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アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

■ 概要

SBx8100シリーズのVCS Plus機能により、CFC960を2枚搭載したSBx8106を2台でスタッ
クを組むことで4重化冗長システムを提供し、信頼性･可用性の高いネットワーク構築が実
現可能です。

また、AMFコントローラー、ワイヤレスマネージャー機能を使用することで、スイッチ･
ルーター･アクセスポイントの一元管理を行い、管理･運用コストを削減することが可能です。

さらに、F/W 5.4.5-1.1より隣接ノードの補助により仮想リンク経由で接続しているAMF
ノードのオートリカバリーが可能となりました。
これまで仮想リンク経由でAMFネットワークに接続しているAMFノードは事前設定を行わ
ないとAMFマスターに接続できないため、オートリカバリーができませんでしたが、本
バージョンより事前設定をする必要がなくなり、機器を交換する際によりスムーズに行うこ
とができます。

■ 主な目的

⃟ 複数の拠点間を繋ぐネットワークを構築したい。
⃟ 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。
⃟ ワイヤレスマネージャー機能を活用してアクセスポイントの一元管理を行いたい。
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■ 構成図その１
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エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

■ 構成図その2
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広域イーサネット広域イーサネット広域イーサネット広域イーサネット

■ 構築のポイント

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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本社、支社間のバーチャルリン本社、支社間のバーチャルリン本社、支社間のバーチャルリン本社、支社間のバーチャルリン

