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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ 主な目的主な目的

◇◇ 信頼性・可用性の高いネットワークを構築したい信頼性・可用性の高いネットワークを構築したい
◇◇ 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 Layer2 Layer2 の冗長をしたいの冗長をしたい
◇◇ 様々なクライアントを認証できるネットワークを構築したい様々なクライアントを認証できるネットワークを構築したい
■■ 概要概要

アライドテレシスの独自機能
「Tri-Auth (トライ-オウス)」
を利用した認証ネットワーク
の構成例です。

近年では、ネットワーク自体
に認証機能を付与し、ネット
ワークを利用することができ
るクライアントを制御するこ
とが一般的になりつつありま
す。認証ネットワークでは
様々な構成が考えられますが、
一般的にはクライアントが接
続するエッジスイッチで認証
を行う構成が主流です。

この構成例では、ディストリ
ビューションスイッチで認証
を行い、認証ポイントを集約
することで高価な認証機能対
応スイッチの導入台数を抑え、
導入コストを低減している構
成例です。

コアスイッチの冗長化には
VCS、認証機能には単一ポー
ト上で3つの認証方式を併用
するTri-Auth、さらにネット
ワークループ対策としてルー
プガード機能を使用しており、
セキュリティと可用性を兼ね
備えたアライドテレシスなら
ではのネットワークです。
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VLAN 80

VLAN 90

VLAN 100

VLAN 110

VLAN 130

VLAN 140

VLAN 150

VLAN 160

■■ 構築のポイント構築のポイント

VLAN 10

SBx908_1 SBx908_2

GS924M_1 GS924M_4

Internet AR570S

VLAN 20 VLAN 30

VLAN 40 VLAN 50

Web Auth
RADIUS,

NTP

802.1X Auth
RADIUS,

SNMP

MAC Address Auth
RADIUS,
Syslog

Servers Servers

GS924M_2

x600-24Ts_1

GS924M_3

x600-24Ts_2

SBx908-VCS

管理ネットワークを設置、
SNMPとSyslog、NTPなどに

よるネットワーク管理を行いま
す。

1.1.3 2.1.3

1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2

1.0.3 1.0.4 1.0.3 1.0.4

1.0.211.0.22 1.0.211.0.22

1.0.24

Tri-Authで使用する3つの認証方
式について、それぞれ個別に

RADIUSサーバーを使用します。

エッジスイッチでは、802.1X認
証が使用される可能性があるた
め、EAPフレームを透過できる
ように設定します。これ以外に

必要な設定はありません。

ディストリビューションスイッチ
にはx600-24Tsを使用し、各エッ
ジスイッチが接続されるポート上
でTri-Auth及びマルチプルダイナ

ミックVLANを有効化します。また、
DHCPサーバー機能を使用して、
認証クライアントにIPアドレスを

割り当てます。

コアスイッチには拡張性の高い
SBx908を2台使用したVCSを採
用、可用性と拡張性を確保しま
す。

VLAN 120

認証に成功したクライアントは、
RADIUSサーバーから指定され
たそれぞれのVLANに所属し、
あわせてx600-24Tsで動作して
いるDHCPサーバーから自動的
にIPアドレスを割当られます。

x600-24Ts_3

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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01



3Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

■■ SBx908SBx908--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx908-VCS
!
log host 192.168.30.3
log host 192.168.30.3 level debugging
!
clock timezone JST plus 9:00
snmp-server enable trap auth nsm
snmp-server community public 1
snmp-server host 192.168.20.2 informs version 2c public
!

stack virtual-mac
stack virtual-chasiss-id 1
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 0
!

no spanning-tree rstp enable
!

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。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。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

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グループの再起動後、有効になり
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。

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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

※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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ SBx908SBx908--VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!

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 UntaggedARP
set queue 6

class TaggedARP
set queue 6

!

vlan database
vlan 70,160,170 state enable

!

interface port1.1.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.1.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!

