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■■ 概要概要

■■ 主な目的主な目的

◇◇ コアスイッチを冗長化し、信頼性を高めたいコアスイッチを冗長化し、信頼性を高めたい
◇◇ 容易なネットワーク管理・運用を実現したい容易なネットワーク管理・運用を実現したい
◇◇ ネットワークの管理・運用に掛かるコストを削減したいネットワークの管理・運用に掛かるコストを削減したい

現在、ネットワーク上で扱う情報は、ネットワークの利便性の高さから非常に重要なものが多くなっており、
それに伴いネットワークには高い可用性が求められます。可用性の高いネットワークを構築した場合、ネット
ワーク構成の複雑化やネットワークを構成するスイッチの台数も多くなります。そのことに比例して、複雑な
ネットワークの管理手順が必要となったり、運用していくにあたりネットワークの高い技術スキルを持つ人員
が多く必要となったりと、ネットワークの管理・運用に掛かるコストが増加してしまい、結果として、可用性
は高いが管理・運用が複雑でコストの掛かるネットワークとなってしまいます。これを避ける為には、多種多
様な構成が存在するネットワークを容易に管理・運用する方法が求められます。

本資料は、スケーラブル・シャーシスイッチであるSwitchBlade x8100 2台をコアスイッチとした可用性の高
いスター型の冗長化構成に、容易なネットワークの管理・運用を実現するu-VCFを利用したスター型u-VCFソ
リューションをご紹介致します。
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■■ 制限事項・仕様制限事項・仕様

1.AMFを利用する際には、AMFマスターとなるSBx8100にUSBメモリが必要となります。

2.AMFマスターを複数設置する場合は、マスター同士をAMFクロスリンクで接続する必要
があります。間にAMFメンバーノードが入る構成も可能ですが、その場合もマスター間
のリンクはすべてクロスリンクに設定する必要があります。

3.一度AMFのネットワークを構成した後に、ノードが消失すると、ノードが消えた旨を表
す以下のログが15分おきに出力されます。

2013 Feb 14 12:56:31 daemon.err x8100_1 ntpd_intres[26444]: host name not found: 
host_xxxx_xxxx_xxxx.atmf

4.atmf reboot -rollingコマンド を使用してのF/W アップグレードの際、USBメモリの一つ
のフォルダ内に保存するF/Wのファイル数は20個以内にしてください。

5. AMFとｘSTPの同一ポートでの併用はできません。

6.共有リンクを持つEPSRノードでは、Priorityが高いEPSRドメインのみEPSR Masterを
配置可能となります。

7.共有リンクをEPSRドメインのブロックポートにすることは出来ません。

8. EPSR-SLPを使用するにあたり、Common-linkを共有する全てのドメインは、データ
VLANが同一である必要があります。従って、EPSRドメイン間で異なるVLANを使用
している場合、一致するVLANについてはEPSR-SLPでまとめることが可能ですが、
一致しないVLANについては、別途EPSRドメインを作成する必要があります。

(例) フロア1で使用しているVLANが1～10、フロア2で使用しているVLANが2～11、
フロア3で使用しているVLANが3～12の場合

フロア1：ドメイン1(EPSR-SLP) － VLAN3～10
ドメイン2(EPSR) － VLAN1～2

フロア2：ドメイン3(EPSR-SLP) － VLAN3～10
ドメイン4(EPSR) － VLAN2,11

フロア3：ドメイン5(EPSR-SLP)－ VLAN3～10
ドメイン6(EPSR) － VLAN11,12

9.SBx8100にて作成可能なEPSRドメイン数は16となります。その為、EPSRを利用して
SBx8100と接続するディストリビューションスイッチで構成するリング数としては
16リングまでとなります。

10.SBx8100のMACアドレス登録数、IPv4ホスト登録数、IPv4ルート登録数は実装するイン
ターフェースモジュールの組み合わせや拡張コマンド（platform routingratio）により異
なります。（詳細等につきましては、コマンドリファレンス等のマニュアルを参照願い
ます）
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2台のSBx8100は、AMFマスターとして

