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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・スター型ネットワーク

Solution No. 10-01-02

■■ 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
◇◇ クライアント認証を行いたいクライアント認証を行いたい
■■ 概要概要

この構成例では、コアスイッ
チに AT-x900-24XT 2台を
VCS化して採用し、拡張性と
信頼性を確保しています。さ
らに、各フロアの規模に応じ
て、ディストリビューション
スイッチとしてx600-24Ts 2
台のVCSをLayer2モードで設
置、またはインテリジェント
エッジスイッチを設置するな
ど、必要な箇所に適切な機
器を採用しています。

クライアント認証には、x900
またはx600のそれぞれのVCS
グループ上でTri-Auth(トライ-
オウス)を使用し、単一のポー
ト上で802.1X/Web/MACアド
レスベース認証の3方式を同
時に利用できるようにし、
様々なクライアントに対して
認証を提供しています。

また、x600-VCSでは、ルー
プガード機能も併用し、ネッ
トワークループ発生時の影響
を最小限に留めるように対策
することで、ネットワーク全
体の安定性を高めています。
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ディストリビューションスイッチには、x600-24Ts 2台のVCS構
成をLayer2で動作させています。x900-VCSと同様にクライアン
ト認証を802.1X/Web/MACアドレスベースの各方式を単一ポート
上で併用するTri-Authを行いつつ、ユーザー毎に動的にVLANを割
り当てるマルチプルダイナミックVLANも併用しています。また、
ネットワークループ対策のループガード機能も使用、ネットワー

クの安定性を高めています。

すべてのクライアントはRADIUSサーバとの間で認証を行い、認証成功時には
RADIUSサーバー上に設定されている各認証用IDごとのVLAN-IDを割り当てられr
ます。その後、サーバーセグメントに配置しているでDHCPサーバーを使用して、
配下のクライアントに対してIPアドレスを自動的に割り当てます。ルーティング
ポイントはx900-VCSに集約し、ディストリビューション及びエッジスイッチで

はスイッチングのみ行います。

コアスイッチには拡張性の高い
x900-24XTを2台使用したVCSを採
用、可用性と拡張性を確保します。

VLAN200をサーバーセグメントとして使用し、
SNMPとSyslog、NTPなどに

よるネットワーク管理を行います。また、ク
ライアント認証用としてRADISUサーバー及

びDHPサーバーを設置しています。

GS924M_2/_3と直接接続しているリンクアグリゲーションポート
では、802.1X/Web/MACアドレスベース認証を同時に併用するTri-
Auth機能を使用し、認証機能を持たないエッジスイッチに対して
もクライアントセキュリティを確保します。また、このリンクア
グリゲーショングループ配下では認証済みのクライアントが自由
に移動できるようにローミング認証機能を有効化しています。

コアスイッチとサーバー収容スイッ
チであるx600-24Ts_3との間では、
RIPを使用して経路情報を自動的に
交換させ、経路管理の工数を削減し

ています。

GS924M_2 GS924M_3

x600-24Ts_1
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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・スター型ネットワーク

Solution No. 10-01-02

■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x900-VCS
!
log host 200.1.1.10
log host 200.1.1.10 level debugging
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server community private rw
snmp-server host 200.1.1.10 version 2c private
!

radius-server host 200.1.1.100 key xxxxxx
aaa group server radius tri-auth
server 200.1.1.100

!

aaa authentication dot1x default group tri-auth
aaa authentication auth-mac default group tri-auth
aaa authentication auth-web default group tri-auth
!

stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 1
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 1
!

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。

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。右例の”tri-
auth”と記載されているのがサーバーグ
ループの名称です。

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。

※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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■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
no spanning-tree rstp enable
!

mls qos enable
access-list 3000 permit udp any any eq 520
!

class-map RIP
match access-group 3000

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

!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806

!
policy-map CtrlRIP
class RIP
set queue 6

class UntaggedARP
set queue 6

!

policy-map TaggedARP
class TaggedARP
set queue 6

!
vlan database
vlan 10,20,30,50,100 state enable

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。ここでは、
クライアントが所属する
VLAN10/20/30と機器管理用ネット
ワークとして使用するVLAN50、コア-
サーバースイッチ間のリンクとなる
VLAN100の5つのVLANを作成します。

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。

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、クライアント側で必要とな
るTag付ARPパケットだけを必要な
キューに設定するポリシーとして、
TaggedARPというポリシーを作成し
ています。

QoSを有効にし、RIPの制御パケット
を分類するためのアクセスリストを作
成します。

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。
なお、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。通常はTag付とTagなしを定
義します

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、コア-サーバーセグメント間
で必要となるとRIP及びTagなし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、CtrlRIPというポリシーを作成し
ています。



5Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

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・スター型ネットワーク

Solution No. 10-01-02

■■ x900x900--VCS VCS 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 10,20,30,50
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 10,20,30,50
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50 
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status