ディストリビューションスイッチの
x600-24Ts_1との接続リンクとなるリ
ンクアグリゲーショングループを作成
します。2ポートで構成し、VLAN170
のタグなしポートとします。

必要なVLANを作成します。

機器のCPU負荷が高くなってしまった
ときでも正常に機能が動作するように
ARPパケットを優先的に処理する
QoS(優先制御) の設定を行います。
QoS機能を有効化後、ARPパケットを
class-mapで定義します。match条件と
してタグ付きとタグなしの 2種類をそ
れぞれ定義する必要がありますのでご
注意下さい。
最後に作成したpolicy-mapを束ねて
class-mapとして定義し、2番目に優先
度の高いqueue6を設定します。

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。
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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ SBx908SBx908--VCSVCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.1.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.1.2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!

interface port1.1.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 70
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port2.1.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 70
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface sa1-2
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
service-policy input CtrlPkts

!
interface sa3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 70
service-policy input CtrlPkts

!

上位ルーターとの接続リンクとなるリ
ンクを作成します。2ポートで構成し、
VLAN70のタグなしポートとします。

saインターフェースはStatic-channel-
groupを設定すると自動的に作成され
ます。事前に作成しておいたサービス
ポリシーをこれら3つのsaインター
フェースに適用します。

ディストリビューションスイッチの
x600-24Ts_2との接続リンクとなるリ
ンクアグリゲーショングループを作成
します。2ポートで構成し、VLAN170
のタグなしポートとします。
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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ SBx908SBx908--VCS VCS 設定サンプル設定サンプルそのその33

!
interface vlan70
ip address 192.168.70.2/24

!
interface vlan160
ip address 192.168.160.1/24

!
interface vlan170
ip address 192.168.170.1/24

!
ip route 192.168.1.0/24 192.168.170.2
ip route 192.168.2.0/24 192.168.170.3
ip route 192.168.10.0/24 192.168.70.1
ip route 192.168.20.0/24 192.168.70.1
ip route 192.168.30.0/24 192.168.70.1
ip route 192.168.40.0/24 192.168.70.1
ip route 192.168.50.0/24 192.168.70.1
ip route 192.168.60.0/24 192.168.70.1
ip route 192.168.80.0/24 192.168.170.2
ip route 192.168.90.0/24 192.168.170.2
ip route 192.168.100.0/24 192.168.170.2
ip route 192.168.110.0/24 192.168.170.2
ip route 192.168.130.0/24 192.168.170.3
ip route 192.168.140.0/24 192.168.170.3
ip route 192.168.150.0/24 192.168.170.3
ip route 192.168.160.0/24 192.168.170.3
!

ntp server 192.168.10.2
!
end

各VLANにIPアドレスを設定します。

必要な経路情報を静的に設定します。
192.168.10.0~192.168.60.0/24はサー
バーなど、上位ルーター側で使用しま
すので、ネクストホップは上位ルー
ターのIPアドレス、それ以外の経路は
認証クライアントが所属するVLANの
経路になり、それぞれx600-24Ts_1ま
たはx600-24Ts_2がネクストホップに
なります。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。
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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ x600x600--24Ts_1 24Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-24Ts_1
!
log host 192.168.30.3
log host 192.168.30.3 level informational
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server enable trap auth nsm
snmp-server community public 1
snmp-server host 192.168.20.2 informs version 2c public

radius-server host 192.168.10.2 key xxxx1
radius-server host 192.168.20.2 key xxxx2
radius-server host 192.168.30.2 key xxxx3
aaa group server radius dot1x
server 192.168.20.2

aaa group server radius mac
server 192.168.30.2

aaa group server radius web
server 192.168.10.2

!

aaa authentication dot1x default group dot1x
aaa authentication auth-mac default group mac
aaa authentication auth-web default group web
aaa accounting dot1x default start-stop group dot1x
aaa accounting auth-mac default start-stop group mac
aaa accounting auth-web default start-stop group web
aaa accounting update periodic 30
!

