.1 

 description ## 01-SH230 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,21,100-110 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port2.0.2 

 description ## 02-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,22-24,31-35,200-225 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

! 

interface port2.0.4 

 description ### 09-AR4050S ### 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 13 

 static-channel-group 4 

 snmp trap link-status 

! 

interface port2.0.6 

 description ### 11-L2SW-4 ### 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,13,1000-1001 

 static-channel-group 6 

 snmp trap link-status 

! 

 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その8 

 

interface port2.0.7 

 description ### 12-AR4050S ### 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1001 

 static-channel-group 7 

 snmp trap link-status 

! 

interface port2.0.25 

 description ## 10-x510DP ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21-24,31-35,101-105,201-220,301-310,999-1001 

 static-channel-group 5 

 snmp trap link-status 

! 

interface sa1 

 description ### 01-SH230 ### 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,21,100-110 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa2 

 description ### 02-x930 ### 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,22-24,31-35,200-225 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その9 

 

interface sa4 

 description ### 09-AR4050S ### 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 13 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa5 

 description ### 10-x510DP ### 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21-24,31-35,101-105,201-220,301-310,999-1001 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa6 

 description ### 11-L2SW-4 ### 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,13,1000-1001 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa7 

 description ### 12-AR3050S ### 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1001 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その10 

 

interface vlan11 

 ip address 10.1.1.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan12 

 ip address 10.1.2.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan13 

 ip address 10.1.3.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan21 

 ip address 10.1.21.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan22 

 ip address 10.1.22.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan23 

 ip address 10.1.23.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan24 

 ip address 10.1.24.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan25 

 ip address 10.1.25.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

マルチキャスト配信を行う場合は、使
用するVLANインターフェースでIGMP 

とPIM-SMを有効化します。 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

16 

■ 00-x930-VCS 設定サンプル その11 

 

interface vlan31 

 ip address 10.1.31.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan32 

 ip address 10.1.32.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan33 

 ip address 10.1.33.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan34 

 ip address 10.1.34.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan35 

 ip address 10.1.35.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan100 

 ip address 10.1.10.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan101 

 ip address 10.10.1.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan102 

 ip address 10.10.2.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

マルチキャスト配信を行う場合は、使
用するVLANインターフェースでIGMP 

とPIM-SMを有効化します。 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

17 

■ 00-x930-VCS 設定サンプル その12 

 

interface vlan103 

 ip address 10.10.3.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan104 

 ip address 10.10.4.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan105 

 ip address 10.10.5.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan106 

 ip address 10.10.6.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan107 

 ip address 10.10.7.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan108 

 ip address 10.10.8.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan109 

 ip address 10.10.9.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan110 

 ip address 10.10.10.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

マルチキャスト配信を行う場合は、使
用するVLANインターフェースでIGMP 

とPIM-SMを有効化します。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その13 

 

interface vlan200 

 ip address 10.1.20.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan206 

 ip address 10.20.6.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan207 

 ip address 10.20.7.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan208 

 ip address 10.20.8.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan209 

 ip address 10.20.9.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan210 

 ip address 10.20.10.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan211 

 ip address 10.20.11.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

マルチキャスト配信を行う場合は、使
用するVLANインターフェースでIGMP 

とPIM-SMを有効化します。 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

19 

■ 00-x930-VCS 設定サンプル その14 

 

interface vlan212 

 ip address 10.20.12.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan213 

 ip address 10.20.13.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan214 

 ip address 10.20.14.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan215 

 ip address 10.20.15.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan216 

 ip address 10.20.16.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan217 

 ip address 10.20.17.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan218 

 ip address 10.20.18.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

マルチキャスト配信を行う場合は、使
用するVLANインターフェースでIGMP 

とPIM-SMを有効化します。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その15 

 

interface vlan219 

 ip address 10.20.19.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan220 

 ip address 10.20.20.1/24 

 ip igmp 

 ip igmp access-group 1 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan221 

 ip address 10.20.21.1/24 

! 

interface vlan222 

 ip address 10.20.22.1/24 

! 

Interface vlan223 

 ip address 10.20.23.1/24 

! 

interface vlan224 

 ip address 10.20.24.1/24 

! 

interface vlan225 

 ip address 10.20.25.1/24 

! 

interface vlan999 

 ip address 10.99.1.1/24 

 ip igmp 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface vlan1000 

 ip address 192.168.1.1/24 

! 

interface vlan1001 

 ip address 10.1.0.1/24 

! 

 

 

vlan filter VLAN_MAP vlan-list 11-13,21-25,31-35,100-105,200-225,300-310,999-1001 input 

! 

 

 

 

アクセスリスト”VLAN_MAP”を指定し
たVLANに適用します。 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

マルチキャスト配信を行う場合は、使
用するVLANインターフェースでIGMP 

とPIM-SMを有効化します。 
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■ 00-x930-VCS 設定サンプル その16 

 

router ospf 

 network 10.1.3.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.99.1.0/24 area 0.0.0.0 

 network 192.168.1.0/24 area 0.0.0.0 

 redistribute connected 

 redistribute static 

 default-information originate 

! 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.2 

ip route 10.1.5.0/24 Null 254 

ip route 10.1.40.0/24 Null 254 

ip route 10.30.0.0/16 Null 254 

ip route 10.40.0.0/16 Null 254 

ip route 192.168.4.0/24 Null 254 

! 

 

 

ip dns forwarding 

ip dns forwarding retry 5 

ip dns forwarding timeout 30 

! 

 

line con 0 

line vty 0 4 

! 

end 

 

 

 

L3通信に使用するOSPFを設定します。 

OSPFを使用するネットワークを設定し 

ます。 

また、直接接続されている経路をネット
ワークに再通知するよう設定します。  

デフォルトルートを設定します。 

DNSリレーを有効にします。 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

22 

■ 01-SH230 設定サンプル その1 

 

hostname 01-SH230 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.100 

! 

mail from 02-SH230@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf group AW+_OFS,atmf-guest 

! 

 

 

atmf guest-class TQ_Static 

 modeltype tq 

 username manager password 8 UhRpxiKDMbY4x04S9frxdcnkhe8ZBza1DYL7Craoin8= 

 http-enable 

 discovery static 

! 

 

ip domain-lookup 

! 

 

 

 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンは ログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 

必要に応じてAMFゲストノードの設定
を行います。 

本構成ではAT-TQシリーズをゲスト
ノードとして使用しています。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 
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■ 01-SH230 設定サンプル その2 

 

openflow controller tcp 192.168.1.10 6653 

openflow native vlan 4090 

no ipv6 mld snooping 

service power-inline 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

 

vlan database 

 vlan 11,21,100-110,4089-4090 state enable 

! 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 10.1.1.4/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

 

 

 

OpenFlowコントローラー(AT-SESC)

のIPアドレスと使用するポート番号を
設定します。 

OpenFlowの内部制御用VLANを設定
します。内部制御用VLANは他の機能
で使用されていないVLANを設定する
必要があります。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、RSTP、MLD 

Snoopingを無効にします。 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 
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■ 01-SH230 設定サンプル その3 

 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,21,100-110,4089 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.3 

 description [01-SH230_SDN-TQ4600-1] 

 switchport 

 switchport atmf-guestlink class TQ_Static ip 10.1.10.11 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 100,106-110 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.5 

 description ## Client ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.7 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 100-104,106-110,4089 

 switchport trunk native vlan 105 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

! 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 01-SH230 設定サンプル その4 

 

interface port1.0.8 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 static-channel-group 3 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.9 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 100-104,106-110,4089 

 switchport trunk native vlan 105 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.10 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 static-channel-group 3 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.11 

 description [01-SH230_TQ4600-2] 

 openflow 

 switchport 

 switchport atmf-guestlink class TQ_Static ip 10.1.10.12 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 snmp trap link-status 

! 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 01-SH230 設定サンプル その5 

 

interface port1.0.13 

 description ## Client ## 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 snmp trap link-status 

! 

interface sa1 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,21,100-110,4089 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa2 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 100-104,106-110,4089 

 switchport trunk native vlan 105 

! 

interface sa3 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

! 