クは、クは、クは、クは、 AR4050SAR4050SAR4050SAR4050S、、、、x510x510x510x510のどちらのどちらのどちらのどちら

に張ってもに張ってもに張ってもに張ってもAMFAMFAMFAMFネットワークを構ネットワークを構ネットワークを構ネットワークを構

成することができます。成することができます。成することができます。成することができます。

本社、支社間のバーチャルリン本社、支社間のバーチャルリン本社、支社間のバーチャルリン本社、支社間のバーチャルリン

クは、クは、クは、クは、 AR4050SAR4050SAR4050SAR4050S、、、、x510x510x510x510のどちらのどちらのどちらのどちら

に張ってもに張ってもに張ってもに張ってもAMFAMFAMFAMFネットワークを構ネットワークを構ネットワークを構ネットワークを構

成することができます。成することができます。成することができます。成することができます。

VCSPlusVCSPlusVCSPlusVCSPlusを用いて、コアネットを用いて、コアネットを用いて、コアネットを用いて、コアネット

ワークの冗長化を行っています。ワークの冗長化を行っています。ワークの冗長化を行っています。ワークの冗長化を行っています。

VCSPlusVCSPlusVCSPlusVCSPlusを用いて、コアネットを用いて、コアネットを用いて、コアネットを用いて、コアネット

ワークの冗長化を行っています。ワークの冗長化を行っています。ワークの冗長化を行っています。ワークの冗長化を行っています。

エリアを分けることで、ローエリアを分けることで、ローエリアを分けることで、ローエリアを分けることで、ロー

カルマスターの数が増え、カルマスターの数が増え、カルマスターの数が増え、カルマスターの数が増え、

AMFAMFAMFAMFメンバーの数を従来よメンバーの数を従来よメンバーの数を従来よメンバーの数を従来よ

りも増やすことができます。りも増やすことができます。りも増やすことができます。りも増やすことができます。

エリアを分けることで、ローエリアを分けることで、ローエリアを分けることで、ローエリアを分けることで、ロー

カルマスターの数が増え、カルマスターの数が増え、カルマスターの数が増え、カルマスターの数が増え、

AMFAMFAMFAMFメンバーの数を従来よメンバーの数を従来よメンバーの数を従来よメンバーの数を従来よ

りも増やすことができます。りも増やすことができます。りも増やすことができます。りも増やすことができます。

広域イーサネットとして、広域イーサネットとして、広域イーサネットとして、広域イーサネットとして、

EthernetEthernetEthernetEthernetフレームが到達できるフレームが到達できるフレームが到達できるフレームが到達できる

巨大な巨大な巨大な巨大なL2L2L2L2ネットワークを想定してネットワークを想定してネットワークを想定してネットワークを想定して

います。います。います。います。

広域イーサネットとして、広域イーサネットとして、広域イーサネットとして、広域イーサネットとして、

EthernetEthernetEthernetEthernetフレームが到達できるフレームが到達できるフレームが到達できるフレームが到達できる

巨大な巨大な巨大な巨大なL2L2L2L2ネットワークを想定してネットワークを想定してネットワークを想定してネットワークを想定して

います。います。います。います。
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その1

!
service password-encryption
!
hostname 01-HQ-x8100
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 level notices 
log host 10.100.10.240 level warnings 
!
no service ssh
!
service telnet
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr auth chassis hw-monitoring mstp 
power-inline wireless
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
radius-server retransmit 10
radius-server key secret
radius-server host 10.100.10.240 key secret
aaa group server radius auth-wireless
server 10.100.10.240 
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
aaa authentication wireless default group auth-wireless 
!
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 1507
stack 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

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

VCSPlusを有効にします。VCSPlus
使用時は仮想MACを必ず有効にして
ください。

Radius Serverの設定をします。

要求再送回数を10にし、03-x510に接

続しているRadiusサーバのIPとパス

ワードを設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その2

!
atmf network-name ATKK-NET
atmf controller
atmf master
atmf area AREA-A id 1 local
atmf area AREA-B id 126
atmf area AREA-B password 8 atkkatkk
atmf group hq,stp
atmf backup area-masters enable
atmf backup 00:01 frequency 12
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
no ip multicast-routing
!
no spanning-tree mode rstp
!
!
no lacp global-passive-mode enable
!
mls qos enable
access-list hardware vlink
send-to-cpu udp 10.100.250.1/32 range 5001 9096 10.0.0.0/8 eq 5001
send-to-cpu udp 10.100.250.1/32 range 5001 9096 192.168.0.0/24 eq 5001

!
class-map vlink
match access-group vlink

!
class-map vlinkarp
match eth-format ethii-any protocol 0806
match vlan 10

!
policy-map vlink
class default
class vlink
class vlinkarp
set queue 6

!

データプレーンのトラフィックがＡＭＦの

接続性に与える影響を最小限にするた

めに、AMFバーチャルリンクを使用す

るノード（バーチャルリンクの両端ノー

ド）では、対向ノードからのパケットを優

先的に処理するよう設定します。

AMFネットワーク名、マスター、コント

ローラ、エリア、グループ、バックアップ

サーバの設定をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”、

エリア名を”AREA-A”と”AREA-B” グ

ループを”hq”,”stp”としています。

ここではAMFバックアップの実行を0時

1分を基準に2時間に1回、自動実行す

るように設定します。

バーチャルリンクのパケットを優先制

御させるために、アクセスリストを設定

します。始点ポート(本社)と終点ポート

のIPを設定し、ここでは本社のバー

チャルリンク数が増えることを想定し、

rangeを9096まで設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その3

switch 1 card 1 provision ge24
switch 1 card 5 provision cfc960
switch 1 card 6 provision cfc960
switch 2 card 1 provision ge24
switch 2 card 5 provision cfc960
switch 2 card 6 provision cfc960
!
vlan database
vlan 10,20,30,40,50,60,70,110,220 state enable

!
interface port1.1.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 96
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2
switchport
switchport atmf-arealink remote-area AREA-B vlan 3002
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.3-1.1.16
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.1.17
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 70
snmp trap link-status

!
interface port1.1.18-1.1.22
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

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。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。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その4

interface port1.1.23
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.1.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.1.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 96
snmp trap link-status

!
interface port2.1.2-2.1.22
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port2.1.23
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.1.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
static-channel-group 2
snmp trap link-status

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その5

!
interface lo
ip address 10.100.250.1/32

!
interface sa1
description Connect_To_03-x930
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
snmp trap link-status

