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Solution No. 17-06-20-01 

■ 概要 

■ 主な目的 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 

 複数の拠点間を繋ぐ大規模なネットワークを構築したい。  

 AMFコントローラー/マスターを仮想マシン上に集約したい。 

 AMF機能を活用したネットワーク全体の一元管理を行い、運用コストを削減したい。 

 複数テナントがそれぞれ独立して動作し、かつ上位のコントローラーから複数テナントを集中管理可
能なAMFネットワークを構築したい 

AMFを使用することで、ネットワークデバイスの一元管理や自動復旧、自動構築などが可能となり、運
用・管理にかかる時間とコストを大幅に削減できます。またバーチャルAMFアプライアンス AMF Cloudは、
仮想マシン上からAMFのマスター機能・コントローラー機能を提供できるため、スイッチやルーターの
ハードウェア性能に依存しない、高い拡張性を持ったAMFネットワークを構築できます。 

 

本資料では、AMF Cloudのマルチテナントモードを使用する事で、複数のテナントが独立し、なおかつ上
位のAMFコントローラーからそれらテナントを一元管理可能な、マルチテナント型のAMFネットワークソ
リューションを紹介します。 
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■ 構築のポイント 
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ルーターではVRFを使用して、各
拠点の機器に同じIPアドレスを使
用できるようにします。 

SNMPマネージャとSyslogサーバー、及びNTP

を設置して各機器の情報収集と監視、時刻調整

を行います。 

エリア1、エリア2ではエリア内にサーバーを設

置しています。エリア3からエリア7までは

Cloudエリア内のサーバーを使用しています。 

AMF Cloudはマルチテナント機能を有効にし、AMF コントローラーと
Container1からContainer7までの7台のAMFローカルマスターを動作さ
せます。各Containerは各エリア内のAW+機器とAMFバーチャルリンクで
接続し、各エリアの機器をAMF管理しています。 
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アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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各ディストリビューションスイッチは、
L2スイッチとして動作します。Tri-

Authを有効にし、接続するPCはい
ずれかの認証方式にて認証を実
施し、許可されたPCのみが通信す
ることができます。 
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■ Multi-tenant Controller 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname controller 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

log event-host 172.16.0.231 atmf-topology-event 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf controller 

atmf master 

atmf area area0 id 10 local 

atmf area area1 id 1 

atmf area area1 password 8 X6aeuUhEBnkZWRohM3Mb71eeHYWgEEEkoXu4mMgFM2g= 

atmf area area2 id 2 

atmf area area2 password 8 x051l6yCGLmBxlzxuFqYU2LjG2WbOEEk1CSt8Bp2ixM= 

atmf area area3 id 3 

atmf area area3 password 8 0JGmyoZtHqmpnzY7ya49HgerC9fk3p78QTC4QoLmptc= 

atmf area area4 id 4 

atmf area area4 password 8 LwZhv/LHY5FIuhTzhXHyDxzBK6WM5A+Yi5EJy0gUG+E= 

atmf area area5 id 5 

atmf area area5 password 8 F1n1SgQ/U1GqIA+DzMLb8UzFJiQWF2+TpPN1J2ftPeI= 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。また、

Vista Managerへ情報を送る設定を行

います。 

SNMP は、version 2cc を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。

ここでは、area０としています。 

また、AMF Cloudはマルチテナント機

能を有効にし、各Containerが所属す

るエリア名を設定します。 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 

Solution No. 17-06-20-01 
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■ Multi-tenant Controller 設定サンプル その2 

atmf area area6 id 6 

atmf area area6 password 8 RqHopye37LZWtWHVKDXWKr161x8CLTnP1nYSvbPOgMc= 

atmf area area7 id 7 

atmf area area7 password 8 31RWip7efRe5PhQvrfg4g7hD1QOS+kKu7cTOulU2xkw= 

atmf topology-gui enable 

atmf backup area-masters enable 

! 

ntp server 172.16.100.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

bridge 1 

bridge 2 

bridge 3 

bridge 4 

bridge 5 

bridge 6 

! 

interface eth0 

 encapsulation dot1q 1000 

 encapsulation dot1q 1001 

 encapsulation dot1q 1002 

 encapsulation dot1q 1003 

 encapsulation dot1q 1004 

 encapsulation dot1q 1005 

 encapsulation dot1q 1006 

 encapsulation dot1q 1020 

 encapsulation dot1q 1030 

 encapsulation dot1q 1100 

! 

interface eth0.1100 

 ip address 172.16.100.1/24 

! 

interface eth0.1006 

 bridge-group 6 

! 

interface eth0.1005 

 bridge-group 5 

! 

interface eth0.1004 

 bridge-group 4 

! 

interface eth0.1003 

 bridge-group 3 

各Container で使用するVLAN IDを設

定します。また、作成したブリッジと

VLAN IDを紐づけます。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

AMF Cloud外部のネットワークに繋が

るAMFメンバーへの接続には、ブリッ

ジを使用します。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Controller 設定サンプル その3 

interface eth0.1002 

 bridge-group 2 

! 

interface eth0.1001 

 bridge-group 1 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.100.1 remote-id 1 remote-ip 172.16.100.254 

! 

atmf container container1 

 area-link area1 

 bridge-group 1 

 state enable 

! 

atmf container container2 

 area-link area2 

 bridge-group 2 

 state enable 

! 

atmf container container3 

 area-link area3 

 bridge-group 3 

 state enable 

! 

atmf container container4 

 area-link area4 

 bridge-group 4 

 state enable 

! 

atmf container container5 

 area-link area5 

 bridge-group 5 

 state enable 

! 