動作し、構成内の各スイッチをAMFに

て管理致します。

また、VRRPを使用することでネット

ワークコアの冗長化も実現しています。

EPSR-SLPを使用するドメイン全て、ディストリビュー

ションスイッチをEPSR Masterとしています。

これは、「Common-linkを持つノードでは最もPriority
が高いEPSRドメインのみがEPSR Masterを配置可

能」というEPSR-SLPの仕様により、ネットワークコア

をMasterとした場合、Masterを持つことが可能なドメ

インが１つのみとなってしまうためです。

2台AMFマスター間の接続は、atmf-
crosslinkを使用します。それ以外の

ノード間の接続にはatmf-linkを使用し

ます。

x510_VCS配下のVLAN11のために、

3つ目のEPSRドメインを作成してい

ます。

これは、Common-linkを通すデータ

VLANは、Common-linkを使用する

全てのドメインで同一である必要があ

るため、VLAN11をEPSRドメイン2に

含めることが出来ないためです。

SBx8100とx610間ではPIM-SM
を使用し、マルチキャスト配信をし

ています。
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■■ SBx81SBx810000_1_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname SBx8100_1
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
platform routingratio ipv4only weighting unicast
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap chassis epsr ospf pim vrrp
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
radius-server local
server enable
nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
nas 10.10.0.5 key x8100_1
nas 10.10.0.6 key x8100_1
group vlan1
vlan 1

group vlan10
vlan 10

group vlan2
vlan 2

group vlan3
vlan 3

group vlan4
vlan 4

group vlan5
vlan 5

group vlan6
vlan 6

group vlan7
vlan 7

group vlan8
vlan 8

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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2c を使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

platform routing-ratio ipv4only 
weighting unicastコマンドにより、
テーブル全体をIPv4用として使用しま
す。さらにマルチキャスト用の領域か
ら1Kぶんをユニキャスト用に使用しま
す。

認証で使用するLocalRadiusServerの
設定をします。
MAC認証、dot1x、Web認証用のユー
ザーを設定します。
別途外部RadiusServerを設置する場合
は必要ありません。
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■■ SBx81SBx810000_1_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

group vlan9
vlan 9

user xx-xx-xx-xx-xx-xx encrypted password xxxx group vlan2
user dot1x encrypted password xxxx
user web encrypted password xxxx
user vlan1 encrypted password xxxx group vlan1
user vlan10 encrypted password xxxx group vlan10
user vlan2 encrypted password xxxx group vlan2
user vlan3 encrypted password xxxx group vlan3
user vlan4 encrypted password xxxx group vlan4
user vlan5 encrypted password xxxx group vlan5
user vlan6 encrypted password xxxx group vlan6
user vlan7 encrypted password xxxx group vlan7
user vlan8 encrypted password xxxx group vlan8
user vlan9 encrypted password xxxx group vlan9

!
atmf network-name allied
atmf master
!
ip domain-lookup
!
!
!
no service dhcp-server
!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
platform silicon-profile profile2
!
card 1 provision xe6
card 2 provision ge24
!
vlan database
vlan 2-12,14,16,101-103 state enable

!
ip pim rp-address 10.38.0.8
!

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”allied” としています。
また、SBx8100_1はAMFマスターとし
て使用するので、amtf masterコマンド
で、マスターを有効にします。

platform silicon-profile pfofile2 コマン
ドにより、SBx81CFC400, SBx81XS6, 
SBx81GS24a を使用した際のテーブ
ルサイズの最大値を変更します。

使用するVLANを作成します。

PIM-SMで使用する、ランデブーポイ
ントを設定します。
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■■ SBx81SBx810000_1_1 設定サンプル設定サンプル そのその33

interface port1.1.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10,101
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2
switchport
switchport atmf-crosslink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11,16,101-103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.3-1.1.4
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.5
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 12
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.6
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 14
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.2.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11,102-103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2-1.2.24
switchport
switchport mode access

!

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン
クアグリゲーション、SNMP リンク
Trapを設定します。

これらのポートは、EPSRリング接続
用ポートです。また、port1.1.2は、
Common-linkです。
また、これらのポートはAMFリンクと
なり、port1.1.2はマスター間の接続な
ので、クロスリンクに設定しています。

AMFノードと接続するポートに、
atmf-linkの設定をします。
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!
interface lo
ip address 192.168.1.1/32

!
interface vlan1
ip address 10.1.0.1/16

!
interface vlan2
ip address 10.2.0.1/16

!
interface vlan3
ip address 10.3.0.1/16

!
interface vlan4
ip address 10.4.0.1/16

!
interface vlan5
ip address 10.5.0.1/16

!
interface vlan6
ip address 10.6.0.1/16

!
interface vlan7
ip address 10.7.0.1/16

!
interface vlan8
ip address 10.8.0.1/16

!
interface vlan9
ip address 10.9.0.1/16

!
interface vlan10
ip address 10.10.0.1/16

!
interface vlan11
ip address 10.11.0.1/16

!
interface vlan12
ip address 10.12.0.1/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan14
ip address 10.14.0.1/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan16
ip address 10.16.0.1/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。
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!
epsr configuration
epsr domain1 mode transit controlvlan 101
epsr domain1 datavlan 1-10
epsr domain1 enhancedrecovery enable
epsr domain1 priority 101
epsr domain1 state enabled
epsr domain2 mode transit controlvlan 102
epsr domain2 datavlan 1-10
epsr domain2 enhancedrecovery enable
epsr domain2 priority 102
epsr domain2 state enabled
epsr domain3 mode transit controlvlan 103
epsr domain3 datavlan 11
epsr domain3 enhancedrecovery enable
epsr domain3 state enabled