!
interface sa2
description Connect_To_04-x510
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
snmp trap link-status

!
interface sa96
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
service-policy input vlink
snmp trap link-status

!
interface vlan10
ip address 10.100.10.254/24

!
interface vlan20
ip address 10.100.20.254/24
ip dhcp-relay server-address 10.100.10.241

!
interface vlan30
ip address 10.100.30.254/24
ip dhcp-relay server-address 10.100.10.241

管理を簡単にするため、ループバック

インターフェースにアドレスを設定しま

す。

必要に応じ、各VLANでDHCPリレーを

設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その6

interface vlan40
ip address 10.100.40.254/24
ip dhcp-relay server-address 10.100.10.241

!
interface vlan50
ip address 10.100.50.254/24
ip dhcp-relay server-address 10.100.10.241

!
interface vlan60
ip address 10.100.60.254/24
ip dhcp-relay server-address 10.100.10.241

!
interface vlan70
ip address 10.100.70.254/24

!
interface vlan110
ip address 10.100.110.254/24

!
interface vlan220
ip address 10.100.220.254/24

!
atmf virtual-link id 1 ip 10.100.250.1 remote-id 1 remote-ip 10.100.0.7 
atmf virtual-link id 4094 ip 10.100.250.1 remote-id 1 remote-ip 10.100.0.8 
!
ip radius source-interface lo
!
ip route 0.0.0.0/0 10.100.70.250
ip route 10.0.0.0/8 10.100.220.5
ip route 10.100.111.0/24 10.100.110.4
ip route 192.168.0.0/24 10.100.220.5
!
!
ntp server 10.100.10.241 
!
wireless
country-code jp
wireless enable
discovery ip-list 10.2.10.220
discovery ip-list 10.3.20.220
discovery ip-list 10.100.10.220
discovery ip-list 10.100.10.221
no discovery vlan-list 1
discovery vlan-list 10
ip address 10.100.250.1/24
radius-attribute auth-mac password user-name

本社と支社A1、本社と支社A2に対して

バーチャルリンクの設定をします。

NTPサーバのIPアドレスを設定します。

各VLANごとにルート情報をstaticに登

録します。

ワイヤレスマネージャーがアクセスポ

イントを発見できるように設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その7

network 17
ssid 01-HQ-v20
vlan 20
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

network 18
ssid 01-HQ-v30
vlan 30
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

network 19
ssid 01-HQ-v40
vlan 40
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

network 20
ssid 01-HQ-v50
vlan 50
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

!
network 21
ssid 01-A1-v11
vlan 11
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

network17から20で本社AP1,2の設定

をします。SSID名、VLAN、セキュリ

ティー方式、暗号化方式、パスワードを

設定します。

network17,19だけ、あらかじめ登録して

あるMACアドレスを元に認証を行う設

定をし、ゲストとは別のVLANに接続で

きるようにします。

network21から24で支社A1のAP3の設

定をします。SSID名、VLAN、セキュリ

ティー方式、暗号化方式、パスワードを

設定します。

network21,23だけ、あらかじめ登録して

あるMACアドレスを元に認証を行う設

定をし、ゲストとは別のVLANに接続で

きるようにします。
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その8

network 22
ssid 01-A1-v12
vlan 12
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

network 23
ssid 01-A1-v13
vlan 13
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

network 24
ssid 01-A1-v14
vlan 14
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

!
network 25
ssid 01-A2-v21
vlan 21
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

network 26
ssid 01-A2-v22
vlan 22
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

network25から28で支社A2のAP4の設

定をします。SSID名、VLAN、セキュリ

ティー方式、暗号化方式、パスワードを

設定します。

network25,27だけ、あらかじめ登録して

あるMACアドレスを元に認証を行う設

定をし、ゲストとは別のVLANに接続で

きるようにします。
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その9

network 27
ssid 01-A2-v23
vlan 23
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

network 28
ssid 01-A2-v24
vlan 24
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