 

 

 

 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 01-SH230 設定サンプル その6 

 

interface vlan11 

 ip address 10.1.1.4/24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan21 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan100 

 ip address 10.1.10.4/24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan101-105 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan4089-4090 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.10.1 

! 

 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、igmp snooping 

tcn query solicit, MLD Snoopingを無
効にします。 

 

 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 
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■ 02-x930 設定サンプル その1 

 

hostname 02-x930 

! 

 

 

  

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

 

ssh server v2only 

ssh server allow-users manager 

service ssh 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.100 

! 

mail from 02-x930@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

 

no stack 1 enable 

! 

 

 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf group AW+_OFS 

! 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

SSH機能で運用管理するための接続 

設定を入れます。  

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

OpenFlow機能とVCS機能を併用する
ことはできません。VCS対応機種を
OpenFlowスイッチとして設定する場合
は、事前にスタック接続を解除し、ス
イッチを再起動してください。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 02-x930 設定サンプル その2 

 

ip domain-lookup 

! 

 

 

openflow controller tcp 192.168.1.10 6653 

openflow native vlan 4090 

no ipv6 mld snooping 

service power-inline 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

 

vlan database 

 vlan 11-13,22-24,31-35,200-225,4089-4090 state enable 

! 

 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 10.1.2.2/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,22-24,31-35,200-225,4089 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

 

 

 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

OpenFlowコントローラー(AT-SESC)

のIPアドレスと使用するポート番号を
設定します。 

OpenFlowの内部制御用VLANを設定
します。内部制御用VLANは他の機能
で使用されていないVLANを設定する
必要があります。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、RSTP, MLD 

Snoopingを無効にします。 
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■ 02-x930 設定サンプル その3 

 

interface port1.0.5-1.0.6 

 description ## 04-SH510 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,24,200,206-210,221-225,4089 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 3 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.15 

 description ## Client ## 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.21-1.0.22 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 211-219,4089 

 switchport trunk native vlan 220 

 static-channel-group 6 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.23-1.0.24 

description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 static-channel-group 7 

 snmp trap link-status 

! 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 02-x930 設定サンプル その4 

 

interface sa1 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,22-24,31-35,200-225,4089 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa3 

 description ## 04-SH510 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 12,24,200,206-210,221-225,4089 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa6 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 211-219,4089 

 switchport trunk native vlan 220 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

! 

interface sa7 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

! 

 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 02-x930 設定サンプル その5 

 

interface vlan12 

 ip address 10.1.2.2/24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan22-24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan200-210 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan4089-4090 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.2.1 

! 

 

line con 0 

line vty 0 4 

! 

end 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、igmp snooping 

tcn query solicit, MLD Snoopingを無
効にします。 
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■ 04-SH510 設定サンプル その1 

 

hostname 04-SH510 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.100 

! 

mail from 04-SH510@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

no stack 1 enable 

! 

 

 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf area core id 1 local 

atmf group AW+_OFS,atmf-guest 

! 

 

 

 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

OpenFlow機能とVCS機能を併用する
ことはできません。VCS対応機種を
OpenFlowスイッチとして設定する場合
は、事前にスタック接続を解除し、ス
イッチを再起動してください。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 04-SH510 設定サンプル その2 

 

atmf guest-class TQ_Static 

 modeltype tq 

 username manager password 8 UhRpxiKDMbY4x04S9frxdcnkhe8ZBza1DYL7Craoin8= 

 http-enable 

 discovery static 

! 

 

ip domain-lookup 

! 

 

 

loop-protection loop-detect 

openflow controller tcp 192.168.1.10 6653 

openflow native vlan 4090 

no ipv6 mld snooping 

service power-inline 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

vlan database 

 vlan 12,23-24,200,206-210,221-225,4089-4090 state enable 

! 

 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 10.1.2.4/32 

 deny ip 10.0.0.0/8 10.1.2.4/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

 

 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 

必要に応じてAMFゲストノードの設定
を行います。 

OpenFlowコントローラー(AT-SESC)

のIPアドレスと使用するポート番号を
設定します。 

OpenFlowの内部制御用VLANを設定
します。内部制御用VLANは他の機能
で使用されていないVLANを設定する
必要があります。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、RSTP, MLD 

Snoopingを無効にします。 
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■ 04-SH510 設定サンプル その3 

 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description ## 02-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 24,200,206-210,221-225,4089 

 static-channel-group 3 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.23-1.0.24 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action none 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 200,206-209,221-225,4089 

 switchport trunk native vlan 210 

 static-channel-group 4 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.25-1.0.26 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 loop-protection action none 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 static-channel-group 5 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.39 

 description ## Client ## 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

! 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 04-SH510 設定サンプル その4 

 

interface sa3 

 description ### 02-x930 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 24,200,206-210,221-225,4089 

 access-group ACL 

! 

interface sa4 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action none 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 200,206-209,221-225,4089 

 switchport trunk native vlan 210 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

 snmp trap link-status 

! 

interface sa5 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 loop-protection action none 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 snmp trap link-status 

! 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 04-SH510 設定サンプル その5 

 

interface vlan24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan200 

 ip address 10.1.20.4/24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan206-210 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

interface vlan4089-4090 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.20.1 

! 

 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、igmp snooping 

tcn query solicit, MLD Snoopingを無
効にします。 
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■ 06-GS916MX 設定サンプル その1 

 

hostname 06-GS948MX 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 06-GS948MX@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

 

no stack 1 enable 

! 

 

 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf group AW+_OFS,atmf-guest 

! 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

OpenFlow機能とVCS機能を併用する
ことはできません。VCS対応機種を
OpenFlowスイッチとして設定する場合
は、事前にスタック接続を解除し、ス
イッチを再起動してください。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 06-GS916MX 設定サンプル その2 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

openflow controller tcp 192.168.1.11 6653 

openflow native vlan 4090 

no ipv6 mld snooping 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

 

 

 

vlan database 

 vlan 15,26,400-405,4090 state enable 

! 

 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 10.1.5.2/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

 

 

 

 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 

OpenFlowコントローラー(AT-SESC)

のIPアドレスと使用するポート番号を
設定します。 

OpenFlowの内部制御用VLANを設定
します。内部制御用VLANは他の機能
で使用されていないVLANを設定する
必要があります。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、RSTP, MLD 

Snoopingを無効にします。 
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■ 06-GS916MX 設定サンプル その3 

 

interface port1.0.1 

 description ## 13-L2SW-3 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26,400-405 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.5 

 description [x600_AMF_Agent_and_Client] 

 switchport 

 switchport atmf-agentlink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.23 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 401-404 

 switchport trunk native vlan 405 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.24 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

! 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

複数スイッチチップ製品でヘアピンリン
クを使用した構成において、
OpenFlowクライアントポートでスタ
ティックチャンネルグループを使用する
場合は併用制限がある為、ご注意くだ
さい。(詳細はコマンドリファレンスの 

"OpenFlow > 一般設定 > OpenFlow

とスタティックチャンネルグループの併
用"をご参照ください。) 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 06-GS916MX 設定サンプル その4 

 

interface port1.0.25 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 401-404 

 switchport trunk native vlan 405 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.26 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.37 

 description ## Client ## 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

 snmp trap link-status 

! 

interface sa1 

 description ## Hairpin-Regular ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 401-404 

 switchport trunk native vlan 405 

! 

interface sa2 

 description ## Hairpin-OpenFlow ## 

 no ip igmp trusted query 

 no ip igmp trusted routermode 

 openflow 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4090 

! 