配下のx600-VCS及びGS924M_2/_3と
の接続リンクとなるリンクアグリゲー
ショングループとしてstatic-channel-
group 1-3を作成します。これらのリン
クアグリゲーショングループはすべて
VLAN10/20/30/50のタグポートとしま
す。
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■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port1.0.3
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port2.0.3
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port1.0.13
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
static-channel-group 4
snmp trap link-status

!
interface port2.0.13
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
static-channel-group 4
snmp trap link-status

サーバースイッチ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と
してstatic-channel-group 4 を作成しま
す。このリンクアグリゲーショング
ループはVLAN100に所属するタグなし
ポートとします。

配下のx600-VCS及びGS924M_2/_3と
の接続リンクとなるリンクアグリゲー
ショングループとしてstatic-channel-
group 1-3を作成します。これらのリン
クアグリゲーショングループはすべて
VLAN10/20/30/50のタグポートとしま
す。
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■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
switchport trunk native vlan none
service-policy input TaggedARP
snmp trap link-status

!
interface sa2-3
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
switchport trunk native vlan none
service-policy input TaggedARP
snmp trap link-status
auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant
auth roaming enable

!
interface sa4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
service-policy input CtrlRIP
snmp trap link-status

!
interface vlan10
ip address 192.168.1.254/24
snmp trap link-status
ip dhcp-relay server-address 200.1.1.200

!
interface vlan20
ip address 192.168.2.254/24
snmp trap link-status
ip dhcp-relay server-address 200.1.1.200

!
interface vlan30
ip address 192.168.3.254/24
snmp trap link-status
ip dhcp-relay server-address 200.1.1.200

!

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。sa1インターフェー
スには、事前に定義しておいたCPP用
のタグ付きARPパケット優先制御用の
サービスポリシーを関連付けます。

sa2-3インターフェースでは、
GS924M_2/_3配下クライアントに対
してTri-Authを行うため、3つの認証方
式を有効化します。x900-VCS側から
見て、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、認証済みのクライア
ントがGS924M_2/_3のポートを移動
するなど、sa2-3インターフェースの
配下にいるかぎり、移動後に再認証を
受けないようにauth roamingコマンド
でローミング認証を有効にします。

sa4インターフェースには、事前に定
義しておいたCPP用のRIPパケット優
先制御用のサービスポリシーを関連付
けます。

各VLANインターフェースにIPアドレ
スを設定します。VLAN10/20/30のイ
ンターフェースでは、DHCPリクエス
トを受診することがあるため、これら
のリクエストパケットをDHCPサー
バーに転送するためのDHCPリレー設
定を行います。本例では、DHCPサー
バーはVLAN200に設置されています。
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■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその66

!
interface vlan50
ip address 50.1.1.1/24
snmp trap link-status

!
interface vlan100
ip address 100.1.1.1/24
snmp trap link-status

!
router rip
network 100.1.1.0/24
redistribute connected

!
ip route 0.0.0.0/0 100.1.1.2
!

ntp server 200.1.1.10
!

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。

VLAN100でRIPを有効にします。
VLAN100以外のインターフェース経路
もRIPで通知させるため、redistributed 
connectedコマンドを設定します。
また、デフォルトルートとして、
x600-24Ts_3 VLAN100インター
フェースのIPアドレスを設定します。
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■■ GS924M_2/_3GS924M_2/_3設定サンプル設定サンプル

set system name=GS924M_2

create vlan=vlan10 vid=10
add vlan=vlan10 port=1-8 frame=untagged
add vlan=vlan50 port=23-24 frame=tagged
create vlan=vlan20 vid=20
add vlan=vlan20 port=9-18 frame=untagged
add vlan=vlan50 port=23-24 frame=tagged
create vlan=vlan30 vid=30
add vlan=vlan30 port=19-22 frame=untagged
add vlan=vlan50 port=23-24 frame=tagged
create vlan=vlan50 vid=50
add vlan=vlan50 port=23-24 frame=tagged
delete vlan=default port=23-24

add ip interface=vlan50 ipaddress=50.1.1.2 mask=255.255.255.0 gateway=50.1.1.1

enable switch eapforwarding
set switch port=23 acceptable=vlan
set switch port=24 acceptable=vlan

create switch trunk=uplink port=23-24 speed=1000m

enable ntp
add ntp peer= 200.1.1.10

enable log output=syslog
set log output=syslog server= 200.1.1.10 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= 200.1.1.10 manager= 200.1.1.10
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

