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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN

■■ 概要概要

■主な目的■主な目的

◇◇ キャリア・アクセス・エッジやインターネットマンションキャリア・アクセス・エッジやインターネットマンション//ホテルにホテルに
最適なネットワークを構築したい最適なネットワークを構築したい

◇◇ マルチプルマルチプルVLANVLANのようにポート間の通信制御を行いセキュリのようにポート間の通信制御を行いセキュリ
ティーコントロールを行いたいティーコントロールを行いたい

◇◇ リンクアグリゲーションリンクアグリゲーション(LAG)(LAG)やや 802.1Q802.1Q TagTagも併用し柔軟性・も併用し柔軟性・
拡張性を維持したい拡張性を維持したい

マルチプルVLANの特徴として、VLANが設定された各ポートにDown LinkとUp Linkを設定しDown Link間の通信
は制限し、Down LinkとUp Link 間の通信のみを許可する事でセキュリティーを保ちながら、設計の柔軟性を向
上させます。本構成では、そのマルチプルVLANの特徴を残しつつ、Down Link側のポートをTagポートとしUp 
Link側にLAGやTagを併用することでLAGによる回線冗長・帯域拡張、Tagによる物理回線の有効活用を実現し
ます。
さらに、Down Link側では各ポート間の通信を完全に遮断する Isolated 構成や、他ポート間通信は遮断をしつつ、
同一 Community group 間であれば、通信を許可するCommunity構成の２種類の構成をサポートします。
よって、柔軟性・可用性に優れたネットワークの構築を実現し、様々なユーザや環境に対応が可能となります。
本資料では、x900シリーズとx600シリーズを用いた場合の構成例を解説します。

注) 本機能のサポートバージョンは、x900シリーズではVer.5.3.4-0.5から、x600シリーズではVer.5.3.4-0.6から
と異なりますのでご注意下さい。
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■■ 構築のポイント構築のポイント x900x900シリーズでの構築シリーズでの構築
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SBx908同士の接続にはLAGと
Tag VLAN ( VLAN 10,20,30,100) 
を使用します

管理用VLAN100をTagポートに
アサインすることでSNMP等の筐
体のマネジメント機能についても
併用可能となります。

Isolated下ではUp Link側の
端末だけ通信ができます。
同じVLANのMTU/MDUが存
在していたとしても通信で
きません。

Community Group下では
Uplink側と、同じGroup内で同
じVLANのMTU/MDUとだけ通
信可能です

Up Link側からはすべての
MTU/MDUと通信可能です。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ 構築のポイント構築のポイント x600x600シリーズでの構築シリーズでの構築
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1.1.5 1.1.11
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SBx908同士の接続にはリンクア
グリゲーションと TagVLAN
( VLAN 10,20,30,100) を使用し
ます

管理用VLAN100をTagポートに
アサインすることでSNMP等の筐
体のマネジメント機能についても
併用可能です。

Isolatedに接続されている
MTU/MDUはUpLink側のみ通
信ができ、同一VLANに属し
ていても他のMTU/MDUへは
通信はできません。

UpLink側からはすべての
MTU/MDUと通信可能です。

Community Groupに接続され
ているMTU/MDUは
Uplink側と、同じGroup内かつ
同じVLANのMTU/MDUとだけ
通信可能です。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ 構築のポイント構築のポイント その１その１ (( x900x900シリーズシリーズ / x600/ x600シリーズシリーズ 共通共通 ))

現在、xシリーズの Private VLAN (マルチプルVLAN）では、スイッチポートにおいて
単独でのみ使用することが可能であり、Tagポートとの併用がサポートされておりません。

しかし、本構成例のようにPolicy-Map 機能を用いることで Private VLAN (マルチプル
VLAN）と同様の動作を実現可能となり、さらに、QoSで本動作を実現するためTagとの
併用が可能となります。