!
ap profile 1
hwtype tq4600
name HQ
vlan 10
ap-syslog enable
ap-syslog relay-host 10.100.10.240
radio 1
vap 0
network 17

vap 1
enable
network 18

radio 2
dot11n channel-bandwidth 40
vap 2
enable
network 19

vap 3
enable
network 20

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

本社、支社A1、支社A2のアクセスポイ

ントのプロファイルを設定します。
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その10

ap profile 2
hwtype tq4600
name A1
vlan 10
ap-syslog enable
ap-syslog relay-host 10.100.10.240
radio 1
vap 4
enable
network 21

vap 5
enable
network 22

radio 2
dot11n channel-bandwidth 40
vap 6
enable
network 23

vap 7
enable
network 24

!
ap profile 3
hwtype tq4600
name A2
vlan 20
ap-syslog enable
ap-syslog relay-host 10.100.10.240
radio 1
vap 8
enable
network 25

vap 9
enable
network 26

radio 2
dot11n channel-bandwidth 40
vap 10
enable
network 27

vap 11
enable
network 28

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 01-HQ-x8100 設定サンプル その11

!
ap database 0000.0000.0001
location HQ_x930
profile 1

!
ap database 0000.0000.0002
location A1_x510
profile 2

!
ap database 0000.0000.0003
location A2_x510
profile 3

!
ap database 0000.0000.0004
location HQ_x510
profile 1

!
line con 0
line vty 0 4
!
end

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

作成したプロファイルを、アクセスポイ

ントのMACアドレスを紐付ける設定をし

ます。
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■ 02-HQ-x930-1 設定サンプル その1

service password-encryption
!
hostname 02-HQ-x930-1
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 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 auth mstp power-inline
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
!
no stack 1 enable
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group hq,stp
!
ip domain-lookup
no service dhcp-server
no ip multicast-routing
no spanning-tree mode rstp
!
service power-inline
no lacp global-passive-mode enable
!
switch 1 provision x930-52

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

AMFネットワーク名、グループの設定

をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”、

グループを”hq”,”stp”としています。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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-HQ-x930-1 設定サンプル その2

!
vlan database
vlan 10,20,30,40,50,60 state enable

!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2
description Connect_To_AP
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50
switchport trunk native vlan 10
snmp trap link-status

!
interface port1.0.3-1.0.10
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.11
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status

!
interface port1.0.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status

!

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 02-HQ-x930-1 設定サンプル その3

interface port1.0.13
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status

!
interface port1.0.14
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
snmp trap link-status

!
interface port1.0.15
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 50
snmp trap link-status

!
interface port1.0.16-1.0.36
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.37-1.0.44
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.45-1.0.46
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 02-HQ-x930-1 設定サンプル その4

interface port1.0.47-1.0.52
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface sa1
description Connect_To_01-HQ-x8100
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
switchport trunk native vlan 10
snmp trap link-status

!
interface vlan10
ip address 10.100.10.2/24

!
ip route 0.0.0.0/0 10.100.10.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

デフォルトゲートウェイを01-HQ-x8100

に設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 04-HQ-x930-2 設定サンプル その1

!
service password-encryption
!
hostname 04-HQ-x930-2
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 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 atmfnode atmfrr auth wireless
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
radius-server retransmit 10
radius-server key secret
radius-server host 10.100.10.240 key secret
aaa group server radius auth-wireless
server 10.100.10.240 

!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
aaa authentication wireless default group auth-wireless 
no stack 1 enable

!
atmf network-name ATKK-NET
atmf master
atmf area AREA-B id 126 local
atmf area AREA-B password 8 atkkatkk
atmf area AREA-A id 1
atmf backup server id 1 10.100.10.241 username amfop3 
atmf backup 00:01 frequency 12
!
ip domain-lookup