atmf container container6 

 area-link area6 

 bridge-group 6 

 state enable 

! 

atmf container container7 

 area-link area7 

 bridge-group 6 

 state enable 

ip route 172.16.0.0/24 172.16.100.254 

! 

end 

AMF Containerの設定を行います。各

Containerにエリア名とブリッジ名を

を設定します。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

各Container で使用するVLAN IDを設

定します。また、作成したブリッジと

VLAN IDを紐づけます。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container1設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container1 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

log host 192.168.11.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

no service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area1 id 1 local 

atmf area area1 password 8 X6aeuUhEBnkZWRohM3Mb71eeHYWgEEEkoXu4mMgFM2g= 

atmf area area0 id 10 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c cを使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container1設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.1.1/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.1.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.11.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.254 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container2設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container2 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

log host 192.168.11.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

no service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area2 id 2 local 

atmf area area2 password 8 x051l6yCGLmBxlzxuFqYU2LjG2WbOEEk1CSt8Bp2ixM= 

atmf area area0 id 10 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c cを使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container2設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.1.1/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.1.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.11.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.254 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container3設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container3 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area3 id 3 local 

atmf area area3 password 8 0JGmyoZtHqmpnzY7ya49HgerC9fk3p78QTC4QoLmptc= 

atmf area area0 id 10 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c cを使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

Solution No. 17-06-20-01 
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■ Multi-tenant Container3設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.3.1/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.3.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.100.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.3.254 

! 

 

line vty 0 5 

 length 0 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container4設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container4 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area4 id 4 local 

atmf area area4 password 8 LwZhv/LHY5FIuhTzhXHyDxzBK6WM5A+Yi5EJy0gUG+E= 

atmf area area0 id 10 

atmf management vlan 4001 

atmf management subnet 10.1.0.0 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2ccを使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container4設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.3.2/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.3.2 remote-id 1 remote-ip 192.168.100.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.3.254 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container5設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container5 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

no service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area5 id 5 local 

atmf area area5 password 8 F1n1SgQ/U1GqIA+DzMLb8UzFJiQWF2+TpPN1J2ftPeI= 

atmf area area0 id 10 

atmf management vlan 4001 

atmf management subnet 10.1.0.0 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2cc を使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container5設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.1.1/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.1.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.11.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.254 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 
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■ Multi-tenant Container6設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container6 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

no service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area6 id 6 local 

atmf area area6 password 8 RqHopye37LZWtWHVKDXWKr161x8CLTnP1nYSvbPOgMc= 

atmf area area0 id 10 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2cc を使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 
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■ Multi-tenant Container6設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.6.1/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.6.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.21.254 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.6.254 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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■ Multi-tenant Container7設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname container7 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfnode atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf master 

atmf area area7 id 7 local 

atmf area area7 password 8 31RWip7efRe5PhQvrfg4g7hD1QOS+kKu7cTOulU2xkw= 

atmf area area0 id 10 

atmf topology-gui enable 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2ccを使用します。 

AMFネットワーク名の設定です。また、

エリア名の設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 
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■ Multi-tenant Container7設定サンプル その2 

interface eth0 

 atmf-arealink remote-area area0 vlan 4094 

! 

interface eth1 

 ip address 172.16.6.2/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.6.2 remote-id 1 remote-ip 192.168.20.252 

! 

ip route 0.0.0.0/0 172.16.6.254 

! 

end 

AMF Controllerを接続する為のエリア

リンクの設定です。 

これらの設定は、Controllerで

Containerを作成した時に自動設定さ

れるため、手動設定は不要です。 

メンバーと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 01-AR4050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan1100 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name multitenant 

! 

crypto ipsec profile ipsec1 

 lifetime seconds 3600 

 transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128 

! 

crypto ipsec profile ipsec2 

 lifetime seconds 3600 

 transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c cを使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

IPsecの設定をします。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その2 

crypto isakmp profile isakmp1 

 version 1 mode main 

 lifetime 3600 

 transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2 

! 

crypto isakmp profile isakmp2 

 version 1 mode main 

 lifetime 3600 

 transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2 

! 

crypto isakmp key secretA address 10.0.0.21 

crypto isakmp key secretB address10.0.0.22 

crypto isakmp key secretC address 10.0.0.23 

crypto isakmp key secretD  address 10.0.0.24 

crypto isakmp key secretE address  10.0.0.25 

crypto isakmp key secretF address 10.0.0.26 

! 

crypto isakmp peer address 10.0.0.23 profile isakmp1 

crypto isakmp peer address 10.0.0.25 profile isakmp2 

! 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

ip vrf VRF1 1 

! 

ip vrf VRF2 2 

! 

ip vrf VRF3 3 

! 

ip vrf VRF4 4 

! 

ip vrf VRF5 5 

! 

ip vrf VRF6 6 

 

IPsecの設定をします。 

VRFインスタンスを作成します。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その3 

 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 1000-1010,1020,1030,1100 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 description multi-tenant 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 1001-1006,1100 

 switchport trunk native vlan 1000 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.5 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1000 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

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。 

使用するVLANを作成します。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 



Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved.  23 

■ 01-AR4050 設定サンプル その4 

interface port1.0.6 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1100 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.7 

 description server 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 1100 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 encapsulation ppp 1 

 encapsulation ppp 2 

 encapsulation ppp 3 

 encapsulation ppp 4 

 encapsulation ppp 5 

 encapsulation ppp 6 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface vlan1000 

 ip address 172.16.0.254/24 

! 

interface vlan1001 

 ip vrf forwarding VRF1 

 ip address 172.16.1.254/24 

! 

