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Solution No. 10-03-03

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ 主な目的主な目的

■■ 概要概要

◇◇ 小規模向けエンタープライズ＆監視・リングネットワーク小規模向けエンタープライズ＆監視・リングネットワーク
EPSREPSRマスターにマスターにxxシリーズのシリーズのVCSVCSを用いて機器・回線冗長を実現しを用いて機器・回線冗長を実現し、、さらにさらにEPSREPSR
トランジットには、安価なトランジットには、安価なL2L2スイッチを用いることで信頼性・可用性の高いネットワークスイッチを用いることで信頼性・可用性の高いネットワーク
を低コストで構築を低コストで構築

◇◇ 小～中規模のリングネットワークを構築小～中規模のリングネットワークを構築
◇◇ スパニングツリーを使わずにスパニングツリーを使わずにLayer2Layer2の冗長を実現の冗長を実現

アライドテレシスでは、近年
の監視カメラ用ネットワーク
需要の高まりに対応するため、
リングネットワークの冗長性
と、効率的なマルチキャスト
通信の併用を可能とする機能
を開発し、ご提供しています。

インテリジェントエッジス
イッチに 適なFS900Mシ
リーズでは、リングプロトコ
ルとマルチキャスト通信を組
み合わせた際の親和性を考慮
し、マルチキャスト通信時に
もリングプロトコルの利点で
ある高速な経路切替を実現す
る機能拡張を行いました。

本構成例は、コアスイッチに
x900シリーズを2台使用した
VCSを採用、さらにリング構
成とし、レイヤー2からレイ
ヤー3までの可用性を高めて
います。さらに、リングを構
成するノードには、安価なイ
ンテリジェントエッジスイッ
チを採用し、ネットワーク構
築に必要な費用の低減を提案
する中小規模の監視ネット
ワークに 適なネットワーク
ソリューションです。
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■■ 構築のポイント構築のポイント

GS924M

PIMPIM--SM + IGMPSM + IGMP

SNMPサーバー
NTPサーバー
Syslogサーバー

録画サーバー

監視モニター

x900-VCS

VLAN 20 VLAN 200

アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク

VLAN 10 VLAN 100 VLAN 10VLAN 100

FS926M-PS_1 FS926M-PS_2

監視カメラからの映像は、
VLAN200に設置したモニター

やサーバで確認、記録を行いま
す。

EPSR dom1 :
データVLAN 10  / 100 とコン
トロールVLAN 1000 で構成

管理ネットワークとして
VLNA20を設置、SNMPやNTP、
Syslogを使用してネットワーク

管理を行います。

EPSRのマスタースイッチは
VCSで冗長化、障害発生時も
通信の継続性を確保します。

x900-24XT_1 x900-24XT_2

1.0.24 2.0.24

25 26 2625

1.0.1 2.0.1

業務通信端末はVLAN10、監
視カメラはVLAN100に所属し

ます。

各クライアントのデフォルトゲートウェイには、x900-VCSのVLANインターフェースに設定され
ているIPアドレスを設定します。各監視カメラの記録している映像は、マルチキャストを使用し
て監視モニターや録画サーバーに送られます。x900-VCSは、マルチキャストルーティングを有
効にする他に、マルチキャストルーティングプロトコルも有効にする必要があります。本構成で
はPIM-SMを有効にしています。FS926M-PS及びGS924Mでは、IGMP Snoopingを使用して効率

のよいマルチキャスト通信を実現します。

Solution No. 10-03-03
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ x900x900--VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x900-VCS
!

log host 192.168.20.10
log host 192.168.20.10 level debugging 
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth epsr nsm rmon vcs
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.20.11 version 2c public
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 1
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 64
!

ip multicast-routing
!

no spanning-tree rstp enable
!

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。

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。

初期値ではRSTPが有効です。本構成
例ではRSTPは使用していませんので、
無効化します。

VCS設定を行います。Ver5.3.3から
VCSグループメンバーが共通で使用す
るバーチャルMACアドレスをサポート
しました。VCSのMACアドレスが変更
されず、周囲の機器が保持するFDBの
書き換えが必要ありませんので、ス
ムーズなFailoverを実現します。なお、
バーチャルMACアドレス設定はVCSグ
ループの再起動誤、有効になります。
また、ダブルマスター障害を防止する
レジリエンシーリンクにはeth0イン
ターフェースを指定します。

本構成例ではマルチキャストルーティ
ングを使用します。マルチキャスト
ルーティングを有効にします。マルチ
キャストルーティングを行うには、さ
らにマルチキャストルーティングプロ
トコルを有効にする必要があります。
本構成ではPIM-SMを使用します。

※注

※注
VCS 構成時は、VCS の制御パケットが送信キュー7 を使うため、その他のパケットを送信キュー7 に割り当てないでください。
具体的には、mls qos map cos-queue, mls qos map mark-dscp, mls qos map policed-dscp, mls qos queue, set queue の各コマンド
で送信キュー7を指定しないようにしてください。

特に、cos-queue マップの初期設定では、CoS 値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS 構成時は送信キュー
「7」を使わないよう、mls qos map cos-queue コマンドでマッピングを変更してください。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ x900x900--VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
mls qos enable
!