VLANの作成とポートのアサインを行
います。認証クライアントが接続する
VLAN10/20/30の3VLANにはタグなし
ポートを用意し、x900-VCSとの接続
リンクとなる2ポートは
VLAN10/20/30/50に所属するタグ付き
ポートとします。最後に、SNMPなど
の機器管理に使用するため、VLAN50
にIPアドレスを設定し、デフォルト
ゲートウェイにはx900-VCSのVLAN50
インターフェースIPアドレスを指定し
ます。

x900-VCSとの接続リンクとなる2つの
タグ付きポートをリンクアグリゲー
ショングループとします。

ホスト名の設定を行います。ホスト名
は他の機器と重複しない文字列を指定
してください。

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。

802.1X認証で使用するEAPフレームを
透過させる設定を行います。初期値で
はEAPは透過せずに破棄されます。ま
た、リンクアグリゲーショングループ
所属ポートでは、タグなしパケットを
受信時に破棄させるため、acceptable
オプションでvlan(タグ付きパケット)
を指定します。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-VCS
!
log host 200.1.1.10
log host 200.1.1.10 level debugging
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon
snmp-server community private rw
snmp-server host 200.1.1.10 version 2c private

radius-server host 200.1.1.100 key xxxxxx
aaa group server radius tri-auth
server 200.1.1.100

!

aaa authentication dot1x default group tri-auth
aaa authentication auth-mac default group tri-auth
aaa authentication auth-web default group tri-auth
!

stack resiliencylink vlan4001
stack 1 priority 1
!

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・スター型ネットワーク

Solution No. 10-01-02

VCS設定を行います。本例ではx600-
VCSはLayer2で動作させていますので、
バーチャルMACアドレスは使用しませ
ん。レジリエンシーリンクの指定、及
びスタックプライオリティの設定のみ
行います。

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。右例の”tri-
auth”と記載されているのがサーバーグ
ループの名称です。

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。

※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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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
loop-protection loop-detect

no spanning-tree rstp enable
!

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 10,20,30,50 state enable

!

interface port1.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 50
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.0.1
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 50
static-channel-group 1
snmp trap link-status

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。

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。

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。

配下のGS924M_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と
してstatic-channel-group 1を作成しま
す。これらのリンクアグリゲーション
グループはVLAN50のタグなしポート
とします。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port1.0.23
switchport
switchport resiliencylink

!
interface port2.0.23
switchport
switchport resiliencylink

!

interface port1.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
swithport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.0.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
swithport trunk native vlan none
static-channel-group 2
snmp trap link-status

VCSのダブルマスター障害を回避する
ための監視ポートであるレジリエン
シーリンクを指定します。VCSメン
バーそれぞれ1ポートを指定し、VCS
マスターからのヘルスチェックフレー
ムをスレーブメンバーが受診できるよ
うにします。

上位のx900-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と
してstatic-channel-group 2を作成しま
す。これらのリンクアグリゲーション
グループはVLAN10/20/30/50のタグ
ポートとします。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface sa1

thrash-limiting action none
loop-protection action link-down
switchport mode access
switchport access vlan 50 snmp trap link-status
service-policy input ldf_map

auth-mac enable
auth-web enable
dot1x port-control auto
auth host-mode multi-supplicant

auth dynamic-vlan-creation type multi
!

interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,50
swithport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface vlan50
ip address 50.1.1.2/24

!
ip route 0.0.0.0/0 50.1.1.1
!

ntp server 200.1.1.10
!

end

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。sa1インターフェー
スでは、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を指定しておきます。
また、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sa1インターフェー
スに適用します。

sa1インターフェースでは、
GS924M_1配下クライアントに対して
Tri-Authを行うため、3つの認証方式を
有効化します。x600-VCS側から見て、
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)。

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。

本例では、x600-VCSはルーティング
を行いませんが、機器自身が送信する
SNMPなどのパケットの宛先として、
デフォルトルートを設定します。ゲー
トウェイアドレスはx900-VCSの
vlan50インターフェースのIPアドレス
です。

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。

vlan50インターフェースにIPアドレス
を設定します。このIPアドレスは主に
SNMPなどの機器管理に使用されます。
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■■ GS924M_1GS924M_1設定サンプル設定サンプル

set system name=GS924M_1

create vlan=vlan50 vid=50
add vlan=vlan50 port=all frame=untagged

add ip interface=vlan50 ipaddress=50.1.1.3 mask=255.255.255.0 gateway=50.1.1.1

enable switch eapforwarding

create switch trunk=uplink port=23-24 speed=1000m

enable ntp
add ntp peer= 200.1.1.10

enable log output=syslog
set log output=syslog server= 200.1.1.10 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= 200.1.1.10 manager= 200.1.1.10
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

VLANの作成とポートのアサインを行
います。VLAN50を作成し、すべての
ポートをタグなしポートとしてアサイ
ンします。また、SNMPなどの機器管
理に使用するため、VLAN50にIPアド
レスを設定し、デフォルトゲートウェ
イにはx900-VCSのVLAN50インター
フェースIPアドレスを指定します。

x600-VCSとの接続リンクとなる2つの
タグ付きポートをリンクアグリゲー
ショングループとします。

ホスト名の設定を行います。ホスト名
は他の機器と重複しない文字列を指定
してください。

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。

802.1X認証で使用するEAPフレームを
透過させる設定を行います。初期値で
はEAPは透過せずに破棄されます。
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