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。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。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

Tri-Authに使用するRADIUSサーバー
を設定します。radius-server hostコマ
ンドで使用するRAIDUSサーバーのリ
ストにIPアドレスを登録し、その後
aaa group server radiusコマンドで認
証用のサーバーグループを作成し、
サーバーリストに登録済みのIPアドレ
スからサーバーグループで使用するIP
アドレスを追加します。本例では、
802.1XとMACアドレス認証、Web認
証の3つの方式について、個別に
RADIUSサーバーグループを作成し、
それぞれ異なるRADIUSサーバーを使
用して認証しています。

Tri-Authで使用する802.1X/Web/MAC
アドレスベースの各認証方式を有効化
し、作成済みのRADIUSサーバーグ
ループ名をそれぞれ指定します。
また、本例では、認証とあわせてアカ
ウンティング機能を使用し、サプリカ
ントが認証した時間などの各種情報を
RADIUSサーバー側で記録するように
しています。
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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ xx600600--24Ts_124Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
ip dhcp pool v80
network 192.168.80.0 255.255.255.0
range 192.168.80.4 192.168.80.254
default-router 192.168.80.2
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v90
network 192.168.90.0 255.255.255.0
range 192.168.90.4 192.168.90.254
default-router 192.168.90.2
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v100
network 192.168.100.0 255.255.255.0
range 192.168.100.4 192.168.100.254
default-router 192.168.100.2
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v110
network 192.168.110.0 255.255.255.0
range 192.168.110.0 192.168.110.254
default-router 192.168.110.2
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v120
network 192.168.120.0 255.255.255.0
range 192.168.120.4 192.168.120.150
default-router 192.168.120.2
subnet-mask 255.255.255.0

!
service dhcp-server
!

Tri-Authで認証に成功したクライアン
トに対して、IPアドレスを自動的に割
り当てるためのDHCPサーバー機能を
設定します。クライアントは認証に成
功したとき、RADIUSサーバーから指
定されるVLANに所属することになり
ますので、アサインされるVLANごと
にIPアドレスのレンジを予め作成して
おきます。本例では、4つのVLANと1
つのゲスト用VLANを使用しています
ので、5つのレンジを作成しています。
最後にDHCPサーバー機能を有効化し
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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ xx600600--24Ts_124Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
auth-web-server ipaddress 1.1.1.1

no spanning-tree rstp enable
!

loop-protection loop-detect
!

mls qos enable
access-list 4000 permit any 0000.f427.7101 0000.0000.0000
!
class-map ldf_acl
match access-group 4000

!
policy-map ldf_map
class ldf_acl
police single-rate 512 1024 2048 action drop-red

!

vlan database
vlan 80,90,100,110,120,170 state enable

!

Web認証用サーバーの仮想IPアドレス
を指定します。指定しない場合、機器
に設定されているすべてのIPアドレス
がWeb認証用IPアドレスとなります。
なお、仮想IPアドレスを使用する場合、
クライアントと本製品は同一ネット
ワークに存在することが条件となり、
クライアントのデフォルトゲートウェ
イとして本製品のインターフェースに
設定されているIPアドレスを使用して
いる必要があります。

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。

必要なVLANを作成します。

LDF(Loop Detection Frame)による
ループガード機能を有効にします。

LDF使用時にかかる負荷を軽減するた
め、CPUで処理されるLDFが使用でき
る帯域を制限します。QoSを有効にし、
LDFを分類するためのアクセスリスト
を作成した後、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。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、最後に使用可能な帯域を
512Kbpsに制限するためのポリサーを
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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ xx600600--24Ts_124Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!

interface port1.0.21-1.0.22
thrash-limiting action none
loop-protection action link-down
switchport
switchport mode access ingress-filter disable
service-policy input ldf_map

auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant
auth guest-vlan 120
auth dynamic-vlan-creation type multi
auth-mac method eap-md5
auth-web method eap-md5
auth supplicant-mac 0000.0000.0007 port-control force-authorized
auth supplicant-mac 0000.0000.0006 port-control force-authorized
snmp trap link-status

!