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

RADIUSサーバの設定をします。

要求再送回数を10にし、03-x510に接

続しているRadiusサーバのIPとパス

ワードを設定します。

AMFネットワーク名、マスター、コント

ローラ、エリア、バックアップサーバの

設定をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

エリア名を”AREA-A”と”AREA-B”とし

ています。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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-HQ-x930-2 設定サンプル その2

no service dhcp-server
no ip multicast-routing
spanning-tree mode rstp
no lacp global-passive-mode enable
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list hardware vlink
permit ip 192.168.0.10/32 10.100.110.4/32

!
class-map vlink
match access-group vlink

!
policy-map vlink
class default
class vlink
remark new-cos 4 both

!
switch 1 provision x930-52
vlan database
vlan 110-111 state enable

interface port1.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 111
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.46
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.47
switchport
switchport atmf-arealink remote-area AREA-A vlan 3002
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
service-policy input vlink
snmp trap link-status

データプレーンのトラフィックがＡＭＦの

接続性に与える影響を最小限にするた

めに、AMFバーチャルリンクを使用す

るノード(バーチャルリンクの両端ノー

ド）では、対向ノードからのパケットを優

先的に処理するよう設定します。

バーチャルリンクのパケットを優先制

御させるために、アクセスリストを設定

します。始点ポート(本社)と終点ポート

のIPを設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 04-HQ-x930-2 設定サンプル その3

interface port1.0.48
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 110
switchport trunk native vlan none
service-policy input vlink
snmp trap link-status

!
interface port1.0.49-1.0.52
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface vlan110
ip address 10.100.110.4/24

!
interface vlan111
ip address 10.100.111.254/24

!
atmf virtual-link id 1 ip 10.100.110.4 remote-id 1 remote-ip 192.168.0.10 
!
ip radius source-interface lo
ip route 0.0.0.0/0 10.100.110.254
!
ntp server 10.100.10.241
!
wireless
country-code jp
wireless enable
discovery ip-list 10.131.40.220
no discovery vlan-list 1
ip address 10.100.110.4/24
radius-attribute auth-mac password user-name

!
network 17
ssid 01-B1-v41
vlan 41
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

本社04-x930と支社B1に対してバー

チャルリンクの設定をします。

ワイヤレスマネージャーがアクセスポ

イントを発見できるように設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

network17から20で支社B1のAP5の設

定をします。SSID名、VLAN、セキュリ

ティー方式、暗号化方式、パスワードを

設定します。

network17,19だけ、あらかじめ登録して

あるMACアドレスを元に認証を行う設

定をし、ゲストとは別のVLANに接続で

きるようにします。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。
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■ 04-HQ-x930-2 設定サンプル その4

network 18
ssid 01-B1-v42
vlan 42
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

network 19
ssid 01-B1-v43
vlan 43
security mode wpa-personal
mac authentication radius
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk
radius group-name auth auth-wireless

network 20
ssid 01-B1-v44
vlan 44
security mode wpa-personal
wpa ciphers ccmp
wpa versions wpa2
wpa key atkkatkk

!
ap profile 1
hwtype tq4600
name HQ
vlan 10
ap-syslog enable
ap-syslog relay-host 10.100.10.240
radio 1
vap 0
network 17

vap 1
enable
network 18

radio 2
dot11n channel-bandwidth 40
vap 2
enable
network 19

vap 3
enable

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

本社、支社B1のアクセスポイントのプ

ロファイルを設定します。
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■ 04-HQ-x930-2 設定サンプル その5

network 20
ap database 0000.0000.0005
location B1

!
line con 0
line vty 0 4
end

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク



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

Solution No. 16-03-22-05

25

■ 05-HQ-AR4050S 設定サンプル その1

!
service password-encryption
!
hostname 05-HQ-AR4050S
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 level notices 
!
no service ssh
!
autoboot enable
!
service telnet
!
no service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap atmf auth
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group hq
!
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
!