interface vlan1002 

 ip vrf forwarding VRF2 

 ip address 172.16.1.254/24 

! 

i 

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。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その5 

interface vlan1003 

 ip vrf forwarding VRF3 

 ip address 172.16.3.254/24 

! 

interface vlan1004 

 ip vrf forwarding VRF4 

 ip address 172.16.3.254/24 

! 

interface vlan1005 

 ip vrf forwarding VRF5 

 ip address 172.16.1.254/24 

! 

interface vlan1006 

 ip vrf forwarding VRF6 

 ip address 172.16.6.254/24 

! 

interface vlan1100 

 ip address 172.16.100.254/24 

! 

interface tunnel1 

 mtu 1300 

 ip vrf forwarding VRF1 

 tunnel source ppp1 

 tunnel destination 10.0.0.21 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.11.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel2 

 mtu 1300 

 ip vrf forwarding VRF2 

 tunnel source ppp2 

 tunnel destination 10.0.0.22 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.12.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

 

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。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その6 

! 

interface tunnel3 

 mtu 1300 

 ip vrf forwarding VRF3 

 tunnel source ppp3 

 tunnel destination 10.0.0.23 

 tunnel local selector 1 172.16.0.0/16 

 tunnel remote selector 1 192.168.0.0/16 

 tunnel protection ipsec profile ipsec1 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.13.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel4 

 mtu 1300 

 ip vrf forwarding VRF4 

 tunnel source ppp4 

 tunnel destination 10.0.0.24 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.14.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface tunnel5 

 mtu 1300 

 ip vrf forwarding VRF5 

 tunnel source ppp5 

 tunnel destination 10.0.0.25 

 tunnel protection ipsec profile ipsec2 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.15.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

 

 

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。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その7 

! 

interface tunnel6 

 mtu 1300 

 ip vrf forwarding VRF6 

 tunnel source ppp6 

 tunnel destination 10.0.0.26 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.16.1/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface ppp1 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username AAAAAA 

 ppp password AAAAAA! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

interface ppp2 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username BBBBBB 

 ppp password BBBBBB! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

interface ppp3 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username CCCCCC 

 ppp password CCCCCC! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

 

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。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その8 

interface ppp4 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username DDDDDD 

 ppp password DDDDDD! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

interface ppp5 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username EEEEEE 

 ppp password EEEEEE! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

interface ppp6 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username FFFFFF 

 ppp password FFFFFF! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 172.16.100.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.100.1 

! 

ip route 10.0.0.21/32 ppp1 

ip route 10.0.0.22/32 ppp2 

ip route 10.0.0.23/32 ppp3 

ip route 10.0.0.24/32 ppp4 

ip route 10.0.0.25/32 ppp5 

ip route 10.0.0.26/32 ppp6 

ip route 192.168.10.233/32 tunnel5 

ip route 192.168.10.234/32 tunnel5 

ip route 192.168.10.242/32 tunnel4 

ip route 192.168.10.253/32 tunnel3 

ip route 192.168.10.254/32 tunnel3 

ip route 192.168.11.243/32 tunnel4 

ip route 192.168.11.244/32 tunnel4 

ip route 192.168.20.252/32 tunnel6 

ip route 192.168.20.253/32 tunnel6 

ip route 192.168.21.253/32 tunnel6 

ip route 192.168.21.254/32 tunnel6 

 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

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。 
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■ 01-AR4050 設定サンプル その9 

ip route vrf VRF1 192.168.0.0/16 tunnel1 

ip route vrf VRF1 192.168.0.0/16 null 254 

ip route vrf VRF2 192.168.0.0/16 tunnel2 

ip route vrf VRF2 192.168.0.0/16 null 254 

ip route vrf VRF3 172.16.100.232/32 vlan1100 

ip route vrf VRF3 192.168.0.0/16 tunnel3 

ip route vrf VRF3 192.168.0.0/16 null 254 

ip route vrf VRF4 172.16.100.232/32 vlan1100 

ip route vrf VRF4 192.168.0.0/16 tunnel4 

ip route vrf VRF4 192.168.0.0/16 null 254 

ip route vrf VRF5 172.16.100.232/32 vlan1100 

ip route vrf VRF5 192.168.0.0/16 null 254 

ip route vrf VRF5 192.168.0.0/16 tunnel5 

ip route vrf VRF6 172.16.100.232/32 vlan1100 

ip route vrf VRF6 192.168.0.0/16 tunnel6 

ip route vrf VRF6 192.168.0.0/16 null 254 

! 

end 
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■ 02-AR3050 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 02-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

log host 192.168.11.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name multitenant 

! 

zone private 

 network amf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

 network lan 

  ip subnet 192.168.0.0/16 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c cを使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 
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■ 02-AR3050 設定サンプル その2 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto isakmp key secretA address 10.0.0.11 

! 

! 

ntp server 192.168.11.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

ファイアウォールやNATのルール作成

時に使うエンティティーを定義します。 

ファイアウォールを有効にします。 

NATを有効にします。 

IPsecの設定をします。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 02-AR3050 設定サンプル その3 

vlan database 

 vlan 11 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.254/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 10.0.0.11 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.11.2/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

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。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 02-AR3050 設定サンプル その4 

interface ppp0 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username GGGGGG 

 ppp password GGGGGG! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.11.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.1.1 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 172.16.1.0/24 Null 254 

ip route 172.16.1.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.10.0/24 192.168.11.253 

ip route 192.168.10.0/24 Null 254 

! 

end 

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。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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■ 03-x930 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 03-x930 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr loopprot 

snmp-server source-interface traps vlan11 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server 

! 