コアスイッチのSBx908-VCSとの接続
リンクとなるリンクアグリゲーション
グループを作成します。2ポートで構
成し、VLAN170のタグなしポートとし
ます。

GS924M_1/_2配下クライアントに対
してTri-Authを行うポートの設定です。
本例では、配下のネットワークでルー
プが発生した場合の影響範囲を低減す
るため、LDFによるループガード機能
を使用しますが、同じループガード機
能の一つであるMACアドレススラッシ
ングプロテクションとの同時利用がで
きないため、thrash-limiting action 
noneコマンドで同機能を無効化します。
LDFによるループ検出時のアクション
として、link-downを指定し、事前に作
成したLDF使用帯域を制限するサービ
スポリシー(ポリシーマップ) ldf_map
を適用します。また、Tri-Authで認証
に成功したクライアントにはさまざま
なVLANが個別に割り当てられるため、
タグなしポートとし、さらにingress-
filterを無効化して受信ポートの所属
VLANと一致しないVLANからフレーム
でも破棄しないようにしています。

Tri-Authを使用するための設定を行い
ます。3つの認証方式を有効化し、単
一のポート配下に存在する複数のクラ
イアントを個別に認証するため、動作
モードはmulti-supplicantを指定します。
また、dynamic-vlan-creationをmultiと
することで、認証済みクライアント毎
に、RADIUSサーバーから割り当てら
れたVLAN-IDを適用することができま
す(multiple dynamic vlan)。
guest-VLANを指定し、MAC/Web認証
でRADIUSサーバーとの通信で使用す
る認証方式をeap-md5に指定します。
特定のMACアドレスを強制的に認証成
功状態に固定するsupplicant-macオプ
ションを使用して認証を行わない端末
を通信可能な状態とします。
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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ x600x600--24Ts_1 24Ts_1 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
interface sa1
thrash-limiting action none
loop-protection action link-down
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
service-policy input ldf_map

!

interface vlan80
ip address 192.168.80.2/24

!
interface vlan90
ip address 192.168.90.2/24

!
interface vlan100
ip address 192.168.100.2/24

!
interface vlan110
ip address 192.168.110.2/24

!
interface vlan120
ip address 192.168.120.2/24

!
interface vlan170
ip address 192.168.170.2/24

!
ip route 0.0.0.0/0 192.168.170.1
!

ntp server 192.168.10.2
!
end

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設定時に自動的に作成されるイ
ンターフェースで、SBx908-VCSとの
接続リンクです。ここでもループガー
ド機能としてLDFを使用し、サービス
ポリシーも合わせて適用します。ます。
検知時のアクションは同様にリンクダ
ウンに設定しています。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。

デフォルトルートを設定します。ネク
ストホップはSBx908-VCSのインター
フェースです。
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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

エンタープライズ・認証ネットワーク

Solution No. 10-04-01

■■ x600x600--24Ts_2 24Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-24Ts_2
!
log host 192.168.30.3
log host 192.168.30.3 level informational
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server enable trap auth nsm
snmp-server community public 1
snmp-server host 192.168.20.2 informs version 2c public

radius-server host 192.168.10.2 key xxxx1
radius-server host 192.168.20.2 key xxxx2
radius-server host 192.168.30.2 key xxxx3
aaa group server radius dot1x
server 192.168.20.2

aaa group server radius mac
server 192.168.30.2

aaa group server radius web
server 192.168.10.2

!

aaa authentication dot1x default group dot1x
aaa authentication auth-mac default group mac
aaa authentication auth-web default group web
aaa accounting dot1x default start-stop group dot1x
aaa accounting auth-mac default start-stop group mac
aaa accounting auth-web default start-stop group web
aaa accounting update periodic 30
!

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。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。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

Tri-Authに使用するRADIUSサーバー
を設定します。radius-server hostコマ
ンドで使用するRAIDUSサーバーのリ
ストにIPアドレスを登録し、その後
aaa group server radiusコマンドで認
証用のサーバーグループを作成し、
サーバーリストに登録済みのIPアドレ
スからサーバーグループで使用するIP
アドレスを追加します。本例では、
802.1XとMACアドレス認証、Web認
証の3つの方式について、個別に
RADIUSサーバーグループを作成し、
それぞれ異なるRADIUSサーバーを使
用して認証しています。

Tri-Authで使用する802.1X/Web/MAC
アドレスベースの各認証方式を有効化
し、作成済みのRADIUSサーバーグ
ループ名をそれぞれ指定します。
また、本例では、認証とあわせてアカ
ウンティング機能を使用し、サプリカ
ントが認証した時間などの各種情報を
RADIUSサーバー側で記録するように
しています。
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Solution No. 10-04-01