!
router ospf
ospf router-id 0.0.0.1
network 10.12.0.0/16 area 0
network 10.14.0.0/16 area 0
network 10.16.0.0/16 area 0
redistribute connected

!
router vrrp 1 vlan1
virtual-ip 10.1.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 2 vlan2
virtual-ip 10.2.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 3 vlan3
virtual-ip 10.3.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 4 vlan4
virtual-ip 10.4.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 5 vlan5
virtual-ip 10.5.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 6 vlan6
virtual-ip 10.6.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 7 vlan7
virtual-ip 10.7.0.10 backup
priority 101
enable

enable

EPSRドメインを設定しています。
ドメイン1～2まではスーパーループプ
リベンション機能を使用しているので、
Priorityを設定しています。この設定で
は、ドメイン3が最もPriorityが高く
なっています。
ドメイン3はサーバーファーム用の
VLANを収容するためのドメインです。
また、2重障害に対応するため、エン
ハンスドリカバリーを有効にしていま
す。

本機はL3スイッチとして動作するため、
OSPFの設定を行います。

ネットワークコアの冗長化を実現する
ため、VRRPを設定しています。
本機を通常時のMasterとするため、
Priority値を101と設定しています。
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■■ SBx81SBx810000_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその66

router vrrp 8 vlan8
virtual-ip 10.8.0.10 backup
priority 101

router vrrp 9 vlan9
virtual-ip 10.9.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 10 vlan10
virtual-ip 10.10.0.10 backup
priority 101
enable

router vrrp 11 vlan11
virtual-ip 10.11.0.10 backup
priority 101
enable

!
ip route 192.168.1.2/32 10.1.0.2
ip route 192.168.1.3/32 10.1.0.3
ip route 192.168.1.4/32 10.1.0.4
ip route 192.168.1.5/32 10.1.0.5
ip route 192.168.1.6/32 10.1.0.6
ip route 192.168.1.7/32 10.12.0.7
ip route 192.168.1.7/32 10.13.0.7
ip route 192.168.1.8/32 10.14.0.8
ip route 192.168.1.8/32 10.15.0.8
!
ntp server 10.11.255.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

本ネットワークを構成する他の機器の
lo interface アドレスへのスタティック
ルートを設定しています。
これは、コアスイッチから他の機器へ
のTelnetアクセス、SNMP Managerか
らの監視パケットの宛先設定を目的と
しています。

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。
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スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ SBx81SBx810000__22 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname SBx8100_2
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
platform routingratio ipv4only weighting unicast
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap chassis epsr ospf pim vrrp
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
radius-server local
server enable
nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
nas 10.10.0.5 key x8100_2
nas 10.10.0.6 key x8100_2
group vlan1
vlan 1

group vlan10
vlan 10

group vlan2
vlan 2

group vlan3
vlan 3

group vlan4
vlan 4

group vlan5
vlan 5

group vlan6
vlan 6

group vlan7
vlan 7

group vlan8
vlan 8

本機は、SBx8100_1とVRRPを構成し
ます。そのため、設定内容は基本的に
SBx8100_1に準じます。
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■■ SBx81SBx810000__22 設定サンプル設定サンプル そのその22

group vlan9
vlan 9

user xx-xx-xx-xx-xx-xx encrypted password xxxx group vlan2
user dot1x encrypted password xxxx
user web encrypted password xxxx
user vlan1 encrypted password xxxx group vlan1
user vlan10 encrypted password xxxx group vlan10
user vlan2 encrypted password xxxx group vlan2
user vlan3 encrypted password xxxx group vlan3
user vlan4 encrypted password xxxx group vlan4
user vlan5 encrypted password xxxx group vlan5
user vlan6 encrypted password xxxx group vlan6
user vlan7 encrypted password xxxx group vlan7
user vlan8 encrypted password xxxx group vlan8
user vlan9 encrypted password xxxx group vlan9

!
atmf network-name allied
atmf master
!
ip domain-lookup
!
!
!
!
no service dhcp-server
!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
platform silicon-profile profile2
!
card 1 provision xe6
card 2 provision ge24
!