! 

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 192.168.10.252 key secretA 

 nas 192.168.10.253 key secretA 

 group vlan10 

  vlan 10 

 user user1 password user1 

： この間は同様の設定をする 

： 

 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

認証で使用するLocalRadiusServerの

設定をします。 

MAC認証用のユーザーと、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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■ 03-x930 設定サンプル その2 

atmf network-name multitenant 

! 

 

ntp server 192.168.11.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

ip dhcp pool webauth 

 network 192.168.10.0 255.255.255.0 

 range 192.168.10.210 192.168.10.220 

 default-router 192.168.10.254 

 lease 0 2 0 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool InitialVLAN 

 network 192.168.5.0 255.255.255.0 

 range 192.168.5.210 192.168.5.220 

 default-router 192.168.5.254 

 lease 0 0 0 20 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

! 

! 

service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x930-52 

! 

vlan database 

 vlan 5,10-12 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 deny ip 192.168.10.180/32 any 

access-list 3001 deny ip 192.168.10.181/32 any 

access-list 3002 deny ip 192.168.10.182/32 any  

： この間は同様の設定をする 

： 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

Web認証では、Webブラウザーで本製

品にアクセスして認証を受けるため、

Supplicantは認証前でもIPアドレスが

必要です。DHCPサーバー機能を利用

して、認証前のSupplicantにIPアドレ

スを割り当てます。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 03-x930 設定サンプル その3 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

vlan access-map filter1 

 match access-group 3000 

 match access-group 3001 

 match access-group 3002 

 match access-group 3003 

 match access-group 3004 

 match access-group 3005 

 match access-group 3006 

 match access-group 3007 

 match access-group 3008 

 match access-group 3009 

 match access-group 3010 

 match access-group 3011 

 match access-group 3012 

 match access-group 3013 

 match access-group 3014 

 match access-group 3015 

 match access-group 3016 

 match access-group 3017 

 match access-group 3018 

 match access-group 3019 

! 

interface port1.0.1 

 description Connect to router 02-AR3050 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11-12 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

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。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 03-x930 設定サンプル その4 

interface port1.0.2-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.13 

 description Connect to 04-x510 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 10 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.14 

 description Connect to 05-x230 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 5,10 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.15-1.0.23 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 11 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

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。 

Solution No. 17-06-20-01 

アライドテレシス バーチャルAMFアプライアンスで実現する 

AMFマルチテナントソリューション 



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

■ 03-x930 設定サンプル その5 

! 

interface port1.0.25-1.0.50 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface eth0 

 shutdown 

! 

interface vlan5 

 ip address 192.168.5.254/24 

! 

interface vlan10 

 ip address 192.168.10.254/24 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.253/24 

! 

vlan filter filter1 vlan-list 10 input 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.11.254 

! 

 

 exec-timeout 0 0 

line vty 0 4 

 exec-timeout 0 0 

! 

end 

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。 

VLANにACLの設定を行います。 
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■ 04-x510 設定サンプル その1 

05-x230の設定サンプルをもとに設定してください。 
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■ 05-x230 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 05-x230 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

log host 192.168.11.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr loopprot 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

radius-server host 192.168.10.254 key secretA 

! 

! 

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 multitenant 

! 

ntp server 192.168.11.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

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。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 05-x230 設定サンプル その2 

! 

loop-protection loop-detect 

service power-inline 

auth-web-server ipaddress 10.10.10.1 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 5,10 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32 

access-list 3020 permit udp any any eq 5060 

! 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

interface port1.0.1 

 description Connection to 03-x930 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 5,10 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

! 

interface port1.0.2-1.0.5 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

! 

 

使用するVLANを作成します。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。 

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、ループプロテクションを設定し

ます。なおループプロテクションを有

効にする各ポートは、MACスラッシン

グを無効にします。 

 

ループプロテクションを有効にします。 
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■ 05-x230 設定サンプル その3 

! 

interface port1.0.6 

 description connection to PC 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action link-down 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 5 

 service-policy input QoS 

 access-group 3000 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 auth-mac enable 

 auth-web enable 

 dot1x port-control auto 

 auth host-mode multi-supplicant 

 auth dynamic-vlan-creation type multi 

! 

interface port1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.10 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface vlan5 

 ip address 192.168.5.253/24 

! 

interface vlan10 

 ip address 192.168.10.252/24 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.254 

! 

end 

 

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。 

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、ループプロテクションを設定し

ます。なおループプロテクションを有

効にする各ポートは、MACスラッシン

グを無効にします。 
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■ 06-AR2050 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 06-AR2050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

log host 192.168.11.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan11 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name multitenant 

! 

zone private 

 network amf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

 network lan 

  ip subnet 192.168.0.0/16 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 
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■ 06-AR2050 設定サンプル その2 

! 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto isakmp key secretBaddress 10.0.0.12 

! 

! 

! 

ntp server 192.168.11.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

 

ファイアウォールやNATのルール作成

時に使うエンティティーを定義します。 

ファイアウォールを有効にします。 

NATを有効にします。 

IPsecの設定をします。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 06-AR2050 設定サンプル その3 

vlan database 

 vlan 11 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11 

 switchport trunk native vlan none 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.4 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.254/24 

! 

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。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 06-AR2050 設定サンプル その4 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 10.0.0.12 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.12.2/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface ppp0 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username HHHHHH 

 ppp password HHHHHH! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.11.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.1.1 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 172.16.1.0/24 Null 254 

ip route 172.16.1.0/24 tunnel0 

ip route 192.168.10.0/24 192.168.11.253 

ip route 192.168.10.0/24 Null 254 

! 