 

 

[通常ポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL,  SNMP リンク Trapを設定
します。 

また、必要に応じて接続先の説明を記
載すると管理がしやすくなります。 

[OpenFlowポートについて] 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, スタティックチャンネルグ
ループ, SNMP リンク Trapを設定しま
す。OpenFlowポートでは、アクセス
VLANを内部制御用のVLANと同じに
設定してください。 

 

ヘアピンリンクを使用する場合、
OpenFlowポート（アップストリーム
ポート）に対し"no ip igmp trusted 

query“, "no ip igmp trusted 

routermode"を 設定してください。 

 

複数スイッチチップ製品でヘアピンリン
クを使用した構成において、
OpenFlowクライアントポートでスタ
ティックチャンネルグループを使用する
場合は併用制限がある為、ご注意くだ
さい。(詳細はコマンドリファレンスの 

"OpenFlow > 一般設定 > OpenFlow

とスタティックチャンネルグループの併
用"をご参照ください。) 

 

また、“openflow”コマンドにより通常
ポートからOpenFlowポートへ変更した
場合、または”openflow”コマンドを実
行後に当該のポートインターフェース
に対する設定を変更した場合は、設定
の保存をしてスイッチを再起動してくだ
さい。 
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■ 06-GS916MX 設定サンプル その5 

 

interface vlan15 

 ip address 10.1.5.3/24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan26 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan400 

 ip address 10.1.40.3/24 

! 

interface vlan401-405,vlan4090 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.5.1 

! 

 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

また、OpenFlowポートから制御パケッ
トが送出されないよう、igmp snooping 

tcn query solicit, MLD Snoopingを無
効にします。 

 

 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

43 

■ x600 設定サンプル その1 

 

hostname x600 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

vlan database 

 vlan 15,26 state enable 

! 

 

interface port1.0.1 

 description ## 06-GS916MX ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26 

! 

interface port1.0.11 

 description ## Client ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26 

! 

 

interface vlan1 

 ip address 1.1.1.1/24 

! 

interface vlan15 

 ip address 10.1.5.6/24 

! 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.5.1 

! 

 

line con 0 

line vty 0 4 

! 

end 

 

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。 

タイムゾーンの設定を行います。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じ、各ポートにVLANを設定し
ます。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

 

 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 
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■ 07-AR4050S 設定サンプル その1 

 

hostname 07-AR4050S 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 07-AR4050S@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth vrrp 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf area core id 1 local 

atmf group 05/08/09-Router 

! 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 07-AR4050S 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-neighbor 

  ip subnet 224.0.0.0/24 

! 

zone ppp 

 network ppp 

  ip subnet 128.0.0.0/24 interface ppp0 

  ip subnet 128.0.0.0/24 interface ppp1 

! 

zone private 

 network lan 

  ip subnet 10.0.0.0/8 

  ip subnet 192.168.1.0/24 

  ip subnet 192.168.4.0/24 

 network peer 

  ip subnet 192.168.109.0/24 

 network tunnel 

  ip subnet 192.168.100.0/30 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 

! 

 

 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

ファイアーウォールに使用するゾーン
の 定 義 を 作 成 し ま す 。 フ ァ イ 

アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。  

“private”はLAN側の通信を定義してい
ます。 

 

AMF 使 用 時 は “atmf management 

subnet” コ マ ン ド で 設 定 さ れ て い 

る AMFマネージメントサブネットを必ず 

設定してください。(デフォルトでは
172.31.0.0/16)  

またルーティングプロトコル使用時はそ
のプロトコルで使用するマルチキャスト
アドレスも記載する必要があります。 

“public”はWAN側の通信を定義してい
ます。WAN側ではPPPoEのセッショ 

ン確立時に作成されたpppインター 

フェースを定義しています。  

ファイアーウォールで使用するアプリ 

ケーションの定義を作成します。ファイ
アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。 

本例では”esp”としてIPsecで使用する 

プロトコル番号50番のパケットを定義 

しています。 

また”isakmp”としてIPsecでのセッショ
ン確立までに使用するISAKMPプロト
コル（UDP）のポート番号（送信・受信
ポート 500）を定義 しています。 
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■ 07-AR4050S 設定サンプル その3 

 

firewall 

 rule 10 permit esp from ppp to ppp 

 rule 20 permit isakmp from ppp to ppp 

 rule 50 permit any from private to ospf.ospf-neighbor 

 rule 90 permit any from private to private log 

 rule 100 permit any from private to ppp log 

 rule 110 permit any from private to public log 

 rule 150 permit any from lan-atmf to lan-atmf log 

 protect 

! 

 

crypto ipsec profile ipsec_profile_SmartCity 

 pfs 18 

 transform 1 protocol esp integrity SHA512 encryption AES256 

! 

crypto isakmp profile isakmp_profile_SmartCity 

 version 2 

 lifetime 86400 

 dpd-interval 30 

 dpd-timeout 150 

 transform 1 integrity SHA512 encryption AES256 group 18 

! 

 

 

crypto isakmp key 8 foPm1Y9vIikv0nQdKelmimRZWsQOIxHktPdKPcVNrqA= address 

128.0.0.9 

! 

 

 

 

 

 

crypto isakmp peer address 128.0.0.9 profile isakmp_profile_SmartCity 

! 

 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

ファイアーウォールのルールを作成し、 

有効にします。 

作成したゾーン・アプリケーションを組
み合わせて、通過させるトラフィックの
ルールを作成します。 

ルール作成後は”protect”コマンドを実
行する事でファイアーウォールが有効 

になります。  

IPsecのセッション確立初期に使用され
るISAKMPプロトコルのISAKMPの事
前共有鍵認証で使うパスワード（事前
共有鍵）を設定します。  

本設定はIPsecセッションごとに必要と
なります。  

IPsecの通信方式を規定するIPsecプ
ロファイル、ISAKMPの通信方式を規
定するISAKMPプロファイルを作成し
ます。を作成します。 

 

対向ルーターとの間で使用する
ISAKMPプロファイルを指定します。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 07-AR4050S 設定サンプル その4 

 

vlan database 

 vlan 15,26,400-405 state enable 

! 

 

interface port1.0.1 

 description ## 13-L2SW-3  ## 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26,400-405 

 snmp trap link-status 

! 

interface eth1 

 description ## PPPoE-Server ## 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

! 

 

interface vlan15 

 ip address 10.1.5.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan26 

 ip address 10.1.26.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan400 

 ip address 10.1.40.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan401 

 ip address 10.40.1.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan402 

 ip address 10.40.2.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan403 

 ip address 10.40.3.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

 

 

 

 

 

 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション,QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 
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■ 07-AR4050S 設定サンプル その5 

 

interface vlan404 

 ip address 10.40.4.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan405 

 ip address 10.40.5.254/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

 

interface tunnel2 

 description ## 09-AR4050S ## 

 mtu 1438 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 128.0.0.9 

 tunnel local name 11-12-AR4050S 

 tunnel protection ipsec profile ipsec_profile_SmartCity 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 192.168.4.10/29 

! 