本機は、SBx8100_1とVRRPを構成し
ます。そのため、設定内容は基本的に
SBx8100_1に準じます。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”allied” としています。
また、SBx8100_2はAMFマスターとし
て使用するので、atmf masterコマンド
で、マスターを有効にします。
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■■ SBx81SBx810000__22 設定サンプル設定サンプル そのその33

vlan database
vlan 2-13,15-16,101-103 state enable

!
ip pim rp-address 10.38.0.8
!
interface port1.1.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10,101
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2
switchport
switchport atmf-crosslink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11,16,101-103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.3-1.1.4
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.5
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 13
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.1.6
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 15
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.2.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11,102-103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2-1.2.24
switchport
switchport mode access
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■■ SBx81SBx810000__22 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface lo
ip address 192.168.1.2/32

!
interface vlan1
ip address 10.1.0.2/16

!
interface vlan2
ip address 10.2.0.2/16

!
interface vlan3
ip address 10.3.0.2/16

!
interface vlan4
ip address 10.4.0.2/16

!
interface vlan5
ip address 10.5.0.2/16

!
interface vlan6
ip address 10.6.0.2/16

!
interface vlan7
ip address 10.7.0.2/16

!
interface vlan8
ip address 10.8.0.2/16

!
interface vlan9
ip address 10.9.0.2/16

!
interface vlan10
ip address 10.10.0.2/16

!
interface vlan11
ip address 10.11.0.2/16

!
interface vlan13
ip address 10.13.0.2/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan15
ip address 10.15.0.2/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan16
ip address 10.16.0.2/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
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スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ SBx81SBx810000__22 設定サンプル設定サンプル そのその55

epsr configuration
epsr domain1 mode transit controlvlan 101
epsr domain1 datavlan 1-10
epsr domain1 enhancedrecovery enable
epsr domain1 priority 101
epsr domain1 state enabled
epsr domain2 mode transit controlvlan 102
epsr domain2 datavlan 1-10
epsr domain2 enhancedrecovery enable
epsr domain2 priority 102
epsr domain2 state enabled
epsr domain3 mode transit controlvlan 103
epsr domain3 datavlan 11
epsr domain3 enhancedrecovery enable
epsr domain3 state enabled

!
router ospf
ospf router-id 0.0.0.2
network 10.13.0.0/16 area 0
network 10.15.0.0/16 area 0
network 10.16.0.0/16 area 0
redistribute connected

!
router vrrp 1 vlan1
virtual-ip 10.1.0.10 backup
enable

router vrrp 2 vlan2
virtual-ip 10.2.0.10 backup
enable

router vrrp 3 vlan3
virtual-ip 10.3.0.10 backup
enable

router vrrp 4 vlan4
virtual-ip 10.4.0.10 backup
enable

router vrrp 5 vlan5
virtual-ip 10.5.0.10 backup
enable

router vrrp 6 vlan6
virtual-ip 10.6.0.10 backup
enable

router vrrp 7 vlan7
virtual-ip 10.7.0.10 backup
enable

router vrrp 8 vlan8
virtual-ip 10.8.0.10 backup
enable

router vrrp 9 vlan9
virtual-ip 10.9.0.10 backup
enable

router vrrp 10 vlan10
virtual-ip 10.10.0.10 backup
enable

ネットワークコアの冗長化を実現する
ため、VRRPを設定しています。
本機を通常時のBackkupとするため、
Priority値はデフォルトの100を使用し
ています。

本機はL3スイッチとして動作するため、
OSPFの設定を行います。

EPSRドメインを設定しています。
ドメイン1～2まではスーパーループプ
リベンション機能を使用しているので、
Priorityを設定しています。この設定で
は、ドメイン3が最もPriorityが高く
なっています。
ドメイン3はサーバーファーム用の
VLANを収容するためのドメインです。
また、2重障害に対応するため、エン
ハンスドリカバリーを有効にしていま
す。
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■■ SBx81SBx810000__22 設定サンプル設定サンプル そのその66

router vrrp 11 vlan11
virtual-ip 10.11.0.10 backup
enable

!
ip route 192.168.1.3/32 10.1.0.3
ip route 192.168.1.4/32 10.1.0.4
ip route 192.168.1.5/32 10.1.0.5
ip route 192.168.1.6/32 10.1.0.6
ip route 192.168.1.7/32 10.12.0.7
ip route 192.168.1.7/32 10.13.0.7
ip route 192.168.1.8/32 10.14.0.8
ip route 192.168.1.8/32 10.15.0.8
!
ntp server 10.11.255.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end
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■■ SBSBx9x908_08_VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname SBx908_VCS
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap epsr vcs
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
crypto pki trustpoint local
!
crypto pki enroll local
!
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 2
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 64
!
atmf network-name allied
!
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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2c を使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”allied” としています。