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

AMFネットワーク名、グループ名の設

定をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

グループ名を”hq”としています。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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-HQ-AR4050S設定サンプル その2

vlan database
vlan 220 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.0.3-1.0.8
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface eth1
ip address 192.168.0.5/24
snmp trap link-status

!
interface sa1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 220
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface vlan220
ip address 10.100.220.5/24

!
router ospf
ospf router-id 250.0.0.5
network 192.168.0.0/24 area 0
redistribute connected
redistribute static
default-information originate

!

ルーティング情報を得るために、OSPF

の設定をします。

ここでは、隣接するネットワークアドレ

スを設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 05-HQ-AR4050S 設定サンプル その3

!
ip route 0.0.0.0/0 10.100.220.254
ip route 10.100.10.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.20.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.30.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.40.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.50.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.70.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.110.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.111.0/24 10.100.220.254
ip route 10.100.250.1/32 10.100.220.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

各VLANごとにルート情報をstaticに登

録します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 06-A1-AR4050S 設定サンプル その1

!
service password-encryption
!
hostname 06-A1-AR4050S
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 level notices 
!
no service ssh
!
service telnet
no service http
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap atmf auth
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group A1
!
ip domain-lookup
no service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no lacp global-passive-mode enable
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 100 state enable

!

AMFネットワーク名、グループの設定

をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

グループ名を”A1”としています。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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-A1-AR4050S 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 100
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.7
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.8
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface eth1
ip address 192.168.0.6/24
snmp trap link-status

!
interface vlan100
ip address 10.2.0.6/24

!
router ospf
network 10.2.0.0/24 area 0
network 192.168.0.0/24 area 0

!
line con 0
line vty 0 4
!
end

ルーティング情報を得るために、OSPF

の設定をします。

ここでは、隣接するネットワークアドレ

スを設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 07-A1-x510 設定サンプル その1

service password-encryption
!
hostname 07-A1-x510
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 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 auth power-inline
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
!
no stack 1 enable
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group A1
!
ip domain-lookup

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

AMFネットワーク名、グループの設定

をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

グループ名を”A1”としています。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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-A1-x510 設定サンプル その2

ip dhcp pool vlan10
network 10.2.10.0 255.255.255.0
range 10.2.10.101 10.2.10.200
host 10.2.10.220 001a.ebab.4e40
default-router 10.2.10.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan11
network 10.2.11.0 255.255.255.0
range 10.2.11.101 10.2.11.200
default-router 10.2.11.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan12
network 10.2.12.0 255.255.255.0
range 10.2.12.101 10.2.12.200
default-router 10.2.12.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan13
network 10.2.13.0 255.255.255.0
range 10.2.13.101 10.2.13.200
default-router 10.2.13.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan14
network 10.2.14.0 255.255.255.0
range 10.2.14.101 10.2.14.200
default-router 10.2.14.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no lacp global-passive-mode enable
no spanning-tree rstp enable
!

必要に応じ、各VLANでDHCPの設定し

ます。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 07-A1-x510 設定サンプル その3

mls qos enable
access-list hardware vlink
permit ip 10.100.250.1/32 10.2.0.7/32

!
class-map vlink
match access-group vlink

!
policy-map vlink
class default
class vlink
remark new-cos 4 both

!
switch 1 provision x510-52
!
vlan database
vlan 10-14,100 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 11-14
switchport trunk native vlan 10
snmp trap link-status

!
interface port1.0.3-1.0.47
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.48
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100
switchport trunk native vlan none
service-policy input vlink
snmp trap link-status

!
interface port1.0.49-1.0.52
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!