 

interface ppp0 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username CCC 

 ppp password PasswordC 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

 

atmf virtual-link id 11 ip 10.1.5.254 remote-id 11 remote-ip 10.1.3.2 

! 

 

router ospf 

 network 10.1.5.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.1.26.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.1.40.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.2.5.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.1.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.2.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.3.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.4.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.5.0/24 area 0.0.0.0 

 network 192.168.4.8/29 area 0.0.0.0 

! 

 

IPsecで使用するトンネルインター
フェースを作成します。 

本例ではPPPoEの設定で作成した
ppp0インターフェース上で、09-

AR4050Sを対向としてIPsecを使用し
ています。 

PPPoEを使用するためのppp0イン
ターフェースを作成します。 

本例ではユーザ名を”CCC”,パスワー
ドを”PasswordC”としています。 

07-AR4050Sと09-AR4050Sに対して
バーチャルリンクの設定をします。 

各VLANにIPアドレスを設定します。 
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■ 07-AR4050S 設定サンプル その6 

 

router vrrp 1 vlan15 

 virtual-ip 10.1.5.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 ha associate 

 enable 

router vrrp 8 vlan26 

 virtual-ip 10.1.26.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

router vrrp 7 vlan400 

 virtual-ip 10.1.40.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

router vrrp 2 vlan401 

 virtual-ip 10.40.1.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

router vrrp 3 vlan402 

 virtual-ip 10.40.2.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

router vrrp 4 vlan403 

 virtual-ip 10.40.3.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

router vrrp 5 vlan404 

 virtual-ip 10.40.4.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

router vrrp 6 vlan405 

 virtual-ip 10.40.5.1 backup 

 priority 101 

 circuit-failover eth1 2 

 enable 

! 

 

 

本構成例ではHAモードVRRPを使用し、
バイパスポートを利用した冗長構成を
組んでいます。これにより、障害発生
時は08-AR4050Sがマスタールーター
に切り替わります。 
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■ 07-AR4050S 設定サンプル その7 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.5.253 254 

ip route 10.1.3.0/24 Null 254 

ip route 10.99.1.0/24 Null 254 

ip route 128.0.0.9/32 ppp0 

ip route 192.168.1.0/24 Null 254 

! 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

デフォルトルートを設定します。 

また、IPsecで接続する対向機器のア
ドレスまでの通信に使用するスタティッ
クルートを作成します。 
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■ 08-AR4050S 設定サンプル その1 

 

hostname 08-AR4050S 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 08-AR4050S@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth vrrp 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf area core id 1 local 

atmf group 05/08/09-Router 

! 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 08-AR4050S 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-neighbor 

  ip subnet 224.0.0.0/24 

! 

zone ppp 

 network ppp 

  ip subnet 128.0.0.0/24 interface ppp0 

  ip subnet 128.0.0.0/24 interface ppp1 

! 

zone private 

 network lan 

  ip subnet 10.0.0.0/8 

  ip subnet 192.168.1.0/24 

  ip subnet 192.168.4.0/24 

 network peer 

  ip subnet 192.168.109.0/24 

 network tunnel 

  ip subnet 192.168.100.0/30 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel2 

! 

 

 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

ファイアーウォールに使用するゾーン
の 定 義 を 作 成 し ま す 。 フ ァ イ 

アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。  

“private”はLAN側の通信を定義してい
ます。 

AMF 使 用 時 は “atmf management 

subnet” コ マ ン ド で 設 定 さ れ て い 

る AMFマネージメントサブネットを必ず 

設定してください。(デフォルトでは
172.31.0.0/16)  

またルーティングプロトコル使用時はそ
のプロトコルで使用するマルチキャスト
アドレスも記載する必要があります。 

“public”はWAN側の通信を定義してい
ます。WAN側ではPPPoEのセッショ 

ン確立時に作成されたpppインター 

フェースを定義しています。  

ファイアーウォールで使用するアプリ 

ケーションの定義を作成します。ファイ
アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。 

本例では”esp”としてIPsecで使用する 

プロトコル番号50番のパケットを定義 

しています。 

また”isakmp”としてIPsecでのセッショ
ン確立までに使用するISAKMPプロト
コル（UDP）のポート番号（送信・受信
ポート 500）を定義 しています。 
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■ 08-AR4050S 設定サンプル その3 

 

firewall 

 rule 10 permit esp from ppp to ppp 

 rule 20 permit isakmp from ppp to ppp 

 rule 50 permit any from private to ospf.ospf-neighbor 

 rule 90 permit any from private to private log 

 rule 100 permit any from private to ppp log 

 rule 110 permit any from private to public log 

 rule 150 permit any from lan-atmf to lan-atmf log 

 protect 

! 

 

crypto ipsec profile ipsec_profile_SmartCity 

 pfs 18 

 transform 1 protocol esp integrity SHA512 encryption AES256 

! 

crypto isakmp profile isakmp_profile_SmartCity 

 version 2 

 lifetime 86400 

 dpd-interval 30 

 dpd-timeout 150 

 transform 1 integrity SHA512 encryption AES256 group 18 

! 

 

 

crypto isakmp key 8 foPm1Y9vIikv0nQdKelmimRZWsQOIxHktPdKPcVNrqA= address 

128.0.0.9 

! 

 

 

 

 

 

crypto isakmp peer address 128.0.0.9 profile isakmp_profile_SmartCity 

! 

 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

ファイアーウォールのルールを作成し、 

有効にします。 

作成したゾーン・アプリケーションを組
み合わせて、通過させるトラフィックの
ルールを作成します。 

ルール作成後は”protect”コマンドを実
行する事でファイアーウォールが有効 

になります。  

IPsecのセッション確立初期に使用され
るISAKMPプロトコルのISAKMPの事
前共有鍵認証で使うパスワード（事前
共有鍵）を設定します。  

本設定はIPsecセッションごとに必要と
なります。  

IPsecの通信方式を規定するIPsecプ
ロファイル、ISAKMPの通信方式を規
定するISAKMPプロファイルを作成し
ます。を作成します。 

 

対向ルーターとの間で使用する
ISAKMPプロファイルを指定します。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 08-AR4050S 設定サンプル その4 

 

vlan database 

 vlan 15,26,400-405 state enable 

! 

 

interface port1.0.1 

 description ## 13-L2SW-3  ## 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26,400-405 

 snmp trap link-status 

! 

interface eth1 

 description ## PPPoE-Server ## 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

! 

 

interface vlan15 

 ip address 10.1.5.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan26 

 ip address 10.1.26.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan400 

 ip address 10.1.40.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan401 

 ip address 10.40.1.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan402 

 ip address 10.40.2.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan403 

 ip address 10.40.3.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

 

 

 

 

 

 

 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション,QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 
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■ 08-AR4050S 設定サンプル その5 

 

interface vlan404 

 ip address 10.40.4.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

interface vlan405 

 ip address 10.40.5.253/24 

 ip dhcp-relay server-address 10.1.3.1 

! 

 

interface tunnel2 

 description ## 09-AR4050S ## 

 mtu 1438 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 128.0.0.9 

 tunnel local name 11-12-AR4050S 

 tunnel protection ipsec profile ipsec_profile_SmartCity 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 192.168.4.11/29 

! 