基本設定
通信用のキュー（0～7）を 絞り無効にすることで、通信制御を行なっています。

 Up Link 側の設定
全てのキューが有効となっていますが、その際の本構成上の動作としては、Tag ID に
より、該当のVLAN ID が所属するポートのみにパケットを送信します。
例) V10 の Tag Packet を受信した際には、VLAN10に所属するポートのみ送信、

V20 の Tag Packet を受信した際には、VLAN20に所属するポートからのみ送信。

 Isolated 側の設定
キュー7以外の全てのキューが無効となっており、その際の本構成上の動作としては、
Up Link 側のみへパケットを転送し、他のポート 及び、他のVLANへのパケット送信は
致しません。

 Community 側の設定
キュー7 及び Community Group での使用のため予約した２つの以外、全キューが
無効となっており、その際の本構成上の動作としては、 Up Link 側のみへパケットを
転送し、他のポート 及び、他のVLANへのパケット送信は致しません。
しかし、同一の Community Group へはパケットを転送し、異なる Community Group
へはパケットを転送しないという、Isolated 設定よりも柔軟な動作をします。

Solution No. 10-12-01

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN

■■ 構築のポイント構築のポイント その２その２ ( x600( x600シリーズのみシリーズのみ ))

 x900シリーズとx600シリーズでの差分
機能の動作に差分はありませんが、設定コマンドが若干異なります。コマンドの差分
については以下の表をご覧いただき、具体的な設定方法は次ページ以降の設定サンプ
ルをご参照下さい。

x900シリーズ x600シリーズ
wrr-queue group weight wrr-queue weight
set queue remark new-cos internal
無し mls qos map cos-queue

コマンド
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■■ x900x900シリーズによる構成例シリーズによる構成例 SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx908_1
!
log host 192.168.100.100
log host 192.168.100.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server community private rw
snmp-server host 192.168.100.100 version 2c private
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 4000 permit any any
!
class-map ALL_Packet
match access-group 4000

!
policy-map UpLink
class default
class ALL_Packet
set queue 7

!
policy-map Isolated
class default
class ALL_Packet
set queue 0

!
policy-map Community_Group1
class default
class ALL_Packet
set queue 4

!
policy-map Community_Group2
class default
class ALL_Packet
set queue 5

!

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

Private VLANと同等の動作をQoSの機
能で実現し、Tagポートとの併用を行
うSBx908のコンフィグです。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。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。

QoSを有効にし、受信したすべてのパ
ケットをQoSへ適用するためのアクセ
スリストを作成します。

UpLinkポートで受信したパケットを送
信キュー7へ格納するポリシーマップ
を作成し、クラスマップを適用します。

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。

Isolatedポートで受信したパケットを
送信キュー0へ格納するポリシーマッ
プを作成し、クラスマップを適用しま
す。

Commuunity_Group1のポートで受信
したパケットを送信キュー4へ格納す
るポリシーマップを作成し、クラス
マップを適用します。

Commuunity_Group2のポートで受信
したパケットを送信キュー5へ格納す
るポリシーマップを作成し、クラス
マップを適用します。

Solution No. 10-12-01
アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x900x900シリーズによる構成例シリーズによる構成例 SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
vlan database
vlan 10,20,30,100 state enable

!
interface port1.1.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 0
wrr-queue group 1 weight 6 queues 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 2
wrr-queue group 1 weight 6 queues 3
wrr-queue group 1 weight 6 queues 4
wrr-queue group 1 weight 6 queues 5
wrr-queue group 1 weight 6 queues 6
wrr-queue group 1 weight 6 queues 7
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2-1.1.4
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.1.5
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!