 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

 exec-timeout 0 0 

! 

end 

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。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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■ 07-x510 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 07-x510 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 192.168.11.232 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr 

snmp-server source-interface traps vlan11 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 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 192.168.10.253 key secretA 

 group vlan10 

  vlan 10 

user user1 password user1 

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

認証で使用するLocalRadiusServerの

設定をします。 

MAC認証用のユーザーと、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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■ 07-x510 設定サンプル その2 

atmf network-name multitenant 

! 

ntp server 192.168.11.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

ip dhcp pool webauth 

 network 192.168.10.0 255.255.255.0 

 range 192.168.10.210 192.168.10.220 

 default-router 192.168.10.254 

 lease 0 2 0 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

ip dhcp pool InitialVLAN 

 network 192.168.5.0 255.255.255.0 

 range 192.168.5.210 192.168.5.220 

 default-router 192.168.5.254 

 lease 0 0 0 20 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

! 

! 

service dhcp-server 

! 

! 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x510-52 

! 

vlan database 

 vlan 5,10-11 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 deny ip 192.168.10.180/32 any 

access-list 3001 deny ip 192.168.10.181/32 any 

access-list 3002 deny ip 192.168.10.182/32 any  

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

Web認証では、Webブラウザーで本製

品にアクセスして認証を受けるため、

Supplicantは認証前でもIPアドレスが

必要です。DHCPサーバー機能を利用

して、認証前のSupplicantにIPアドレ

スを割り当てます。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 07-x510 設定サンプル その3 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

vlan access-map filter1 

 match access-group 3000 

 match access-group 3001 

 match access-group 3002 

 match access-group 3003 

 match access-group 3004 

 match access-group 3005 

 match access-group 3006 

 match access-group 3007 

 match access-group 3008 

 match access-group 3009 

 match access-group 3010 

 match access-group 3011 

 match access-group 3012 

 match access-group 3013 

 match access-group 3014 

 match access-group 3015 

 match access-group 3016 

 match access-group 3017 

 match access-group 3018 

 match access-group 3019 

! 

interface port1.0.1 

 description connection to 06-AR2050 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

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。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 07-x510 設定サンプル その4 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.13 

 description connection to 08-fs980M 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 5,10 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.14-1.0.23 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

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。 
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■ 07-x510 設定サンプル その5 

interface port1.0.24 

 description connection to snmp manager 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 11 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.50 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface vlan5 

 ip address 192.168.5.254/24 

! 

interface vlan10 

 ip address 192.168.10.254/24 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.253/24 

! 

vlan filter filter1 vlan-list 10 input 

! 

ip route 172.16.0.0/16 192.168.11.254 

! 

end 

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。 

VLANにACLの設定を行います。 
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■ 08-FS980 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 08-fs980 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log buffered level informational 

log host 192.168.11.232 

log host 192.168.11.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-full-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr loopprot 

snmp-server community public 

snmp-server host 192.168.11.232 version 2c public 

! 

radius-server host 192.168.10.254 key secretA 

! 

! 

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 multitenant 

! 

ntp server 192.168.11.232 

! 

ip domain-lookup 

no service dhcp-server 

! 

spanning-tree mode rstp 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

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。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 08-FS980 設定サンプル その2 

 

loop-protection loop-detect 

service power-inline 

auth-web-server ipaddress 10.10.10.1 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 5,10 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32 

access-list 3020 permit udp any any eq 5060 

access-list 4000 send-to-cpu any 0000.f427.7101 0000.0000.0000 

! 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

class-map LDF 

 match access-group 4000 

! 

policy-map QoS 

 class default 

  police counters 

 class IPPhone_QoS 

  set queue 2 

  police counters 

! 

policy-map QoS_LDF 

 class default 

  police counters 

 class IPPhone_QoS 

  set queue 2 

  police counters 

 class LDF 

! 

interface port1.0.1 

 description Connect to 07-x510 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 5,10 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

使用するVLANを作成します。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。 

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、ループプロテクションを設定し

ます。なおループプロテクションを有

効にする各ポートは、MACスラッシン

グを無効にします。 

 

ループプロテクションを有効にします。 
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■ 08-FS980 設定サンプル その3 

interface port1.0.2-1.0.4 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.5-1.0.6 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action link-down 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 10 

 service-policy input QoS_LDF 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 auth-mac enable 

 dot1x port-control auto 

 auth host-mode multi-supplicant 

! 

interface port1.0.7 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action none 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 10 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 auth-mac enable 

 auth-web enable 

 dot1x port-control auto 

 auth host-mode multi-supplicant 

! 

interface port1.0.8 

 loop-protection action none 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

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。 

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、ループプロテクションを設定し

ます。なおループプロテクションを有

効にする各ポートは、MACスラッシン

グを無効にします。 
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■ 08-FS980 設定サンプル その4 

interface port1.0.9 

 description Connect to pc 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action none 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 5 

 service-policy input QoS 

 access-group 3000 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 auth-mac enable 

 auth-web enable 

 dot1x port-control auto 

 auth host-mode multi-supplicant 

 auth dynamic-vlan-creation type multi 

! 

interface vlan5 

 ip address 192.168.5.253/24 

! 

interface vlan10 

 ip address 192.168.10.253/24 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.254 

! 