■■ xx600600--24Ts_224Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
ip dhcp pool v120
network 192.168.120.0 255.255.255.0
range 192.168.120.151 192.168.120.254
default-router 192.168.120.3
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v130
network 192.168.130.0 255.255.255.0
range 192.168.130.0 192.168.130.254
default-router 192.168.130.3
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v140
network 192.168.140.0 255.255.255.0
range 192.168.140.0 192.168.140.254
default-router 192.168.140.3
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v150
network 192.168.150.0 255.255.255.0
range 192.168.150.0 192.168.150.254
default-router 192.168.150.3
subnet-mask 255.255.255.0

!
ip dhcp pool v160
network 192.168.160.0 255.255.255.0
range 192.168.160.0 192.168.160.254
default-router 192.168.160.3
subnet-mask 255.255.255.0!

service dhcp-server
!

Tri-Authで認証に成功したクライアン
トに対して、IPアドレスを自動的に割
り当てるためのDHCPサーバー機能を
設定します。クライアントは認証に成
功したとき、RADIUSサーバーから指
定されるVLANに所属することになり
ますので、アサインされるVLANごと
にIPアドレスのレンジを予め作成して
おきます。本例では、4つのVLANと1
つのゲスト用VLANを使用しています
ので、5つのレンジを作成しています。
最後にDHCPサーバー機能を有効化し
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
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Solution No. 10-04-01

■■ xx600600--24Ts_224Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
auth-web-server ipaddress 1.1.1.1

no spanning-tree rstp enable
!

loop-protection loop-detect
!

mls qos enable
access-list 4000 permit any 0000.f427.7101 0000.0000.0000
!
class-map ldf_acl
match access-group 4000

!
policy-map ldf_map
class ldf_acl
police single-rate 512 1024 2048 action drop-red

!

vlan database
vlan 120,130,140,150,160,170 state enable

!

Web認証用サーバーの仮想IPアドレス
を指定します。指定しない場合、機器
に設定されているすべてのIPアドレス
がWeb認証用IPアドレスとなります。
なお、仮想IPアドレスを使用する場合、
クライアントと本製品は同一ネット
ワークに存在することが条件となり、
クライアントのデフォルトゲートウェ
イとして本製品のインターフェースに
設定されているIPアドレスを使用して
いる必要があります。

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。

必要なVLANを作成します。

LDF(Loop Detection Frame)による
ループガード機能を有効にします。

LDF使用時にかかる負荷を軽減するた
め、CPUで処理されるLDFが使用でき
る帯域を制限します。QoSを有効にし、
LDFを分類するためのアクセスリスト
を作成した後、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。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、最後に使用可能な帯域を
512Kbpsに制限するためのポリサーを
設定します。
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■■ xx600600--24Ts_224Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port1.0.3-1.0.4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!

interface port1.0.21-1.0.22
thrash-limiting action none
loop-protection action link-down
switchport
switchport mode access ingress-filter disable
service-policy input ldf_map

auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant
auth guest-vlan 120
auth dynamic-vlan-creation type multi
auth-mac method eap-md5
auth-web method eap-md5
auth supplicant-mac 0000.0000.0007 port-control force-authorized
auth supplicant-mac 0000.0000.0006 port-control force-authorized
snmp trap link-status

!

コアスイッチのSBx908-VCSとの接続
リンクとなるリンクアグリゲーション
グループを作成します。2ポートで構
成し、VLAN170のタグなしポートとし
ます。

GS924M_1/_2配下クライアントに対
してTri-Authを行うポートの設定です。
本例では、配下のネットワークでルー
プが発生した場合の影響範囲を低減す
るため、LDFによるループガード機能
を使用しますが、同じループガード機
能の一つであるMACアドレススラッシ
ングプロテクションとの同時利用がで
きないため、thrash-limiting action 
noneコマンドで同機能を無効化します。
LDFによるループ検出時のアクション
として、link-downを指定し、事前に作
成したLDF使用帯域を制限するサービ
スポリシー(ポリシーマップ) ldf_map
を適用します。また、Tri-Authで認証
に成功したクライアントにはさまざま
なVLANが個別に割り当てられるため、
タグなしポートとし、さらにingress-
filterを無効化して受信ポートの所属
VLANと一致しないVLANからフレーム
でも破棄しないようにしています。