SBx908_2へは2ポートのリンクアグ
リゲーションを用いて接続します。
VLAN 10/20/30/100のタグポートに
アサインし、static-channne-group1 に
所属させます。
また、wrr-queue group weight コマン
ドでWRR（重み付きラウンドロビ
ン）スケジューリング方式に設定し、
すべてのキューの重み付けを同じにし
ます。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN10 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

Solution No. 10-12-01
アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x900x900シリーズによる構成例シリーズによる構成例 SBx908_SBx908_11 設定サンプル設定サンプル そのその33

interface port1.1.6
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.1.7
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.1.8
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN10 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN30 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN20 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

Solution No. 10-12-01
アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x900x900シリーズによる構成例シリーズによる構成例 SBx908_SBx908_11 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface port1.1.9-1.1.12
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.2.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 0
wrr-queue group 1 weight 6 queues 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 2
wrr-queue group 1 weight 6 queues 3
wrr-queue group 1 weight 6 queues 4
wrr-queue group 1 weight 6 queues 5
wrr-queue group 1 weight 6 queues 6
wrr-queue group 1 weight 6 queues 7
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2-1.2.8
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!

SBx908_2へは2ポートのリンクアグリ
ゲーションを用いて接続します。
VLAN 10/20/30/100のタグポートにア
サインし、static-channne-group1 に所
属させます。
また、wrr-queue group weight コマン
ドでWRR（重み付きラウンドロビ
ン）スケジューリング方式に設定し、
すべてのキューの重み付けを同じにし
ます。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

Solution No. 10-12-01
アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN



9Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

■■ x900x900シリーズによる構成例シリーズによる構成例 SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプル そのその55

interface port1.2.9-1.2.10
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input Community_Group1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 0
wrr-queue group 1 weight 6 queues 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 2
wrr-queue group 1 weight 6 queues 3
wrr-queue group 1 weight 6 queues 4
wrr-queue group 1 weight 6 queues 5
wrr-queue group 1 weight 6 queues 6
wrr-queue group 1 weight 6 queues 7
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.2.11-1.2.12
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input Community_Group2
wrr-queue group 1 weight 6 queues 0
wrr-queue group 1 weight 6 queues 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 2
wrr-queue group 1 weight 6 queues 3
wrr-queue group 1 weight 6 queues 4
wrr-queue group 1 weight 6 queues 5
wrr-queue group 1 weight 6 queues 6
wrr-queue group 1 weight 6 queues 7
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN30 のタグポートにアサインしま
す。
wrr-queue group weight コマンドで
WRR（重み付きラウンドロビン）ス
ケジューリング方式に設定し、すべて
のキューの重み付けを同じにします。
また、本ポートはCommunity_Group 1
ポートとなるので受信したパケットを
送信キュー4へ格納するポリシーマッ
プCommunity_Group1を適用し,
他のCommunity Groupと他のIsolated
ポートから受信したパケットを遮断し、
Community_Group1とUplinkから受信
したパケットのみを出力させるために
wrr-queue disableコマンドを用いて
キュー4と7以外の送信キューを無効に
します。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN30 のタグポートにアサインしま
す。
wrr-queue group weight コマンドで
WRR（重み付きラウンドロビン）ス
ケジューリング方式に設定し、すべて
のキューの重み付けを同じにします。
また、本ポートはCommunity_Group2 
ポートとなるので受信したパケットを
送信キュー5へ格納するポリシーマッ
プCommunity_Group2を適用し,
他のCommunity Groupと他のIsolated
ポートから受信したパケットを遮断し、
Community_Group2とUplinkから受信
したパケットのみを出力させるために
wrr-queue disableコマンドを用いて
キュー5と7以外の送信キューを無効に
します。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

Solution No. 10-12-01

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x900x900シリーズによる構成例シリーズによる構成例 SBx908_1 SBx908_1 設定サンプル設定サンプル そのその66

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
service-policy input UpLink
wrr-queue group 1 weight 6 queues 0
wrr-queue group 1 weight 6 queues 1
wrr-queue group 1 weight 6 queues 2
wrr-queue group 1 weight 6 queues 3
wrr-queue group 1 weight 6 queues 4
wrr-queue group 1 weight 6 queues 5
wrr-queue group 1 weight 6 queues 6
wrr-queue group 1 weight 6 queues 7
snmp trap link-status