 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

 exec-timeout 0 0 

! 

end 

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。 
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■ 09-x610 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 09-x610 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr 

snmp-server source-interface traps vlan10 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 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 192.168.10.253 key secretA 

 user user1 password user1 

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

認証で使用するLocalRadiusServerの

設定をします。 

MAC認証用のユーザーと、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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■ 09-x610 設定サンプル その2 

atmf network-name multitenant 

 

! 

ntp source 192.168.10.254 

ntp server 172.16.100.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

ip dhcp pool webauth 

 network 192.168.10.0 255.255.255.0 

 range 192.168.10.210 192.168.10.220 

 default-router 192.168.10.254 

 lease 0 2 0 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

! 

! 

service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x610-24 

! 

vlan database 

 vlan 10-11,100 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 deny ip 192.168.10.180/32 any 

access-list 3001 deny ip 192.168.10.181/32 any 

access-list 3002 deny ip 192.168.10.182/32 any 

access-list 3003 deny ip 192.168.10.183/32 any 

access-list 3004 deny ip 192.168.10.184/32 any 

access-list 3005 deny ip 192.168.10.185/32 any 

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

Web認証では、Webブラウザーで本製

品にアクセスして認証を受けるため、

Supplicantは認証前でもIPアドレスが

必要です。DHCPサーバー機能を利用

して、認証前のSupplicantにIPアドレ

スを割り当てます。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 09-x610 設定サンプル その3 

access-list 3020 permit udp any any eq 5060 

! 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

vlan access-map filter1 

 match access-group 3000 

 match access-group 3001 

 match access-group 3002 

 match access-group 3003 

 match access-group 3004 

 match access-group 3005 

 match access-group 3006 

 match access-group 3007 

 match access-group 3008 

 match access-group 3009 

 match access-group 3010 

 match access-group 3011 

 match access-group 3012 

 match access-group 3013 

 match access-group 3014 

 match access-group 3015 

 match access-group 3016 

 match access-group 3017 

 match access-group 3018 

 match access-group 3019 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,100 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

 

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。 

特定のネットワークとの通信を遮断し

たい場合、ACLの設定を行います。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 09-x610 設定サンプル その4 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.13 

 description connection to 10x-230 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 10 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.14-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.26 

 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。 
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■ 09-x610 設定サンプル その5 

interface vlan10 

 ip address 192.168.10.254/24 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.253/24 

! 

interface vlan100 

 ip address 192.168.100.254/24 

! 

vlan filter filter1 vlan-list 10 input 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.100.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.3.1 

! 

ip route 172.16.0.0/16 192.168.11.254 

! 

end 

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。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

VLANにACLの設定を行います。 
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■ 10-x230 設定サンプル その1 

05-x230の設定サンプルをもとに設定してください。 
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■ 11-AR3050 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 11-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

no service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan11 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf management vlan 4001 

atmf management subnet 10.1.0.0 

! 

 zone private 

 network amf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

 network lan 

  ip subnet 192.168.0.0/16 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 
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■ 11-AR3050 設定サンプル その2 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto isakmp key secretD address 10.0.0.14 

! 

! 

! 

ntp source 192.168.11.244 

ntp server 172.16.100.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

 

ファイアウォールやNATのルール作成

時に使うエンティティーを定義します。 

ファイアウォールを有効にします。 

NATを有効にします。 

IPsecの設定をします。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 11-AR3050 設定サンプル その3 

vlan database 

 vlan 11,100 state enable 

! 

interface port1.0.1-1.0.2 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,100 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,100 

 switchport trunk native vlan none 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.244/24 

! 

interface vlan100 

 ip address 192.168.100.254/24 

! 

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。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 11-AR3050 設定サンプル その4 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 10.0.0.14 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.14.2/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface ppp0 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username JJJJJJ 

 ppp password JJJJJJ! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.100.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.3.2 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 172.16.3.0/24 Null 254 

ip route 172.16.3.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.100.232/32 tunnel0 

ip route 172.16.100.232/32 Null 254 

ip route 192.168.10.0/24 192.168.11.243 

ip route 192.168.10.0/24 Null 254 

! 

end 

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。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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■ 12-x908 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 12-x908 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-full-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr vcs 

snmp-server source-interface traps vlan11 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 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 192.168.10.242 key secretA 

 user user1 password user1 

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

認証で使用するLocalRadiusServerの

設定をします。 

MAC認証用のユーザーと、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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■ 12-x908 設定サンプル その2 

stack virtual-mac 

stack virtual-chassis-id 442 

stack resiliencylink vlan4002 

stack 1 priority 1 

! 

atmf network-name multitenant 

atmf management vlan 4001 

atmf management subnet 10.1.0.0 

! 

ntp server 172.16.100.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

ip dhcp pool webauth 

 network 192.168.10.0 255.255.255.0 

 range 192.168.10.210 192.168.10.220 

 default-router 192.168.10.244 

 lease 0 2 0 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

! 

service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x908 

switch 1 bay 1 provision xem-12 

switch 1 bay 4 provision xem-12 

switch 2 provision x908 

switch 2 bay 1 provision xem-12 

switch 2 bay 4 provision xem-12 

! 

vlan database 

 vlan 10-11,100 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 deny ip 192.168.10.180/32 any 

access-list 3001 deny ip 192.168.10.181/32 any  

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

Web認証では、Webブラウザーで本製

品にアクセスして認証を受けるため、

Supplicantは認証前でもIPアドレスが

必要です。DHCPサーバー機能を利用

して、認証前のSupplicantにIPアドレ

スを割り当てます。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 

VCSの設定を行います。 

ここではバーチャルMACアドレスと各

メンバーのプライオリティーを設定し

ています。 
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■ 12-x908 設定サンプル その3 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  set queue 2 

! 