VCSに関連した設定を行います。バー
チャルMAC、レジリエンシーリンクの
使用などを設定しています。
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スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ SBSBx90x908_8_VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
!
!
no service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806

!
class-map TaggedARP
match eth-format ethii-tagged protocol 0806

!
policy-map CtrlPkts
class default
class UntaggedARP
set queue 6

class TaggedARP
set queue 6

!
switch 1 provision x908
switch 1 bay 1 provision xem-2
switch 1 bay 2 provision xem-12
switch 2 provision x908
switch 2 bay 1 provision xem-2
switch 2 bay 2 provision xem-12

ARPパケットを優先制御させるための、
QoSの設定を行います。
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■■ SBSBx90x908_8_VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
vlan database
vlan 2-10,101 state enable

!
interface port1.1.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10,101
switchport trunk native vlan none
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2
switchport
switchport mode access

!
interface port1.2.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2-1.2.12
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port2.1.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10,101
switchport trunk native vlan none
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface port2.1.2
switchport
switchport mode access

!

使用する VLAN を作成します。

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン
クアグリゲーション、SNMP リンク
Trapを設定します。

Port1.1.1, 2.1.1は、EPSRリング接続
用ポートです。

AMFノードと接続するポートに、
atmf-linkの設定をします。
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■■ SBSBx90x908_8_VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface port2.2.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.2.2-2.2.12
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface lo
ip address 192.168.1.3/32

!
interface sa1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface vlan1
ip address 10.1.0.3/16

!
interface vlan2
ip address 10.2.0.3/16

!
interface vlan3
ip address 10.3.0.3/16

!
interface vlan4
ip address 10.4.0.3/16

!
interface vlan5
ip address 10.5.0.3/16

!
interface vlan6
ip address 10.6.0.3/16

!
interface vlan7
ip address 10.7.0.3/16

!
interface vlan8
ip address 10.8.0.3/16

!

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。

配下のx510_1とはLAGで接続していま
す。
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interface vlan9
ip address 10.9.0.3/16

!
interface vlan10
ip address 10.10.0.3/16

!
epsr configuration
epsr domain1 mode master controlvlan 101 primaryport port1.1.1
epsr domain1 datavlan 1-10
epsr domain1 enhancedrecovery enable
epsr domain1 priority 101
epsr domain1 state enabled

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.2.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.3.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.4.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.5.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.6.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.7.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.8.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.9.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.10.0.10
!
ntp server 10.11.255.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

EPSRドメインを設定しています。
ドメイン1ではデータVLANとして1～
10を使用します。また、コントロール
VLANは101を使用します。
スーパーループプリベンション機能を
使用しているので、Priority値を設定し
ています。ここでは、101と設定して
います。

本機はL2スイッチとして動作するため、
VLAN1～10までのデフォルトルートを
設定しています。指定しているIPアド
レスはVRRPのVIPアドレスです。

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。
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■■ x6x61010__VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

service password-encryption
!
hostname x610_VCS
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap epsr vcs
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
crypto pki trustpoint local
!
crypto pki enroll local
!
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 3583
stack resiliencylink vlan4000
stack 1 priority 64
!
atmf network-name allied
!
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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2c を使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

VCSに関連した設定を行います。バー
チャルMAC、レジリエンシーリンクの
使用などを設定しています。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”allied” としています。
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!
no service dhcp-server
!
no ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
switch 1 provision x610-48
switch 2 provision x610-48
!
vlan database
vlan 2-11,102-103 state enable

!
interface port1.0.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11,102-103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.24
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.25
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.0.26-1.0.47
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.48
switchport
switchport resiliencylink

!
interface port1.0.49-1.0.50
switchport
switchport mode access

!
interface port2.0.1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11,102-103
switchport trunk native vlan none
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。

Port1.0.1, 2.0.1は、EPSRリング接続
用ポートです。

AMFノードと接続するポートに、
atmf-linkの設定をします。
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Solution No. 13-04-17

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x6x61010__VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port2.0.2-2.0.24
switchport
switchport mode access

!
interface port2.0.25
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.0.26-2.0.47
switchport
switchport mode access

!
interface port2.0.48
switchport
switchport resiliencylink

!
interface port2.0.49-2.0.50
switchport
switchport mode access

!
interface lo
ip address 192.168.1.4/32

!
interface sa1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11
switchport trunk native vlan none

!
interface vlan1
ip address 10.1.0.4/16

!
interface vlan2
ip address 10.2.0.4/16

!
interface vlan3
ip address 10.3.0.4/16

!
interface vlan4
ip address 10.4.0.4/16

!
interface vlan5
ip address 10.5.0.4/16

!
interface vlan6
ip address 10.6.0.4/16

!