!
interface vlan100
ip address 192.168.100.1/25

!
ntp server 192.168.100.100 
line con 0
line vty 0 4
!
end

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

saインターフェースは、static-
channel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
また、本ポートはUpLinkポートとなる
ので受信したパケットを送信キュー7
へ格納するポリシーマップUpLinkを適
用します。
wrr-queue group weight コマンドの設
定はstatic-channel-groupを作成した時
に自動的に引き継がれます。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

マネージメント用のInterfaceとして
VLAN100にIPアドレスを設定します。

Solution No. 10-12-01

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x600x600シリーズによる構成例シリーズによる構成例 x600_1 x600_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600_1
!
log host 192.168.100.100
log host 192.168.100.100 level notices!
clock timezone JST plus 9:00!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server community private rw
snmp-server host 192.168.100.100 version 2c private
!
spanning-tree mode rstp
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos map cos-queue 0 to 0
mls qos map cos-queue 1 to 1
mls qos map cos-queue 2 to 2
mls qos enable
access-list 4000 permit any any
!
class-map ALL_Packet
match access-group 4000

!
policy-map UpLink
class default
class ALL_Packet
remark new-cos 7 internal

!
policy-map Isolated
class default
class ALL_Packet
remark new-cos 0 internal

!
policy-map Community_Group1
class default
class ALL_Packet
remark new-cos 4 internal

!
policy-map Community_Group2
class default
class ALL_Packet
remark new-cos 5 internal

!

Solution No. 10-12-01

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

CLI やSNMP 上で機器を識別するため
のホスト名を設定しておくと機器管理
がしやすくなります。

Private VLANと同等の動作をQoSの機
能で実現し、Tagポートとの併用を行
うx600のコンフィグです。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。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。

QoSを有効にし、受信したすべてのパ
ケットをQoSへ適用するためのアクセ
スリストを作成します。
また、管理を容易にするためにCoS値
と送信キューの値を同一に設定します。

UpLinkポートで受信したパケットを送
信キュー7へ格納するポリシーマップ
を作成し、クラスマップを適用します。

作成したアクセスリストをクラスマッ
プに関連付けます。

Isolatedポートで受信したパケットを
送信キュー0へ格納するポリシーマッ
プを作成し、クラスマップを適用しま
す。

Commuunity_Group1のポートで受信
したパケットを送信キュー4へ格納す
るポリシーマップを作成し、クラス
マップを適用します。

Commuunity_Group2のポートで受信
したパケットを送信キュー5へ格納す
るポリシーマップを作成し、クラス
マップを適用します。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x600x600シリーズによる構成例シリーズによる構成例 x600_1x600_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
vlan database
vlan 10,20,30,100 state enable

!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
wrr-queue weight 6 queues 0
wrr-queue weight 6 queues 1
wrr-queue weight 6 queues 2
wrr-queue weight 6 queues 3
wrr-queue weight 6 queues 4
wrr-queue weight 6 queues 5
wrr-queue weight 6 queues 6
wrr-queue weight 6 queues 7
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2-1.0.4
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.5
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.0.6-1.0.8
switchport
switchport mode access

!

Solution No. 10-12-01

SBx908_2へは2ポートのリンクアグリ
ゲーションを用いて接続します。
VLAN 10/20/30/100のタグポートにア
サインし、static-channne-group1 に所
属させます。
また、wrr-queue weight コマンドで
WRR（重み付きラウンドロビン）ス
ケジューリング方式に設定し、すべて
のキューの重み付けを同じにします。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN10 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x600x600シリーズによる構成例シリーズによる構成例 x600_1 x600_1 設定サンプル設定サンプル そのその33

interface port1.0.9
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.0.10-1.0.12
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.13
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.0.14-1.0.16
switchport
switchport mode access

!