 

interface ppp0 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username CCC 

 ppp password PasswordC 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

 

atmf virtual-link id 12 ip 10.1.5.253 remote-id 12 remote-ip 10.1.3.2 

! 

 

router ospf 

 network 10.1.5.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.1.26.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.1.40.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.2.5.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.1.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.2.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.3.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.4.0/24 area 0.0.0.0 

 network 10.40.5.0/24 area 0.0.0.0 

 network 192.168.4.8/29 area 0.0.0.0 

! 

 

 

 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

 

 

IPsecで使用するトンネルインター
フェースを作成します。 

本例ではPPPoEの設定で作成した
ppp0インターフェース上で、09-

AR4050Sを対向としてIPsecを使用し
ています。 

PPPoEを使用するためのppp0イン
ターフェースを作成します。 

本例ではユーザ名を”CCC”,パスワー
ドを”PasswordC”としています。 

08-AR4050Sと09-AR4050Sに対して
バーチャルリンクの設定をします。 

IPsec上で使用するOSPFの設定を行
い ます。IPsec内に作成されたサブ
ネットとLAN側に接続されているサブ
ネットを対象にしています。  
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■ 08-AR4050S 設定サンプル その6 

 

router vrrp 1 vlan15 

 virtual-ip 10.1.5.1 backup 

 ha associate wan-bypass 1 

 enable 

router vrrp 8 vlan26 

 virtual-ip 10.1.26.1 backup 

 enable 

router vrrp 7 vlan400 

 virtual-ip 10.1.40.1 backup 

 enable 

router vrrp 2 vlan401 

 virtual-ip 10.40.1.1 backup 

 enable 

router vrrp 3 vlan402 

 virtual-ip 10.40.2.1 backup 

 enable 

router vrrp 4 vlan403 

 virtual-ip 10.40.3.1 backup 

 enable 

router vrrp 5 vlan404 

 virtual-ip 10.40.4.1 backup 

 enable 

router vrrp 6 vlan405 

 virtual-ip 10.40.5.1 backup 

 enable 

! 

 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.5.254 254 

ip route 10.1.3.0/24 Null 254 

ip route 10.99.1.0/24 Null 254 

ip route 128.0.0.9/32 ppp0 

ip route 192.168.1.0/24 Null 254 

! 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

 

 

 

本構成例ではHAモードVRRPを使用し、
バイパスポートを利用した冗長構成を
組んでいます。これにより、障害発生
時は08-AR4050Sがマスタールーター
に切り替わります。 

デフォルトルートを設定します。 

また、IPsecで接続する対向機器のア
ドレスまでの通信に使用するスタティッ
クルートを作成します。 
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■ 09-AR4050S 設定サンプル その1 

 

hostname 09-AR4050S 

! 

 

 

 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 09-AR4050S@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf area core id 1 local 

atmf group Router 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 09-AR4050S 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-neighbor 

  ip subnet 224.0.0.0/24 

! 

zone ppp 

 network ppp 

  ip subnet 128.0.0.0/24 interface ppp0 

  ip subnet 128.0.0.0/24 interface ppp1 

! 

zone private 

 network lan 

  ip subnet 10.0.0.0/8 

  ip subnet 192.168.1.0/24 

  ip subnet 192.168.4.0/24 

 network peer 

  ip subnet 192.168.109.0/24 

 network tunnel 

  ip subnet 192.168.100.0/30 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1 

! 

 

 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

ファイアーウォールに使用するゾーン
の 定 義 を 作 成 し ま す 。 フ ァ イ 

アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。  

“private”はLAN側の通信を定義してい
ます。 

AMF 使 用 時 は “atmf management 

subnet” コ マ ン ド で 設 定 さ れ て い 

る AMFマネージメントサブネットを必ず 

設定してください。(デフォルトでは
172.31.0.0/16)  

またルーティングプロトコル使用時はそ
のプロトコルで使用するマルチキャスト
アドレスも記載する必要があります。 

“public”はWAN側の通信を定義してい
ます。WAN側ではPPPoEのセッショ 

ン確立時に作成されたpppインター 

フェースを定義しています。  

ファイアーウォールで使用するアプリ 

ケーションの定義を作成します。ファイ
アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。 

本例では”esp”としてIPsecで使用する 

プロトコル番号50番のパケットを定義 

しています。 

また”isakmp”としてIPsecでのセッショ
ン確立までに使用するISAKMPプロト
コル（UDP）のポート番号（送信・受信
ポート 500）を定義 しています。 
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■ 09-AR4050S 設定サンプル その3 

 

firewall 

 rule 10 permit esp from ppp to ppp 

 rule 20 permit isakmp from ppp to ppp 

 rule 50 permit any from private to ospf.ospf-neighbor 

 rule 90 permit any from private to private log 

 rule 100 permit any from private to ppp log 

 rule 110 permit any from lan-atmf to lan-atmf log 

! 

 

crypto ipsec profile ipsec_profile_SmartCity 

 pfs 18 

 transform 1 protocol esp integrity SHA512 encryption AES256 

! 

crypto isakmp profile isakmp_profile_SmartCity 

 version 2 

 lifetime 600 

 dpd-interval 30 

 dpd-timeout 150 

 transform 1 integrity SHA512 encryption AES256 group 18 

! 

 

crypto isakmp key 8 PhEN0AER967VrOeK+hSWz/WI3GcMmX6Da29JASEkdeM= 

hostname 11-12-AR4050S 

crypto isakmp key 8 EyLu3nemsW6RXs/7zgJUa058iJBJLvsSbU+zr5/Y/MM= address 

128.0.0.10 

crypto isakmp key 8 /37I2VCMC7dM2tx2QvG2Irhbl9B8Y9XzNpgg+WpEcMQ= address 

128.0.0.6 

! 

 

crypto isakmp peer address 128.0.0.10 profile isakmp_profile_SmartCity 

crypto isakmp peer address 128.0.0.6 profile isakmp_profile_SmartCity 

! 

crypto isakmp peer dynamic profile isakmp_pro 

! 

 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

ファイアーウォールのルールを作成し、 

有効にします。 

作成したゾーン・アプリケーションを組
み合わせて、通過させるトラフィックの
ルールを作成します。 

ルール作成後は”protect”コマンドを実
行する事でファイアーウォールが有効 

になります。  

IPsecのセッション確立初期に使用され
るISAKMPプロトコルのISAKMPの事
前共有鍵認証で使うパスワード（事前
共有鍵）を設定します。  

本設定はIPsecセッションごとに必要と
なります。  

IPsecの通信方式を規定するIPsecプ
ロファイル、ISAKMPの通信方式を規
定するISAKMPプロファイルを作成し
ます。を作成します。 

 

対向ルーターとの間で使用する
ISAKMPプロファイルを指定します。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 09-AR4050S 設定サンプル その4 

 

vlan database 

 vlan 11-13 state enable 

! 

 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description ## 00-x930  ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 13 

 static-channel-group 6 

 snmp trap link-status 

! 

interface eth2 

 description ## PPPoE-Server ## 

 encapsulation ppp 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface sa6 

description ## 00-x930  ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 13 

! 

 

interface vlan13 

 ip address 10.1.3.2/24 

! 