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

!

policy-map CtrlPkts1
class default
class TaggedARP
set queue 5

!

vlan database
vlan 10,20,100,200,1000 state enable

!
ip pim bsr-candidate vlan100
ip pim rp-candidate vlan100
!

x900シリーズでは、CPU宛の通信の負
荷が高い場合でも各プロトコルの制御
パケットを優先的に処理するための
CPP (Control Plane Prioritization)設定
を行うことを推奨します。

QoSを有効にします。

ARPパケットはクラスマップのオプ
ションである、マッチ条件で指定しま
す。

作成したクラスマップを束ねるポリ
シーマップを作成し、クラスマップを
関連付けます。
ここでは、EPSR構成ポートで必要と
なるとTag付ARPパケットについて、
それぞれ必要になるキューを指定する
ためのポリシーとして、CtrlPkts1とい
うポリシーを作成しています。

自身をPIM-SMのBootstrap Routerとし
て動作するようにし、あわせてRP(ラ
ンデブーポイント)となるように設定し
ます。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ x900x900--VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,200
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,200
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,100,1000
switchport trunk native vlan none 
service-policy input CtrlPkts1
snmp trap link-status

!
interface port2.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,100,1000
switchport trunk native vlan none
service-policy input CtrlPkts1
snmp trap link-status

!

SNMPサーバーや、録画サーバが設置
されるGS924Mとの接続リンクを2
ポートのリンクアグリゲーショング
ループで構成します。VLAN20 / 200の
タグポートにアサインし、static-
channne-group1 に指定します。また、
LinkDown時にSNMPトラップを送信す
るように link-statusトラップをそれぞ
れのポートで設定します。

EPSRを構成するスイッチポートに
VLANをアサインします。業務通信が
流れるデータVLANとしてVLAN10、
マルチキャストデータが流れるデータ
VLANとしてVLAN100、EPSRドメイ
ン dom1の制御パケットが流れるコン
トロールVLANとしてVLAN1000を使
用します。タグポートとしてこれら複
数のVLANをアサインしています。
また、事前に作成したCPP用のサービ
スポリシーCtrlPkts1をこれら2つのス
イッチポートに適用し、CPPの優先制
御機能が働くようにします。 後に、
LinkDown時にSNMPトラップを送信す
るように link-statusトラップをそれぞ
れのポートで設定します。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ x900x900--VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 20,200
switchport trunk native vlan none
service-policy input CtrlPkts1

!
interface vlan10
ip address 172.16.10.254/24

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.254/24

!
interface vlan100
ip address 172.16.100.254/24
ip igmp
ip igmp version 2
ip pim sparse-mode

!
interface vlan200
ip address 192.168.200.254/24
ip igmp
ip igmp version 2
ip pim sparse-mode

!

epsr configuration
epsr dom1 mode master controlvlan 1010 primaryport port1.0.24
epsr dom1 datavlan 10,100
epsr dom1 enhancedrecovery enable
epsr dom1 state enabled

!

ntp server 192.168.20.12 
!
end

それぞれのVLANで必要に応じてIPア
ドレスを設定します。
監視カメラが設置されるVLAN100と、
録画サーバーが設置されるVLAN200は
マルチキャスト通信が行われるため、
PIM-SMとIGMPを有効化します。
EPSRコントロールVLANである
VLAN1000にはIPアドレスを設定しま
せん。

EPSRを設定します。EPSRドメイン
dom1のマスターとして動作しますの
で、動作モードをマスターとします。
また、EPSRとマスターでは、プライ
マリーポートの指定が必要です。その
他、コントロールVLANとデータVLAN
をそれぞれ指定します。
EPSRドメイン内の複数箇所同時傷害
発生時でも迅速な障害復旧を和にする、
enhanncedrecoveryモードを有効にし、