配下のx510_2との接続はLAGを使用し
ます。

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。
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Solution No. 13-04-17

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x6x61010__VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface vlan7
ip address 10.7.0.4/16

!
interface vlan8
ip address 10.8.0.4/16

!
interface vlan9
ip address 10.9.0.4/16

!
interface vlan10
ip address 10.10.0.4/16

!
interface vlan11
ip address 10.11.0.4/16

!
epsr configuration
epsr domain2 mode master controlvlan 102 primaryport port1.0.1
epsr domain2 datavlan 1-10
epsr domain2 enhancedrecovery enable
epsr domain2 priority 102
epsr domain2 state enabled
epsr domain3 mode master controlvlan 103 primaryport port1.0.1
epsr domain3 datavlan 11
epsr domain3 enhancedrecovery enable
epsr domain3 state enabled

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.2.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.3.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.4.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.5.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.6.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.7.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.8.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.9.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.10.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.11.0.10
!
ntp server 10.11.255.254
!
line con 0
line vty 0 4
!

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。

本機はL2スイッチとして動作するため、
VLAN1～10までのデフォルトルートを
設定しています。指定しているIPアド
レスはVRRPのVIPアドレスです。

EPSRドメインを設定しています。
ドメイン2ではデータVLANとして1～
10を使用します。また、コントロール
VLANは102を使用します。
スーパーループプリベンション機能を
使用しているので、Priority値を設定し
ています。ここでは、102と設定して
います。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname x610_1
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap ospf pim
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
!
no stack 1 enable
!
atmf network-name allied
!
ip domain-lookup
!
!
!
no service dhcp-server
!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
service power-inline
no spanning-tree rstp enable
!
switch 1 provision x610-48
!

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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2c を使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”allied” としています。
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Solution No. 13-04-17

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその22

vlan database
vlan 12-13,17-26 state enable

!
ip pim rp-address 10.38.0.8
!
interface port1.0.1-1.0.16
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.17
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 17
snmp trap link-status

!
interface port1.0.18-1.0.24
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.0.25-1.0.26
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.27
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 17
snmp trap link-status

!
interface port1.0.28
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 18
snmp trap link-status

!
interface port1.0.29
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 19
snmp trap link-status

!
interface port1.0.30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status

!
interface port1.0.31
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 21

使用する VLAN を作成します。

必要に応じ、各ポートに VLAN 、リン
クアグリゲーション、SNMP リンク
Trapを設定します。

PIM-SMで使用する、ランデブーポイ
ントを設定します。
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Solution No. 13-04-17

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその33

snmp trap link-status
!
interface port1.0.32
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 22
snmp trap link-status

!
interface port1.0.33
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 23
snmp trap link-status

!
interface port1.0.34
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 24
snmp trap link-status

!
interface port1.0.35
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 25
snmp trap link-status

!
interface port1.0.36
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 26
snmp trap link-status

!
interface port1.0.37-1.0.48
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 17-26
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.0.49
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 12
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.0.50
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 13
switchport trunk native vlan none

AMFノードとの接続ポートにatmf-link
の設定を行います。
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Solution No. 13-04-17

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその44

snmp trap link-status
!
interface port1.1.1-1.1.2
switchport
switchport mode access

!
interface lo
ip address 192.168.1.7/32

!
interface vlan12
ip address 10.12.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan13
ip address 10.13.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan17
ip address 10.17.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan18
ip address 10.18.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan19
ip address 10.19.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan20
ip address 10.20.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan21
ip address 10.21.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan22
ip address 10.22.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan23
ip address 10.23.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

マルチキャスト配信を行うため、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。

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610_1x610_1 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
interface vlan24
ip address 10.24.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan25
ip address 10.25.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan26
ip address 10.26.0.7/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
router ospf
ospf router-id 0.0.0.3
network 10.12.0.0/16 area 0
network 10.13.0.0/16 area 0
redistribute connected

!
ntp server 10.11.255.254
!
line con 0
line vty 0 4
!