 

interface tunnel2 

 description ## 07-08-AR4050S ## 

 mtu 1438 

 tunnel source ppp1 

 tunnel destination 128.0.0.10 

 tunnel remote name 11-12-AR4050S 

 tunnel protection ipsec profile ipsec_profile_SmartCity 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 192.168.4.9/29 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション,QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

 

 

IPsecで使用するトンネルインター
フェースを作成します。 

本例ではPPPoEの設定で作成した
ppp1インターフェース上で、07/08-

AR4050Sを対向としてIPsecを使用し
ています。 
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■ 09-AR4050S 設定サンプル その5 

 

interface ppp1 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ppp username DDD 

 ppp password PasswordD 

 ip address 128.0.0.9/32 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

 

atmf virtual-link id 11 ip 10.1.3.2 remote-id 11 remote-ip 10.1.5.254 

atmf virtual-link id 12 ip 10.1.3.2 remote-id 12 remote-ip 10.1.5.253 

! 

 

router ospf 

 network 10.1.3.0/24 area 0.0.0.0 

 network 192.168.4.0/30 area 0.0.0.0 

 network 192.168.4.8/29 area 0.0.0.0 

! 

 

ip route 10.1.30.0/24 Null 254 

ip route 10.1.31.0/24 Null 254 

ip route 10.1.32.0/24 Null 254 

ip route 10.1.33.0/24 Null 254 

ip route 10.1.34.0/24 Null 254 

ip route 10.1.35.0/24 Null 254 

ip route 10.1.40.0/24 Null 254 

ip route 10.1.41.0/24 Null 254 

ip route 10.1.42.0/24 Null 254 

ip route 10.1.43.0/24 Null 254 

ip route 10.1.44.0/24 Null 254 

ip route 10.1.45.0/24 Null 254 

ip route 10.30.0.0/16 Null 254 

ip route 128.0.0.10/32 ppp1 

ip route 192.168.4.8/29 Null 254 

! 

 

ip dns forwarding 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

 

 

 

 

PPPoEを使用するためのppp1イン
ターフェースを作成します。 

本例ではユーザ名を”DDD”,パスワー
ドを”PasswordD”としています。 

07-AR4050Sと09-AR4050S、08-

AR4050Sと09-AR4050Sに対して
バーチャルリンクの設定をします。 

IPsec上で使用するOSPFの設定を行
い ます。IPsec内に作成されたサブ
ネットとLAN側に接続されているサブ
ネットを対象にしています。  

IPsecで接続する対向機器のアドレス 

までの通信に使用するスタティック
ルートを作成します。 

DNSリレー機能を有効にします。 
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■ 10-x510DP 設定サンプル その1 

 

hostname 10-x510DP 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log permanent exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 10-x510DP@SmartCities.com 

! 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf area core id 1 local 

! 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

vlan database 

 vlan 21-24,31-35,101-105,201-220,301-305,999-1000 state enable 

! 

 

 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

使用するVLANを作成します。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 10-x510DP 設定サンプル その2 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 192.168.1.3/32 

 deny ip 10.0.0.0/8 192.168.1.3/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

 

interface port1.0.46 

description ## DNS/Mail-Server ## 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1000 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 snmp trap link-status 

 

interface port1.0.47 

 description ## NTP/SNMP/Syslog-Server ## 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1000 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.48 

 description ## RADIUS-Server ## 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1000 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 snmp trap link-status 

! 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 
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■ 10-x510DP 設定サンプル その3 

 

interface port1.0.49-1.0.50 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21-24,31-35,101-105,201-220,301-305,999-1000 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.51 

 description ## Other Network ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21-24,31-35,101-105,201-220,301-305,999 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

 snmp trap link-status 

! 

interface sa1 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21-24,31-35,101-105,201-220,301-305,999-1000 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

! 

 

interface vlan206-220 

 ip igmp access-group 1 

! 

interface vlan999 

 ip igmp access-group 1 

! 

interface vlan1000 

 ip address 192.168.1.3/24 

! 

 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1 

! 

 

line con 0 

line vty 0 4 

! 

end 

 

 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

 

 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 
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■ 11-L2SW-4 設定サンプル その1 

 

hostname 11-L2SW-4 

! 

 

 

 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 11-L2SW-4@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

 

atmf network-name SmartCities 

! 

 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

vlan database 

 vlan 11,1000-1001 state enable 

! 

 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

使用するVLANを作成します。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 11-L2SW-4 設定サンプル その2 

 

mls qos enable 

access-list 3000 permit udp 10.0.0.0/8 any eq 3784 

access-list 3100 deny ip any 239.255.255.249/32 

access-list hardware ACL 

 permit udp any range 67 68 any range 67 68 

 permit ip 10.1.0.0/16 192.168.1.2/32 

access-list hardware VLAN_ACL 

 deny ip 10.0.0.0/8 192.168.1.2/32 

! 

class-map QoS-C 

 match access-group 3000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class QoS-C 

  remark new-cos 4 internal 

! 

vlan access-map VLAN_MAP 

 match access-group VLAN_ACL 

! 

 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,1000-1001 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.47 

 description ## SESC-1 ## 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1000 

! 

interface port1.0.48 

 description ## SESC-2 ## 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1000 

 access-group ACL 

 access-group 3100 

 snmp trap link-status 

! 

 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

必要に応じてアクセスリスト、QoSを設
定します。 
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■ 11-L2SW-4 設定サンプル その3 

 

interface sa1 

 description ## 00-x930 ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,1000-1001 

 service-policy input QoS 

 access-group ACL 

! 

 

interface vlan1000 

 ip address 192.168.1.2/24 

! 

 

vlan filter VLAN_MAP vlan-list 11,1000-1001 input 

! 

 

 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1 

! 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

 exec-timeout 0 0 

! 

end 

 

 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 

 

各VLANにIPアドレスを設定します。 

 

 

アクセスリスト”VLAN_MAP”を指定し
たVLANに対して適用します。 
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■ 12-AR3050S 設定サンプル その1 

 

hostname 12-AR3050S 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 12-AR3050S@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth 

snmp-server community public 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

! 

atmf network-name SmartCities 

atmf area core id 1 local 

! 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 
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■ 12-AR3050S 設定サンプル その2 

 

zone lan-atmf 

 network atmf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

! 

zone private 

 network lan 

  ip subnet 10.0.0.0/8 

  ip subnet 192.168.1.0/24 

 network peer 

  ip subnet 192.168.109.0/24 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address 110.5.44.169 

! 

 

 

 

 

firewall 

 rule 90 permit any from private to private log 

 rule 100 permit any from private to public log 

 rule 110 permit any from lan-atmf to lan-atmf log 

 rule 120 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan 

 protect 

! 

 

 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

 

ファイアーウォールに使用するゾーン
の 定 義 を 作 成 し ま す 。 フ ァ イ 

アーウォール有効時は通過させるすべ
ての通信を定義することが必要です。  

“private”はLAN側の通信を定義してい
ます。 

AMF 使 用 時 は “atmf management 

subnet” コ マ ン ド で 設 定 さ れ て い 

る AMFマネージメントサブネットを必ず 

設定してください。(デフォルトでは
172.31.0.0/16)  

またルーティングプロトコル使用時はそ
のプロトコルで使用するマルチキャスト
アドレスも記載する必要があります。 

“public”はWAN側の通信を定義してい
ます。WAN側ではPPPoEのセッショ 

ン確立時に作成されたpppインター 

フェースを定義しています。  

ファイアーウォールのルールを作成し、 

有効にします。 

作成したゾーン・アプリケーションを組
み合わせて、通過させるトラフィックの
ルールを作成します。 

ルール作成後は”protect”コマンドを実
行する事でファイアーウォールが有効 

になります。  

NATルールを追加し、NAT機能を有効
にします。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 12-AR3050S 設定サンプル その3 

 

vlan database 

 vlan 1001 state enable 

! 