データプレーンのトラフィックがＡＭＦの

接続性に与える影響を最小限にするた

めに、AMFバーチャルリンクを使用す

るノード(バーチャルリンクの両端ノー

ド）では、対向ノードからのパケットを優

先的に処理するよう設定します。

バーチャルリンクのパケットを優先制

御させるために、アクセスリストを設定

します。始点ポート(本社)と終点ポート

のIPを設定します。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 07-A1-x510 設定サンプル その4

interface vlan10
ip address 10.2.10.254/24

!
interface vlan11
ip address 10.2.11.254/24

!
interface vlan12
ip address 10.2.12.254/24

!
interface vlan13
ip address 10.2.13.254/24

!
interface vlan14
ip address 10.2.14.254/24

!
interface vlan100
ip address 10.2.0.7/24

!
atmf virtual-link id 1 ip 10.2.0.7 remote-id 1 remote-ip 10.100.250.1 
!
router ospf
network 10.2.0.0/24 area 0.0.0.0
redistribute connected

!
line con 0
line vty 0 4
!
end

ルーティング情報を得るために、OSPF

の設定をします。

ここでは、隣接するネットワークアドレ

スを設定します。

本社と支社A1に対してバーチャルリン

クの設定をします。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 08-A2-AR4050S 設定サンプル その1

!
service password-encryption
!
hostname 08-A2-AR4050S
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 level notices 
!
no service ssh
!
service telnet
!
no service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap atmf auth
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group A2
!
ip domain-lookup
!
ip dhcp pool vlan20
network 10.3.20.0 255.255.255.0
range 10.3.20.101 10.3.20.200
host 10.3.20.220 001a.ebab.5440
default-router 10.3.20.254
subnet-mask 255.255.255.0

!

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

必要に応じ、各VLANでDHCPの設定し

ます。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

AMFネットワーク名、グループの設定

をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

グループ名をA2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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■ 08-A2-AR4050S 設定サンプル その2

ip dhcp pool vlan21
network 10.3.21.0 255.255.255.0
range 10.3.21.101 10.3.21.200
default-router 10.3.21.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan22
network 10.3.22.0 255.255.255.0
range 10.3.22.101 10.3.22.200
default-router 10.3.22.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan23
network 10.3.23.0 255.255.255.0
range 10.3.23.101 10.3.23.200
default-router 10.3.23.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan24
network 10.3.24.0 255.255.255.0
range 10.3.24.101 10.3.24.200
default-router 10.3.24.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
!
service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no lacp global-passive-mode enable
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 20-24 state enable

!

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 08-A2-AR4050S設定サンプル その3

interface port1.0.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 21-24
switchport trunk native vlan 20
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.8
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface eth1
ip address 192.168.0.8/24
snmp trap link-status

!
interface vlan20
ip address 10.3.20.254/24

!
interface vlan21
ip address 10.3.21.254/24

!
interface vlan22
ip address 10.3.22.254/24

!
interface vlan23
ip address 10.3.23.254/24

!
interface vlan24
ip address 10.3.24.254/24

!
atmf virtual-link id 1 ip 192.168.0.8 remote-id 4094 remote-ip 10.100.250.1 
!
router ospf
network 192.168.0.0/24 area 0
redistribute connected

!
line con 0
line vty 0 4
!
end

ルーティング情報を得るために、OSPF

の設定をします。

ここでは、隣接するネットワークアドレ

スを設定します。

本社と支社A2に対してバーチャルリン

クの設定をします。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 09-A2-x510 設定サンプル その1

service password-encryption
!
hostname 09-A2-x510
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 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 auth power-inline
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
!
no stack 1 enable
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group A2
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no lacp global-passive-mode enable
no spanning-tree rstp enable
!

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

AMFネットワーク名、グループ名の設

定をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

グループを”A2”としています。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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-A2-x510 設定サンプル その2

switch 1 provision x510-52
vlan database
vlan 20-24 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 21-24
switchport trunk native vlan 20
snmp trap link-status

!
interface port1.0.3-1.0.46
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.47
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 21-24
switchport trunk native vlan 20
snmp trap link-status

!
interface port1.0.48
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 21-24
switchport trunk native vlan 20
snmp trap link-status

!
interface port1.0.49-1.0.52
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface vlan20
ip address 10.3.20.9/24

!
ip route 0.0.0.0/0 10.3.20.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