本機はL3スイッチとして動作するため、
OSPFの設定を行います。

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610__22 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname x610_2
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap ospf pim
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
!
!
no stack 1 enable
!
atmf network-name allied
!
ip domain-lookup
!
!
!
no service dhcp-server
!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
service power-inline
no spanning-tree rstp enable
!
switch 1 provision x610-24
!
vlan database
vlan 14-15,27-38 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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2c を使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

使用する VLAN を作成します。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”allied” としています。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610__22設定サンプル設定サンプル そのその22

ip pim rp-address 10.38.0.8
!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 38
snmp trap link-status

!
interface port1.0.3-1.0.7
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.8
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 28
snmp trap link-status

!
interface port1.0.9
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 29
snmp trap link-status

!
interface port1.0.10
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status

!
interface port1.0.11
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 31
snmp trap link-status

!
interface port1.0.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 32
snmp trap link-status

!
interface port1.0.13
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 33
snmp trap link-status

!
interface port1.0.14
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 34
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。

PIM-SMで使用する、ランデブーポイ
ントを設定します。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610__22 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port1.0.15
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 35
snmp trap link-status

!
interface port1.0.16
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 36
snmp trap link-status

!
interface port1.0.17
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 37
snmp trap link-status

!
interface port1.0.18
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 38
snmp trap link-status

!
interface port1.0.19-1.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 28-37
snmp trap link-status

!
interface port1.0.25
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 14
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.0.26
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 15
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface lo
ip address 192.168.1.8/32

!
interface vlan14
ip address 10.14.0.8/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

AMFノードとの接続ポートにatmf-link
の設定を行います。

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610x610__22 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface vlan15
ip address 10.15.0.8/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan27
ip address 10.27.0.8/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan28
ip address 10.28.0.8/16

!
interface vlan29
ip address 10.29.0.8/16

!
interface vlan30
ip address 10.30.0.8/16

!
interface vlan31
ip address 10.31.0.8/16

!
interface vlan32
ip address 10.32.0.8/16

!
interface vlan33
ip address 10.33.0.8/16

!
interface vlan34
ip address 10.34.0.8/16

!
interface vlan35
ip address 10.35.0.8/16

!
interface vlan36
ip address 10.36.0.8/16

!
interface vlan37
ip address 10.37.0.8/16

!
interface vlan38
ip address 10.38.0.8/16
ip igmp
ip pim sparse-mode

マルチキャスト配信を行うため、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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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x610_2 x610_2 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
router ospf
ospf router-id 0.0.0.4
network 10.14.0.0/16 area 0
network 10.15.0.0/16 area 0
redistribute connected

!
ntp server 10.11.255.254

!
line con 0
line vty 0 4
!
end

本機はL3スイッチとして動作するため、
OSPFの設定を行います。

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x510_1 x510_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname x510_1
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
service telnet
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap loopprot
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
radius-server host 10.10.0.1 key x8100_1
radius-server host 10.10.0.2 key x8100_2
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authentication auth-mac default group radius
aaa authentication auth-web default group radius
!
atmf network-name allied
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
spanning-tree mode rstp
!
loop-protection loop-detect
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 4000 deny any 0100.5e00.0012 0000.0000.0000
access-list 4001 permit any 0000.f427.7101 0000.0000.0000
!
class-map denyVRRP
match access-group 4000

!

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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2c を使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

AMFネットワーク名を設定します。こ
こでは、”allied” としています。

x510_1では、Tri-Authを使用します。
認証で使用するRadiusServerの設定と、
Tri-Authの設定を行います。

QoS を有効にし、SBx8100が送信す
るVRRPパケットがクライアントPCに
まで届かないように遮断するポリシー
マップを設定をしています。
本ネットワークでは、コアからエッジ
までタグを使用して通しているため、
VRRPパケットが末端まで届いてしま
います。それを防ぐために設定を入れ
ています。



37Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

Solution No. 13-04-17

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x510_1 x510_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

class-map LDF
match access-group 4001

!
policy-map VRRPadver
class default
class denyVRRP

!
policy-map LDFctrl
class default
class LDF
police single-rate 512 4096 4096 action drop-red

!
switch 1 provision x510-52
!
vlan database
vlan 2-10 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1

!
interface port1.0.3-1.0.48
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant
auth dynamic-vlan-creation type multi

!
interface port1.0.49-1.0.50
switchport
switchport mode access

!
interface lo
ip address 192.168.1.5/32

!
interface sa1
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
service-policy input VRRPadver
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。

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。

本構成では、LDFのport-disable、vlan-
disableアクションを使用するため、
LDFの帯域を制限するためのQoS設定
を行います。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x510_1 x510_1 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface vlan1
ip address 10.1.0.5/16