 

interface port1.0.1-1.0.2 

 description ## 00-x930  ## 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1001 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.8 

 description ## Mirroring_DDI ## 

 switchport 

 switchport mode access 

 mirror interface port1.0.1 direction both 

 mirror interface port1.0.2 direction both 

! 

interface eth1 

 description ## Other-Network ## 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

! 

 interface sa1 

 description ## 00-x930  ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1001 

! 

 

 

interface vlan1001 

 ip address 10.1.0.2/24 

! 

 

 

使用するVLANを作成します。 

必要に応じ、各ポートに 

VLAN, AMFゲストリンク, リン クアグリ
ゲーション, QoS, ACL, SNMP リンク 

Trapを設定します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

各VLANにIPアドレスを設定します。 
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■ 12-AR3050S 設定サンプル その4 

 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source 110.5.44.169 

 tunnel destination 61.209.205.29 

 tunnel local selector 1 10.0.0.0/8 

 tunnel remote selector 1 192.168.109.0/24 

 tunnel protection ipsec profile ipsec1 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 192.168.100.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

 

interface ppp0 

 ppp ipcp dns request 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username EEE 

 ppp password PasswordE 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 10.0.0.0/8 10.1.0.1 

ip route 192.168.1.0/24 10.1.0.1 

ip route 192.168.109.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.109.0/24 Null 254 

! 

 

ip dns forwarding 

! 

 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

 

 

IPsecで使用するトンネルインター
フェースを作成します。 

本例ではPPPoEの設定で作成した
ppp0インターフェース上でIPsecを使
用しています。 

PPPoEを使用するためのppp0イン
ターフェースを作成します。 

本例ではユーザ名を”EEE”,パスワード
を”PasswordE”としています。 

 

DNSリレー機能を有効にします。 

デフォルトルートを設定します。 
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■ 13-L2SW-3 設定サンプル その1 

 

hostname 13-L2SW-3 

! 

 

 

 

log buffered exclude program atmf_topo msgtext CMSG 

log host 192.168.1.100 

log host 192.168.1.100 level notices 

log email manager@SmartCities.com 

log email manager@SmartCities.com level warnings 

! 

mail smtpserver 192.168.1.99 

! 

mail from 13-L2SW-3@SmartCities.com 

! 

 

 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

 

 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink auth 

snmp-server community SmartCities 

snmp-server host 192.168.1.100 version 2c SmartCities 

! 

 

atmf network-name SmartCities 

atmf group atmf-guest 

! 

 

ip name-server 192.168.1.99 

ip domain-lookup 

! 

 

 

no spanning-tree rstp enable 

! 

 

 

vlan database 

 vlan 15,26,400-410 state enable 

! 

 

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。  

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー 

バーへログの転送を行います。 

メール送信時に用いる送信用メール 

サーバーや、送信元メールアドレスを 

設定します。  

タイムゾーンの設定を行います。タイ 

ムゾーンはログメッセージの出力時刻 

などを実際の時刻に合わせるために
必要な設定です。 

SNMP の設定を行います。SNMP は、 

version 2c を使用します。 

AMFを設定します。本構構成例では、 

AMFネットワーク名を”SmartCities”と
しています。 

必要に応じてDNSサーバの設定を行
い ます。 

使用するVLANを作成します。 

初期値ではRSTPが有効です。本構成 

例ではRSTPは使用していませんので、 

無効化します。 
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■ 13-L2SW-3 設定サンプル その2 

 

interface port1.0.1 

 description ## 07-AR4050S ## 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26,400-405 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.2 

 description ## 08-AR4050S ## 

 switchport 

 switchport atmf-crosslink 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26,400-405 

 snmp trap link-status 

! 

interface port1.0.8 

 description ## 06_GS948MX ## 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 15,26,400-405 

 snmp trap link-status 

! 

 

interface vlan15 

 ip address 10.1.5.2/24 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan26 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

! 

interface vlan400 

 ip address 10.1.40.2/24 

! 

interface vlan401-405 

 no ip igmp snooping tcn query solicit 

 no ipv6 mld snooping 

! 

 

必要に応じ、各ポートにVLAN, AMFゲ
ストリンク, リン クアグリゲーション, 

QoS, ACL, SNMP リンク Trapを設定
します。 

必要に応じて接続先の説明を記載す
ると管理がしやすくなります。 

各VLANにIPアドレスを設定します。 
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■ 13-L2SW-3 設定サンプル その3 

 

ip route 0.0.0.0/0 10.1.5.1 

! 

 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

! 

end 

デフォルトルートを設定します。 

L2スイッチでは他のネットワークに接
続する際に必要な設定です。 

 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

75 

■ TQ4600-1 設定サンプル その1  イーサネット設定 

OpenFlowコントローラー
(AT-SESC)のIPアドレスと
ポートを設定します。 

ポート番号が空欄の場合
はデフォルト値(6653)が使
用されます。 

 

使用するVLAN IDを設定します。 

SDN対応ファームウェアでは、TQのイーサネット
でタグVLANを使用する場合は”管理VLAN ID”を
変更する事でタグあり・タグなしの動作が切り替わ
ります。  

“タグなしVLAN ID”欄はデフォルト値から変更しな
いでください。 

IPアドレスを設定します。 

SDN対応ファームウェアを使用する場
合、IPアドレスは”スタティックIP”を選択
してください。 

DHCPによるIP取得は未サポートとな
ります。 

 

 

必要に応じてクリティカルモードの設定を行いま
す。 
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■ TQ4600-1 設定サンプル その2 無線LAN設定 

無線1と無線2のステータスを「有効」にします。 
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■ TQ4600-1 設定サンプル その3  VAP 

必要に応じてVAPのステータスを有効にし、 

VLAN ID, SSID, セキュリティー等を設定します。 

 

TQ4600-1はOpenFlow Switchとして動作しています。 

AT-SESCと通信可能な間はフローエントリーに従って通信を行う為VLAN ID

は無視されますが、SESCと通信ができなくなった際はクリティカルモードに切
り替わります。 

クリティカルモード時は本ページで設定されているVLAN IDに沿ってパケットが 

処理される為、あらかじめVLAN IDを設定しておきます。 
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■ TQ4600-1 設定サンプル その4  NTP、イベント 

時刻の同期を行う外部NTPサーバーの 

IPv4アドレスまたはホスト名を設定します。 

本構成例ではSyslogサーバーへログをリレーするように設
定しています。「ログのリレー」を「有効」にし、「リレーホスト」
にSyslogサーバーのIPアドレスを入力します。 
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■ TQ4600-1 設定サンプル その5  SNMP 

必要に応じてSNMP の設定を行います。 

本構成例ではコミュニティー名を「SmartCities」としています。 
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■ TQ4600-2 設定サンプル その1  イーサネット設定 

IPアドレスを設定します。 

 

 

使用するVLAN IDを設定します。 
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■ TQ4600-2 設定サンプル その2 無線LAN設定 

無線1と無線2のステータスを「有効」にします。 
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■ TQ4600-2 設定サンプル その3  VAP 

必要に応じてVAPのステータスを有効にし、 

VLAN ID, SSID, セキュリティー等を設定します。 
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■ TQ4600-1 設定サンプル その4  NTP、イベント 