Tri-Authを使用するための設定を行い
ます。3つの認証方式を有効化し、単
一のポート配下に存在する複数のクラ
イアントを個別に認証するため、動作
モードはmulti-supplicantを指定します。
また、dynamic-vlan-creationをmultiと
することで、認証済みクライアント毎
に、RADIUSサーバーから割り当てら
れたVLAN-IDを適用することができま
す(multiple dynamic vlan)。
guest-VLANを指定し、MAC/Web認証
でRADIUSサーバーとの通信で使用す
る認証方式をeap-md5に指定します。
特定のMACアドレスを強制的に認証成
功状態に固定するsupplicant-macオプ
ションを使用して認証を行わない端末
を通信可能な状態とします。
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Solution No. 10-04-01

■■ x600x600--24Ts_2 24Ts_2 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
interface sa1
thrash-limiting action none
loop-protection action link-down
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 170
service-policy input ldf_map

!

interface vlan120
ip address 192.168.120.3/24

!
interface vlan130
ip address 192.168.130.3/24

!
interface vlan140
ip address 192.168.140.3/24

!
interface vlan150
ip address 192.168.150.3/24

!
interface vlan160
ip address 192.168.160.3/24

!
interface vlan170
ip address 192.168.170.3/24

!
ip route 0.0.0.0/0 192.168.170.1
!

ntp server 192.168.10.2
!
end

各VLANにIPアドレスを設定します。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。

デフォルトルートを設定します。ネク
ストホップはSBx908-VCSのインター
フェースです。

saインターフェースはstatic-channel-
group設定時に自動的に作成されるイ
ンターフェースで、SBx908-VCSとの
接続リンクです。ここでもループガー
ド機能としてLDFを使用し、サービス
ポリシーも合わせて適用します。ます。
検知時のアクションは同様にリンクダ
ウンに設定しています。
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■■ AR570S AR570S 設定サンプル設定サンプル そのその11

set system name="AR570S"

create vlan="vlan60" vid=60
create vlan="vlan70" vid=70
add vlan="60" port=1
add vlan="70" port=2-3

disable switch port=3 link=disable

create ppp=0 over=eth0-any
set ppp=0 bap=off iprequest=on username="test01@allied-telesis.co.jp" password="test01"
set ppp=0 over=eth0-any lqr=off echo=60
enable ip
enable ip remote
add ip int=vlan60 ip=192.168.60.2
add ip int=vlan70 ip=192.168.70.1
add ip int=ppp0 ip=0.0.0.0
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 next=0.0.0.0
add ip rou=192.168.10.0 mask=255.255.255.0 int=vlan60 next=192.168.60.1
add ip rou=192.168.20.0 mask=255.255.255.0 int=vlan60 next=192.168.60.1
add ip rou=192.168.30.0 mask=255.255.255.0 int=vlan60 next=192.168.60.1
add ip rou=192.168.40.0 mask=255.255.255.0 int=vlan60 next=192.168.60.1
add ip rou=192.168.50.0 mask=255.255.255.0 int=vlan60 next=192.168.60.1
add ip rou=192.168.80.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.90.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.100.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.110.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.130.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.140.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.150.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2
add ip rou=192.168.160.0 mask=255.255.255.0 int=vlan70 next=192.168.70.2

ホスト名を設定します。

必要なVLANを作成し、それぞれポー
トをアサインします。

起動時にスタックマスターとならない
x900に接続されるスイッチポートの機
能を無効にし、スタックマスターと接
続されるポートを用いて通信がおこな
われるようにします。