!
interface vlan2
ip address 10.2.0.5/16

!
interface vlan3
ip address 10.3.0.5/16

!
interface vlan4
ip address 10.4.0.5/16

!
interface vlan5
ip address 10.5.0.5/16

!
interface vlan6
ip address 10.6.0.5/16

!
interface vlan7
ip address 10.7.0.5/16

!
interface vlan8
ip address 10.8.0.5/16

!
interface vlan9
ip address 10.9.0.5/16

!
interface vlan10
ip address 10.10.0.5/16

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.2.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.3.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.4.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.5.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.6.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.7.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.8.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.9.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.10.0.10
!
ntp server 10.11.255.254
line con 0
line vty 0 4
!
end

本機はL2スイッチとして動作するため、
VLAN1～10までのデフォルトルートを
設定しています。指定しているIPアド
レスはVRRPのVIPアドレスです。

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ xx551010_2 _2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!service password-encryption
!
hostname x510_2
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 10.11.255.254
log host 10.11.255.254 level informational
!
no service ssh
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap loopprot
snmp-server community public
snmp-server host 10.11.255.254 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
radius-server host 10.10.0.1 key x8100_1
radius-server host 10.10.0.2 key x8100_2
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authentication auth-mac default group radius
aaa authentication auth-web default group radius
!
atmf network-name allied
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server
spanning-tree mode rstp
!
loop-protection loop-detect
no ipv6 mld snooping
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 4000 deny any 0100.5e00.0012 0000.0000.0000
access-list 4001 permit any 0000.f427.7101 0000.0000.0000
!
class-map denyVRRP
match access-group 4000

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。

SNMP 及びタイムゾーン設定を行いま
す。
SNMP は、version 2cを使用します。
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。

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー
バーへログの転送を行います。

x510_2では、Tri-Authを使用します。
認証で使用するRadiusServerの設定と、
Tri-Authの設定を追加します。

AMFネットワーク名を設定します。こ
こでは、”allied” としています。

QoS を有効にし、SBx8100が送信す
るVRRPパケットがクライアントPCに
まで届かないように遮断するポリシー
マップを設定をしています。
本ネットワークでは、コアからエッジ
までタグを使用して通しているため、
VRRPパケットが末端まで届いてしま
います。それを防ぐために設定を入れ
ています。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ xx551010_2 _2 設定サンプル設定サンプル そのその22

class-map LDF
match access-group 4001

!
policy-map VRRPadver
class default
class denyVRRP

!

policy-map LDFctrl
class default
class LDF
police single-rate 512 4096 4096 action drop-red

!
switch 1 provision x510-28
!
vlan database
vlan 2-11 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1

!
interface port1.0.3-1.0.5
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-10
switchport trunk native vlan none
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.6
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 2
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

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。

認証ポートに、Tri-Authの設定を行い
ます。認証モードは、マルチサプリカ
ントモードを使用します。

本構成では、LDFのport-disable、vlan-
disableアクションを使用するため、
LDFの帯域を制限するためのQoS設定
を行います。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ xx551010_2 _2 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port1.0.7
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 3
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable 

dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.8
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 4
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.9
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 5
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.10
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 6
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ xx551010_2_2 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port1.0.11
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 7
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto 
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.12
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 8
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.13
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 9
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

!
interface port1.0.14
thrash-limiting action none
loop-protection timeout 30
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
service-policy input LDFctrl
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ xx551010_2_2 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
interface port1.0.15-1.0.16
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 11

!
interface port1.0.17-1.0.26
switchport
switchport mode access

!
interface lo
ip address 192.168.1.6/32

!
interface sa1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1-11
switchport trunk native vlan none
service-policy input VRRPadver

!
interface vlan1
ip address 10.1.0.6/16

!
interface vlan2
ip address 10.2.0.6/16

!
interface vlan3
ip address 10.3.0.6/16

!
interface vlan4
ip address 10.4.0.6/16

!
interface vlan5
ip address 10.5.0.6/16

!
interface vlan6
ip address 10.6.0.6/16

!
interface vlan7
ip address 10.7.0.6/16

!
interface vlan8
ip address 10.8.0.6/16

!
interface vlan9
ip address 10.9.0.6/16

!
interface vlan10
ip address 10.10.0.6/16

!
interface vlan11
ip address 10.11.0.6/16

SNMPでの監視、Telnetでのアクセス
用に設定しています。
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アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 でででで実現実現実現実現するするするする

スタースタースタースター型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ xx551010_2_2 設定サンプル設定サンプル そのその66

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.2.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.3.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.4.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.5.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.6.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.7.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.8.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.9.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.10.0.10
ip route 0.0.0.0/0 10.11.0.10
!
ntp server 10.11.255.254
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

デフォルトルートを、VRRPのバー
チャルIPに設定しています。

NTP ServerのIPアドレスを設定してい
ます。
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