時刻の同期を行う外部NTPサーバーの 

IPv4アドレスまたはホスト名を設定します。 

本構成例ではSyslogサーバーへログをリレーするように設
定しています。「ログのリレー」を「有効」にし、「リレーホスト」
にSyslogサーバーのIPアドレスを入力します。 
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■ TQ4600-1 設定サンプル その5  SNMP 

必要に応じてSNMP の設定を行います。 

本構成例ではコミュニティー名を「SmartCities」としています。 
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■ SESC-1 設定サンプル その1  ネットワーク設定 

SESCが使用するIPアドレスを設定します。 

システム設定 > ネットワーク設定 
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■ SESC-1 設定サンプル その2  システム時刻設定 

時刻の同期を行う外部NTPサーバーの 

IPv4アドレスまたはホスト名を設定します。 

システム設定 > システム時刻設定 
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■ SESC-1 設定サンプル その3  ログ設定 

ログを送信する外部Syslogサーバーの 

IPv4アドレスまたはホスト名とUDPポート番号を設定します。 

システム設定 > ログ設定 
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■ SESC-1 設定サンプル その4  トラップ監視設定 

連携アプリケーションであるトレンドマイクロ株式会社のネットワーク監視アプ
ライアンス「Deep Discovery(TM) Inspector」（DDI）からのSyslogメッセージ
を受信し、デバイスを監視する場合、トラップ監視を有効にし「トラップ監視対
象選択リスト」の項目のうち、必要なものにチェックを入れます。 

 

また、DDIによるデバイス管理には、別途DDI側の設定が必要となります。
DDI側の設定についてはAT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンス
マニュアルを参照ください。 

 

トラップ監視モジュールが受信したSyslogメッセージ・SNMP

トラップを転送するホストを指定します。 

システム設定 > トラップ監視設定 
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■ SESC-1 設定サンプル その5  OpenFlow設定 

AlliedWare PlusスイッチのOpenFlowポートにおいて、AMFゲストノードを 

接続する場合、「スイッチに自身が送信したパケットを破棄するフローをインス
トールします。」のチェックを外してください。 

システム設定 > OpenFlow設定 
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■ SESC-1 設定サンプル その6  OpenFlowスイッチ追加 

OpenFlowスイッチ > OpenFlowスイッチ一覧 

AT-SESCで管理するOpenFlowスイッチを登録します。 

OpenFlowスイッチは”OpenFlowスイッチ > OpenFlowスイッチ追加”

から登録可能です。 
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■ SESC-1 設定サンプル その7  ネットワーク追加 

ポリシー設定 > ネットワーク一覧 

デバイスを接続する為のVLANセグメントを登録してください。 

ネットワークは“ポリシー設定 > ネットワーク追加”から登録可能です。 



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

アライドテレシス Alliedware Plus 搭載スイッチ・ルータで実現する  

AMF & SESネットワーク 

Solution No.17-05-15-02 

92 

■ SESC-1 設定サンプル その8  ユーザー追加 

ユーザー > ユーザー 一覧 

ユーザーを登録し、必要に応じてセキュリティポリシーを登録・設定します。 

ユーザーは”ユーザー > ユーザー追加”から、セキュリティポリシーは”ユー
ザー > ユーザー一覧” > 該当ユーザーの編集ボタン”から登録可能です。 
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■ SESC-1 設定サンプル その9  デバイス追加 

デバイス > デバイス 一覧 

AT-SESCは、登録されていないデバイスのネットワーク接続をすべて拒否す
る為、ネットワーク接続を許可するデバイスを登録します。 

デバイスは”デバイス > デバイス追加”から登録可能です。 
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■ SESC-2 設定サンプル その1  ネットワーク設定 

SESCが使用するIPアドレスを設定します。 

システム設定 > ネットワーク設定 
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■ SESC-2 設定サンプル その2  システム時刻設定 

時刻の同期を行う外部NTPサーバーの 

IPv4アドレスまたはホスト名を設定します。 

システム設定 > システム時刻設定 
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■ SESC-2 設定サンプル その3  ログ時刻設定 

ログを送信する外部Syslogサーバーの 

IPv4アドレスまたはホスト名とUDPポート番号を設定します。 

システム設定 > ログ設定 
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■ SESC-2 設定サンプル その4  トラップ監視設定 

連携アプリケーションであるトレンドマイクロ株式会社のネットワーク監視アプ
ライアンス「Deep Discovery(TM) Inspector」（DDI）からのSyslogメッセージ
を受信し、デバイスを監視する場合、トラップ監視を有効にし「トラップ監視対
象選択リスト」の項目のうち、必要なものにチェックを入れます。 

 

また、DDIによるデバイス管理には、別途DDI側の設定が必要となります。
DDI側の設定についてはAT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンス
マニュアルを参照ください。 

 

システム設定 > トラップ監視設定 
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■ SESC-2 設定サンプル その5  OpenFlow設定 

AlliedWare PlusスイッチのOpenFlowポートにおいて、AMFゲストノードを 

接続する場合、「スイッチに自身が送信したパケットを破棄するフローをインス
トールします。」のチェックを外してください。 

システム設定 > OpenFlow設定 
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■ SESC-2 設定サンプル その6  OpenFlowスイッチ追加 

AT-SESCで管理するOpenFlowスイッチを登録します。 

OpenFlowスイッチは”OpenFlowスイッチ > OpenFlowスイッチ追加”

から登録可能です。 

OpenFlowスイッチ > OpenFlowスイッチ一覧 
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■ SESC-2 設定サンプル その7  ネットワーク追加 

デバイスを接続する為のVLANセグメントを登録してください。 

ネットワークは“ポリシー設定 > ネットワーク追加”から登録可能です。 

ポリシー設定 > ネットワーク一覧 
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■ SESC-2 設定サンプル その8  ユーザー追加 

ユーザーを登録し、必要に応じてセキュリティポリシーを登録・設定します。 

ユーザーは”ユーザー > ユーザー追加”から、セキュリティポリシーは”ユー
ザー > ユーザー一覧” > 該当ユーザーの編集ボタン”から登録可能です。 

ユーザー > ユーザー 一覧 
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■ SESC-2 設定サンプル その9  デバイス追加 

AT-SESCは、登録されていないデバイスのネットワーク接続をすべて拒否す
る為、ネットワーク接続を許可するデバイスを登録します。 

デバイスは”デバイス > デバイス追加”から登録可能です。 

デバイス > デバイス 一覧 
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■ 制限事項・仕様 

 AT-TQシリーズをゲストノードとして使用する場合、AT-TQシリーズと
AMFノード間でIP通信が行えない状態でもリンクステータスが Full と表示
されてしまいます。 
 

 OpenFlow使用時に通常ポートでポートミラーリングの設定を動的に行っ
た場合は、いったん設定を保存しシステムを再起動してください。 動的
にミラーリングの設定を追加した場合、再起動するまではソースポートと
して設定されていないOpenFlowポートのトラフィックもミラーリングさ
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/ 

■ その他・特記事項 

 5.4.2-3.16より、 AT-x600-48Ts-LM、AT-x600-24Ts-PoE の2機種で、
AMFエージェント機能がサポートされます。これにより、AMFマスターか
らエージェントノードの状態監視が可能となります。ただし、接続する
AMFノードやAMFマスター側ではFW5.4.6-2.1以降が必要となります。詳
細はリリースノートをご参照ください。 
 

 SH230, SH310, SH510, XS900MX, GS900MX シリーズ上で、SESコント
ローラー管理下でのフロースイッチングを有効にするにはFW5.4.6-2.1以
降が必要となります。詳細はリリースノートをご参照ください。 
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