08-A2-AR4050SのIPをデフォルトゲー

トウェイに設定する。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 10-B1-AR4050S 設定サンプル その1

service password-encryption
!
hostname 10-B1-AR4050S
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.100.10.240
log host 10.100.10.240 level informational 
log host 10.100.10.240 level notices 
!
no service ssh
!
service telnet
no service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server community private rw 
snmp-server community public 
snmp-server host 10.100.10.240 informs version 2c private
snmp-server host 10.100.10.240 version 2c private
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name ATKK-NET
atmf group B1
!
ip domain-lookup
!
ip dhcp pool vlan40
network 10.131.40.0 255.255.255.0
range 10.131.40.101 10.131.40.200
host 10.131.40.220 001a.ebab.5420
default-router 10.131.40.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan41
network 10.131.41.0 255.255.255.0
range 10.131.41.101 10.131.41.200
default-router 10.131.41.254
subnet-mask 255.255.255.0

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサーバ

へログの転送を行います。

宛先アドレスは03-x510に接続している

syslogサーバのIPに設定します。

SNMPを設定します。SNMPは、version 

2c を使用します。宛先アドレスは本社

のx510に接続しているSNMPサーバの

IPに設定します。

タイムゾーンはNTPを使用して時刻を

自動的に調整するために必要なパラ

メータです。

必要に応じ、各VLANでDHCPの設定し

ます。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

AMFネットワーク名、グループの設定

をします。

ここではネットワーク名を”ATKK-NET”

グループ名をB1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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■ 10-B1-AR4050S 設定サンプル その2

ip dhcp pool vlan42
network 10.131.42.0 255.255.255.0
range 10.131.42.101 10.131.42.200
default-router 10.131.42.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan43
network 10.131.43.0 255.255.255.0
range 10.131.43.101 10.131.43.200
default-router 10.131.43.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool vlan44
network 10.131.44.0 255.255.255.0
range 10.131.44.101 10.131.44.200
default-router 10.131.44.254
subnet-mask 255.255.255.0

!
!
!
service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no lacp global-passive-mode enable
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 40-44 state enable

!
interface port1.0.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 41-44
switchport trunk native vlan 40
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.8
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク

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。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。
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■ 10-B1-AR4050S 設定サンプル その3

interface eth1
ip address 192.168.0.10/24

!
interface vlan40
ip address 10.131.40.254/24

!
interface vlan41
ip address 10.131.41.254/24

!
interface vlan42
ip address 10.131.42.254/24

!
interface vlan43
ip address 10.131.43.254/24

!
interface vlan44
ip address 10.131.44.254/24

!
atmf virtual-link id 1 ip 192.168.0.10 remote-id 1 remote-ip 10.10.110.4 
!
router ospf
network 192.168.0.0/24 area 0
redistribute connected

!
line con 0
line vty 0 4
!
end

ルーティング情報を得るために、OSPF

の設定をします。

ここでは、隣接するネットワークアドレ

スを設定します。

本社と支社B1に対してバーチャルリン

クの設定をします。

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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■ 制限事項・仕様

■ 制限事項

1. ワイヤレスマネージャーがRADIUSサーバに問い合わせをする場合、
ip radius source-interfaceコマンドが適応されず、サーバに最も近い
インターフェースのアドレスが使用されます。障害対策として複数
経路を使用できるようにしている場合は、それらのインターフェー
スもRADIUSサーバが許容する問い合わせ元として設定してください。

■ 仕様

1. 仮想リンク経由で接続しているAMFノードのオートリカバリーを行
う場合、リカバリー対象ノードにAMFリンクかAMFクロスリンクで
接続した隣接ノードが必要です。また、リカバリー対象ノードと隣
接ノードがともにF/W 5.4.5-1.1以降で動作している必要があります。

2. AR4050Sのethポートでは、IPマルチキャストルーティングが未サ
ポートである為、マルチキャストの使用はできません。

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リリースノートをご参照ください。

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

アライドテレシス コアスイッチ・ルータで実現する

エンタープライズ リモートAMF ネットワーク
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