vlan access-map filter1 

 match access-group 3000 

 match access-group 3001 

 match access-group 3002 

 match access-group 3003 

 match access-group 3004 

 match access-group 3005 

 match access-group 3006 

 match access-group 3007 

 match access-group 3008 

 match access-group 3009 

 match access-group 3010 

 match access-group 3011 

 match access-group 3012 

 match access-group 3013 

 match access-group 3014 

 match access-group 3015 

 match access-group 3016 

 match access-group 3017 

 match access-group 3018 

 match access-group 3019 

! 

interface port1.1.1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,100 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.1.2-1.1.11 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

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。 

特定のネットワークとの通信を遮断し

たい場合、ACLの設定を行います。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 12-x908 設定サンプル その4 

interface port1.1.12 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 10 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.4.1-1.4.11 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.4.12 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.1.1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,100 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.1.2 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

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。 
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■ 12-x908 設定サンプル その5 

interface port2.1.3-2.1.11 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.1.12 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 10 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.4.1-2.4.11 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.4.12 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth0 

 shutdown 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,100 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

! 

interface sa2 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 10 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

! 

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。 
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■ 12-x908 設定サンプル その5 

interface vlan10 

 ip address 192.168.10.244/24 

! 

interface vlan11 

 ip address 192.168.11.243/24 

! 

interface vlan100 

 ip address 192.168.100.253/24 

! 

vlan filter filter1 vlan-list 10 input 

! 

ip route 172.16.0.0/16 192.168.11.244 

! 

end 

 

 

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。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 

VLANにACLの設定を行います。 
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■ 13-x310 設定サンプル その1 

05-x230の設定サンプルをもとに設定してください。 
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■ 14-x510 設定サンプル その1 

09-x610の設定サンプルをもとに設定してください。 
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■ 15-x230 設定サンプル その1 

05x230の設定サンプルをもとに設定してください。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 16-AR3050 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

autoboot enable 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink 

snmp-server source-interface traps vlan21 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

atmf network-name multitenant 

! 

zone private 

 network amf-link 

  ip subnet 172.31.0.0/16 

 network lan 

  ip subnet 192.168.0.0/16 

 network tunnel0 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

ファイアウォールやNATのルール作成

時に使うエンティティーを定義します。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その2 

 

zone public 

 network wan 

  ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 

  host ppp0 

   ip address dynamic interface ppp0 

! 

application esp 

 protocol 50 

! 

application isakmp 

 protocol udp 

 sport 500 

 dport 500 

! 

firewall 

 rule 10 permit any from private to private 

 rule 20 permit any from private to public 

 rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 

 rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan 

 rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 

 protect 

! 

nat 

 rule 10 masq any from private to public 

 enable 

! 

crypto isakmp key secretF address 10.0.0.16 

! 

! 

! 

ntp source 192.168.21.254 

ntp server 172.16.100.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

ファイアウォールやNAT、QoSのルー

ル作成時に使うエンティティーを定義

します。 

ファイアウォールを有効にします。 

NATを有効にします。 

IPsecの設定をします。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その3 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

vlan database 

 vlan 21 state enable 

! 

interface port1.0.1-1.0.2 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface eth1 

 encapsulation ppp 0 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21 

 switchport trunk native vlan none 

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。 

使用するVLANを作成します。 
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■ 16-AR3050 設定サンプル その4 

! 

interface vlan21 

 ip address 192.168.21.254/24 

! 

interface tunnel0 

 mtu 1300 

 tunnel source ppp0 

 tunnel destination 10.0.0.16 

 tunnel protection ipsec 

 tunnel mode ipsec ipv4 

 ip address 172.16.16.2/30 

 ip tcp adjust-mss 1260 

! 

interface ppp0 

 keepalive 

 ip address negotiated 

 ppp username LLLLLL 

 ppp password LLLLLL! 

 ip tcp adjust-mss pmtu 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.21.254 remote-id 1 remote-ip 172.16.6.1 

! 

ip route 0.0.0.0/0 ppp0 

ip route 172.16.6.0/24 tunnel0 

ip route 172.16.6.0/24 Null 254 

ip route 172.16.100.232/32 tunnel0 

ip route 172.16.100.232/32 Null 254 

ip route 192.168.20.0/24 192.168.21.253 

ip route 192.168.20.0/24 Null 254 

! 

end 

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。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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■ 17-x510 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 17-x510 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr vcs 

snmp-server source-interface traps vlan21 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 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 192.168.20.252 key secretA 

 user user1 password user1 

： 

： この間は同様の設定をする 

： 

 

 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

認証で使用するLocalRadiusServerの

設定をします。 

MAC認証用のユーザーと、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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■ 17-x510 設定サンプル その2 

stack virtual-mac 

stack virtual-chassis-id 3906 

stack resiliencylink vlan4001 

stack 1 priority 1 

! 

atmf network-name multitenant 

! 

ntp server 172.16.100.232 

! 

ip domain-lookup 

! 

ip dhcp pool webauth 

 network 192.168.20.0 255.255.255.0 

 range 192.168.20.210 192.168.20.220 

 default-router 192.168.20.254 

 lease 0 2 0 

 subnet-mask 255.255.255.0 

! 

! 

! 

service dhcp-server 

! 