インターネットとの通信に必要な接続
アカウント、IPアドレス、ルーティン
グ設定を行います。 接続アカウントの
設定は実際にご利用されるISPから指
定されたものを設定してください。
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■■ AR570S AR570S 設定サンプル設定サンプル そのその22

enable snmp
enable snmp authenticate_trap
create snmp community=public access=read
add snmp community=public manager=192.168.20.2 traphost=192.168.20.2
enable snmp community=public trap
enable interface=eth0 linktrap
enable interface=port1 linktrap
enable interface=port2 linktrap
enable interface=port3 linktrap
enable interface=dynamic linktrap

enable ntp
add ntp peer=192.168.10.2
set ntp utcoffset=JST

create log output=1 destination=syslog server=192.168.30.3
add log output=1 all

enable firewall
create firewall policy="net"
enable firewall policy="net" icmp_f=unre,ping
add firewall policy="net" int=vlan60 type=private
add firewall policy="net" int=vlan70 type=private
add firewall policy="net" int=ppp0 type=public
add firewall policy="net" nat=enhanced int=vlan60 gblin=ppp0
add firewall policy="net" nat=enhanced int=vlan70 gblin=ppp0

enable trigger
create trigger=1 module=switch event=linkdown port=2 
script=down.scp
create trigger=2 module=switch event=linkup port=2 
script=up.scp

=============== down.scp ============== 
enable switch port=3
===============   up.scp =============== 
disable switch port=3 link=disable
ping 192.168.60.1 num=1
ping 192.168.70.2 num=1 
======================================

SNMP、Syslog及びNTPの設定を行い
ます。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。また、NTPで時刻を自動的に同期
させるためにタイムゾーンを指定しま
す。

ファイアウォール設定を行います。
ppp0を外部インターフェース、
vlan60/70インターフェースを内部イ
ンターフェースとし、外から内はすべ
て破棄、内から外はppp0のIPアドレス
を使用してE-NATを行うようにします。

既存スタックマスターで障害発生時に
新しいスタックマスター経由で通信で
きるようにdownトリガーを設定しま
す。また、既存スタックマスターが障
害から復旧した際に既存スタックマス
ター経由での通信が復旧するようにup
トリガーを設定します。

downスクリプト内でルータースイッ
チポートの2番を有効にすることで既
存スタックマスターの障害発生時に新
しいスタックマスター経由で通信を実
現します。upスクリプト内でスイッチ
ポートの2番を無効にするとともに
PINGコマンドで通信を行わせること
で、x900内の情報を更新し、既存ス
タックマスターが障害から復旧した際
に既存スタックマスター経由での通信
を実現します。
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■■ x600x600--24Ts_324Ts_3 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-24Ts_3
!
log host 192.168.30.3
log host 192.168.30.3 level informational
!
clock timezone JST plus 9:00
snmp-server enable trap auth nsm
snmp-server community public 1
snmp-server host 192.168.20.2 informs version 2c public
!

no spanning-tree rstp enable
!

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

!

interface port1.0.1-1.0.3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
snmp trap link-status

!
interface port1.0.4-1.0.6
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20
snmp trap link-status

!
interface port1.0.7-1.0.9
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 30
snmp trap link-status

SNMP、Syslog及びNTPの設定を行い
ます。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。また、NTPで時刻を自動的に同期
させるためにタイムゾーンを指定しま
す。

各VLANにスイッチポートを必要数ア
サインします。これらのポートはすべ
てタグなしポートです。

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

必要なVLANを作成します。
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■■ x600x600--24Ts_324Ts_3 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.0.10-1.0.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 40
snmp trap link-status

!
interface port1.0.11-1.0.13
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 50
snmp trap link-status

!
interface port1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 60
snmp trap link-status

!
interface vlan10
ip address 192.168.10.1/24

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.1/24

!
interface vlan30
ip address 192.168.30.1/24

!
interface vlan40
ip address 192.168.40.1/24

!
interface vlan50
ip address 192.168.50.1/24

!
interface vlan60
ip address 192.168.60.1/24

!
ip route 0.0.0.0/0 192.168.60.2
!

ntp server 192.168.10.2
!
end

各VLANにスイッチポートを必要数ア
サインします。これらのポートはすべ
てタグなしポートです。

各VLANにIPアドレスを設定します。

NTPサーバーのIPアドレスを指定し、
機器内部で保持する時刻情報が自動的
に同期するようにしています。

デフォルトルートを設定します。ネク
ストホップはAR570SのIPアドレスで
す。
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