Solution No. 10-12-01

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN30 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN20 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x600x600シリーズによる構成例シリーズによる構成例 x600_1 x600_1 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface port1.0.17
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10
switchport trunk native vlan none
service-policy input Isolated
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.0.18-1.0.24
switchport
switchport mode access

!
interface port1.0.25
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
wrr-queue weight 6 queues 0
wrr-queue weight 6 queues 1
wrr-queue weight 6 queues 2
wrr-queue weight 6 queues 3
wrr-queue weight 6 queues 4
wrr-queue weight 6 queues 5
wrr-queue weight 6 queues 6
wrr-queue weight 6 queues 7
snmp trap link-status

!
interface port1.0.26-1.0.28
switchport
switchport mode access

!

Solution No. 10-12-01

SBx908_2へは2ポートのリンクアグリ
ゲーションを用いて接続します。
VLAN 10/20/30/100のタグポートにア
サインし、static-channne-group1 に所
属させます。
また、wrr-queue weight コマンドで
WRR（重み付きラウンドロビン）ス
ケジューリング方式に設定し、すべて
のキューの重み付けを同じにします。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN10 のタグポートにアサインしま
す。
また、本ポートはIsolatedポートとな
るので受信したパケットを送信キュー
0へ格納するポリシーマップIsolatedを
適用し他のポートから受信したパケッ
トを遮断しUplinkから受信したパケッ
トのみを出力させるためにwrr-queue 
disableコマンドを用いてキュー7以外
の送信キューを無効にします
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x600x600シリーズによる構成例シリーズによる構成例 x600_1 x600_1 設定サンプル設定サンプル そのその55

interface port1.0.29-1.0.32
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input Community_Group1
wrr-queue weight 6 queues 0
wrr-queue weight 6 queues 1
wrr-queue weight 6 queues 2
wrr-queue weight 6 queues 3
wrr-queue weight 6 queues 4
wrr-queue weight 6 queues 5
wrr-queue weight 6 queues 6
wrr-queue weight 6 queues 7
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 5
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!
interface port1.0.33-1.0.36
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30
switchport trunk native vlan none
service-policy input Community_Group2
wrr-queue weight 6 queues 0
wrr-queue weight 6 queues 1
wrr-queue weight 6 queues 2
wrr-queue weight 6 queues 3
wrr-queue weight 6 queues 4
wrr-queue weight 6 queues 5
wrr-queue weight 6 queues 6
wrr-queue weight 6 queues 7
wrr-queue disable queues 0
wrr-queue disable queues 1
wrr-queue disable queues 2
wrr-queue disable queues 3
wrr-queue disable queues 4
wrr-queue disable queues 6
snmp trap link-status

!

Solution No. 10-12-01

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN30 のタグポートにアサインしま
す。
wrr-queue weight コマンドでWRR
（重み付きラウンドロビン）スケ
ジューリング方式に設定し、すべての
キューの重み付けを同じにします。
また、本ポートはCommunity_Group 1
ポートとなるので受信したパケットを
送信キュー4へ格納するポリシーマッ
プCommunity_Group1を適用し,
他のCommunity Groupと他のIsolated
ポートから受信したパケットを遮断し、
Community_Group1とUplinkから受信
したパケットのみを出力させるために
wrr-queue disableコマンドを用いて
キュー4と7以外の送信キューを無効に
します。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