! 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x510-28 

switch 2 provision x510-28 

! 

vlan database 

 vlan 20-21 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3000 deny ip 192.168.20.180/32 any 

access-list 3001 deny ip 192.168.20.181/32 any 

access-list 3002 deny ip 192.168.20.182/32 any 

access-list 3003 deny ip 192.168.20.183/32 any 

access-list 3004 deny ip 192.168.20.184/32 any 

access-list 3020 permit udp any any eq 5060 

 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

使用するVLANを作成します。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

Web認証では、Webブラウザーで本製

品にアクセスして認証を受けるため、

Supplicantは認証前でもIPアドレスが

必要です。DHCPサーバー機能を利用

して、認証前のSupplicantにIPアドレ

スを割り当てます。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 

VCSの設定を行います。 

ここではバーチャルMACアドレスと各

メンバーのプライオリティーを設定し

ています。 
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■ 17-x510 設定サンプル その3 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

vlan access-map filter1 

 match access-group 3000 

 match access-group 3001 

 match access-group 3003 

 match access-group 3004 

 match access-group 3002 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

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。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。また、特定のネッ

トワークとの通信を遮断したい場合、

ACLの設定を行います。 
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■ 17-x510 設定サンプル その4 

! 

interface port1.0.9-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.13 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.14-1.0.22 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.23-1.0.24 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.26 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface port2.0.1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

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。 
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■ 17-x510 設定サンプル その5 

interface port2.0.2-2.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.4-2.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.9-2.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.13 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 2 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.14-2.0.22 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

i 

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。 
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■ 17-x510 設定サンプル その5 

interface port2.0.23-2.0.24 

 switchport 

 switchport resiliencylink 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port2.0.25-2.0.26 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 21 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

! 

interface sa2 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

! 

interface vlan20 

 ip address 192.168.20.254/24 

! 

interface vlan21 

 ip address 192.168.21.253/24 

! 

vlan filter filter1 vlan-list 20 input 

! 

ip route 172.16.0.0/16 192.168.21.254 

! 

 

 exec-timeout 0 0 

 length 0 

line vty 0 4 

 exec-timeout 0 0 

! 

end 

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。 

VLANにACLの設定を行います。 
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■ 18-x510 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 18-x510 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

platform hwfilter-size ipv4-limited-ipv6 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

! 

aaa authentication enable default local 

aaa authentication login default local 

! 

! 

! 

stack virtual-chassis-id 3772 

! 

atmf network-name multitenant 

! 

ntp server 172.16.100.232 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 
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■ 18-x510 設定サンプル その2 

no service dhcp-server 

! 

! 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

switch 1 provision x510-52 

! 

vlan database 

 vlan 20 state enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3020 permit udp any any eq 5060 

! 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

interface port1.0.1-1.0.2 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 static-channel-group 1 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.3-1.0.7 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 

 

使用するVLANを作成します。 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。 
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■ 18-x510 設定サンプル その3 

interface port1.0.8 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.12 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.13 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.14-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.50 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface sa1 

 switchport 

 switchport atmf-link 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

! 

nterface vlan20 

 ip address 192.168.20.253/24 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.254 

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。 
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■ 19-x230 設定サンプル その1 

service password-encryption 

! 

hostname 19-x230 

! 

no banner motd 

! 

username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0 

! 

log host 172.16.100.232 

log host 172.16.100.232 level informational 

! 

no service ssh 

! 

service telnet 

! 

service http 

! 

clock timezone JST plus 9:00 

! 

snmp-server 

snmp-server enable trap atmf atmflink atmfrr loopprot 

snmp-server source-interface traps vlan20 

snmp-server community public 

snmp-server host 172.16.100.232 version 2c public 

! 

radius-server host 192.168.20.254 key secretA 

! 

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 multitenant 

! 

ip domain-lookup 

! 

! 

! 

no service dhcp-server 

! 

no ip multicast-routing 

! 

spanning-tree mode rstp 

! 

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。 

SYSLOG機能を用い、SYSLOGサー

バーへログの転送を行います。 

SNMP は、version 2c を使用します。 

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。 

AMFネットワーク名の設定を行います。 
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■ 19-x230 設定サンプル その2 

loop-protection loop-detect 

lacp global-passive-mode enable 

no spanning-tree rstp enable 

! 

mls qos enable 

access-list 3020 permit udp any any eq 5060 

! 

class-map IPPhone_QoS 

 match access-group 3020 

! 

policy-map QoS 

 class default 

 class IPPhone_QoS 

  remark new-cos 2 both 

! 

vlan database 

 vlan 20 state enable 

! 

interface port1.0.1 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 20 

 switchport trunk native vlan none 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.2-1.0.3 

 switchport 

 switchport mode access 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.4 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 20 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

IP phone 通信の優先度を上げるQoS

の設定を行います。 

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、ループプロテクションを設定し

ます。なおループプロテクションを有

効にする各ポートは、MACスラッシン

グを無効にします。 

 

ループプロテクションを有効にします。 

使用するVLANを作成します。 

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。 
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■ 19-x230 設定サンプル その3 

interface port1.0.5-1.0.7 

 thrash-limiting action none 

 loop-protection action link-down 

 switchport 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 20 

 service-policy input QoS 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

 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 action link-down 

 shutdown 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.9-1.0.24 

 switchport 

 switchport mode access 

 snmp trap link-status 

 snmp trap link-status trap-delay 10 

! 

interface port1.0.25-1.0.28 

 switchport 

 switchport mode access 

! 

interface vlan20 

 ip address 192.168.20.252/24 

! 

atmf virtual-link id 1 ip 192.168.20.252 remote-id 1 remote-ip 172.16.6.2 

! 

ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.254 

! 

ntp server 172.16.100.232 

! 

! 

end 

 

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。 

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、ループプロテクションを設定し

ます。なおループプロテクションを有

効にする各ポートは、MACスラッシン

グを無効にします。 

 

NTP ServerのIPアドレスを設定していま
す。 

マスターと接続するためにAMFバーチャ
ルリンクの設定をします。 
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