後に作成したEPSRドメインを有効
化します。

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。
Tag付ARPパケットパケットを優先制
御するために事前に作成したサービス
ポリシーCtrlPkts1をスイッチポートで
はなく、saインターフェースに適用し
ます。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ FS926MFS926M--PS PS 設定サンプル設定サンプル そのその11

set system name=FS926M-PS_1

create vlan=vlan10 vid=10
add vlan=vlan10 port=1-12 frame=untagged
add vlan=vlan10 port=25-26 frame=tagged
create vlan=vlan100 vid=100
add vlan=vlan100 port=11-24 frame=untagged
add vlan=vlan100 port=25-26 frame=tagged
create vlan=vlan1000 vid=1000
add vlan=vlan1000 port=25-26 frame=tagged
delete vlan=default port=25-26

add ip interface=vlan10 ipaddress=192.168.10.2 mask=255.255.255.0 
gateway=192.168.10.254

add igmpsnooping vlan=100 mcgroup=236.1.1.1
add igmpsnooping vlan=100 mcgroup=236.1.1.2
add igmpsnooping vlan=100 mcgroup=236.1.1.3
add igmpsnooping vlan=100 mcgroup=236.1.1.4
enable igmpsnooping

必要なVLANを作成し、それぞれの
VLANにスイッチポートをアサインし
ます。EPSRを構成する25/26ポートは
VLAN10/100/1000に所属するタグポー
トとします。

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。

IP カメラが接続される VLAN 100 で
は、マルチキャストが使用されるため、
IGMP Snooping を有効にします。本
製品の仕様として、マルチキャストセ
ンダー のみが接続されてレシーバが接
続されていない場合、受信したマルチ
キャストパケットは全てのポートにフ
ラッディングされます。これを防ぐた
めに送受信されるマルチキャストアド
レスを静的に設定します。これによっ
て、登録されたマルチキャストアドレ
スは IGMP Snooping テーブルに登録
されたルータポートにのみ、転送され
るようになります。

管理用として、VLAN10にIPアドレス
を設定します。IPアドレスは各機器で
重複しないように設定してください。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ FS926MFS926M--PS PS 設定サンプル設定サンプル そのその22

enable ntp
add ntp peer=192.168.20.12

enable log output=syslog
set log output=syslog server=192.168.2.10 facility=local0

enable snmp
enable snmp trap=all
enable interface=all linktrap
create snmp community=public access=write open=no trap=all
add snmp community=public traphost=192.168.20.11 manager=192.168.20.11
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

create epsr=dom1 mode=transit controlvlan=vlan1000 deletemcast
add epsr=dom1 datavlan=vlan10
add epsr=dom1 datavlan=vlan100
enable epsr=dom1

EPSR ドメイン “dom1” を作成します。
FS926M-PS_1 は EPSR トランジット
とし、EPSR 制御パケット専用 VLAN 
となるコントロール VLAN の指定と障
害検知時にマルチキャストテーブルを
クリアしてマルチキャスト通信をすば
やく切替るために deletemcast オプ
ションを指定します。合わせて実際の
データが流れるデータ VLAN を指定し、

後に EPSR ドメイン dom1 を有効
化します。

NTP、Syslog及びSNMPの設定を行い
ます。
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アライドテレシス コア・スイッチ AT-x900 シリーズ で実現する

監視カメラに最適なリングネットワーク
■■ GS924M GS924M 設定サンプル設定サンプル

set system name=GS924M_1

create vlan=vlan20 vid=20
add vlan=vlan20 port=1-11 frame=untagged
add vlan=vlan20 port=23-24 frame=tagged
create vlan=vlan200 vid=200
add vlan=vlan200 port=12-22 frame=untagged
add vlan=vlan200 port=23-24 frame=tagged
delete vlan=default port=23-24

add ip interface=vlan20 ipaddress=192.168.20.2 mask=255.255.255.0 
gateway=192.168.20.254

set switch port=23 acceptable=vlan combo=copper
set switch port=24 acceptable=vlan combo=copper
create switch trunk=trunk1 port=23-24 speed=1000m

enable igmpsnooping

enable ntp
add ntp peer=192.168.20.12

enable log output=syslog
set log output=syslog server=192.168.2.10 facility=local0

enable snmp
enable snmp trap=all
enable interface=all linktrap
create snmp community=public access=write open=no trap=all
add snmp community=public traphost=192.168.20.11 manager=192.168.20.11
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

必要なVLANを作成し、それぞれの
VLANにスイッチポートをアサインし
ます。x900-VCSとの接続リンクにな
るport23/24は両方のVLANに所属する
タグポートとします。

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。

IP カメラが接続される VLAN 100 で
は、マルチキャストが使用されるため、
IGMP Snooping を有効にします。

NTP、Syslog及びSNMPの設定を行い
ます。

管理用として、VLAN20にIPアドレス
を設定します。IPアドレスは各機器で
重複しないように設定してください。

port23/24ではタグ付きパケットのみ送
受信されますので、受診可能なフレー
ムタイプはVLANとしてタグ付きフ
レームのみとします。また、x900-
VCSとの接続リンクではリンクアグリ
ゲーション設定が必要なため、ポート
トランキンググループとして設定しま
す。
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