MTU/MDUへはtagで接続するため、
VLAN30 のタグポートにアサインしま
す。wrr-queue weight コマンドで
WRR（重み付きラウンドロビン）ス
ケジューリング方式に設定し、すべて
のキューの重み付けを同じにします。
また、本ポートはCommunity_Group2 
ポートとなるので受信したパケットを
送信キュー5へ格納するポリシーマッ
プCommunity_Group2を適用し,
他のCommunity Groupと他のIsolated
ポートから受信したパケットを遮断し、
Community_Group2とUplinkから受信
したパケットのみを出力させるために
wrr-queue disableコマンドを用いて
キュー5と7以外の送信キューを無効に
します。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x600x600シリーズによる構成例シリーズによる構成例 x600_1 x600_1 設定サンプル設定サンプル そのその66

interface port1.0.37-1.0.50
switchport
switchport mode access

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
service-policy input UpLink
wrr-queue weight 6 queues 0
wrr-queue weight 6 queues 1
wrr-queue weight 6 queues 2
wrr-queue weight 6 queues 3
wrr-queue weight 6 queues 4
wrr-queue weight 6 queues 5
wrr-queue weight 6 queues 6
wrr-queue weight 6 queues 7
snmp trap link-status

!
interface vlan100
ip address 192.168.100.1/25

!
ntp server 192.168.100.100
!
line con 0
exec-timeout 0 0
length 0

line vty 0 4
!
end

Solution No. 10-12-01

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

saインターフェースは、static-
channel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
また、本ポートはUpLinkポートとなる
ので受信したパケットを送信キュー7
へ格納するポリシーマップUpLinkを適
用します。
wrr-queue weight コマンドの設定は
static-channel-groupを作成した時に自
動的に引き継がれます。
LinkDown時にSNMPトラップを送信さ
せるためにlink-statusトラップを設定
します。

マネージメント用のInterfaceとして
VLAN100にIPアドレスを設定します。

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x900 / x600x900 / x600シリーズ両構成例共通シリーズ両構成例共通 SBx908_2 SBx908_2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx908_2
!

log host 192.168.100.100
log host 192.168.100.100 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server community private rw
snmp-server host 192.168.100.100 version 2c private
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 10,20,30,100 state enable

!
interface port1.1.1-1.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.1.3-1.1.4
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.1.5
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!

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。

デフォルトではRSTPが有効です。
本構成例ではRSTPは使用しませんの
で、RSTPを無効に設定します。

UpLink からのパケットに対してL3 
ルーティングを行うSBx908のコン
フィグです。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。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。

SBx908_1またはx600_1へは2ポート
のリンクアグリゲーションを用いて接
続します。VLAN 10, 20, 30, 100のタ
グポートにアサインし、static-
channne-group1 に所属させます。ま
た、LinkDown時にSNMPトラップを送
信させるためにlink-statusトラップを
設定します。

VLAN100を管理用VLANとし,その
VLANにSNMP・SYSlogサーバを接続
するためにVLAN100を割り振ります。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

Solution No. 10-12-01
アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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■■ x900 / x600x900 / x600シリーズ両構成例共通シリーズ両構成例共通 SBx908_2 SBx908_2 設定サンプル設定サンプル そのその22

interface port1.1.6-1.1.10
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface port1.1.11
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
snmp trap link-status

!
interface port1.1.12
switchport
switchport mode access
snmp trap link-status

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,100
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
!
interface vlan10
ip address 192.168.10.2/23

!
interface vlan20
ip address 175.16.20.2/17

!
interface vlan30
ip address 10.0.30.2/18

!
interface vlan100
ip address 192.168.100.2/25

!

ntp server 192.168.100.100 
line con 0
line vty 0 4
!
end

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
自動的に時刻が補正されるようにしま
す。

VLAN100を管理用VLANとし,その
VLANにSNMP ・SYSlogサーバを接続
するためにVLAN100を割り振ります。
また、LinkDown時にSNMPトラップを
送信させるためにlink-statusトラップ
を設定します。

各VLANにIPアドレスを設定します。

saインターフェースは、static-
channel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。 VLAN 10, 20, 30, 
100のタグポートにアサインし、また、
LinkDown時にSNMPトラップを送信す
るように link-statusトラップを設定し
ます。

Solution No. 10-12-01
アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズと
ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズで実現する

Policy-Map Based Secure VLAN
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