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■■ 概要概要

■■ 主な目的主な目的

◇◇ 通信通信経路を冗長化し、信頼性を高めたい経路を冗長化し、信頼性を高めたい
◇◇ 広域広域NWNWを少人数で効率に管理・運用を実現したいを少人数で効率に管理・運用を実現したい
◇◇ ネットワークの管理・運用コストを削減したいネットワークの管理・運用コストを削減したい

自治体のネットワークや鉄道の駅間ネットワークなどの地理的な広がりが必要となるネットワークや広大な敷
地を所有する製造業の工場など建屋間ネットワークなどでは、ケーブルの配線コスト等の面でスタートポロ
ジーよりもリングトポロジーのネットワークの方が適しております。
しかしながら、上記のような広域ネットワークの場合、各スイッチの設定変更や万が一のスイッチの故障時の
対応等のネットワークの管理・運用に、建屋間の距離の問題等もあり、高い作業コストが求められてしまいま
す。これを解決するには、地理的な広がりのある広域ネットワークを容易に管理・運用する方法が求められま
す。

本資料は、スケーラブル・シャーシスイッチであるSwitchBlade x8100をコアスイッチとし、EPSRを利用し
た可用性の高いリング型の冗長化構成に、容易なネットワークの管理・運用を実現するu-VCFを利用したリン
グ型u-VCFソリューションをご紹介致します。
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リングリングリングリング型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ 制限事項・仕様制限事項・仕様

1. AMF機能については、下記をご参照下さい。
http://www.allied-telesis.co.jp/solution/u_vcf/index.html

2. AMFを利用する際には、AMFマスターとなるSBx8100にUSBメモリが必要となります。

3. 一度ATMFのネットワークを構成した後に、ノードが消失すると、ノードが消えた旨を表
す以下のログが15分おきに出力されます。

2013 Feb 14 12:56:31 daemon.err x8100_1 ntpd_intres[26444]: host name not found: 
host_xxxx_xxxx_xxxx..atmf

4. atmf reboot -rollingコマンド を使用してのF/W アップグレードの際、USBメモリの一つ
のフォルダ内に保存するF/Wのファイル数は20個以内にしてください。

5. AMFとSTPの同一ポートでの併用はできません。

6. AMFのNode Depth(マスターからの距離)は8までをサポート対象とします。

7. Node Depthには「最大8」のサポートリミットなどがあるため、リング構成の場合、
リングを構成する各ノードを通常のAMFリンク（switchport atmf-link）ではなくAMF
クロスリンク（switchport atmf-crosslink）で接続することをおすすめします。

8. AMFクロスリンクは1ノードあたり2ポートまでしか設定できません。

9. EPSR とGVRP の併用はできません。

10. SBx8100にて作成可能なEPSRドメイン数は16となります。その為、EPSRを利用して
SBx8100と接続するディストリビューションスイッチで構成するリング数としては16
リングまでとなります。

11.SBx8100のMACアドレス登録数、IPv4ホスト登録数、IPv4ルート登録数は実装するイン
ターフェースモジュールの組み合わせや拡張コマンド（platform routingratio）により異
なります。（詳細等につきましては、コマンドリファレンス等のマニュアルを参照願い
ます）
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VLAN 5VLAN 3VLAN 4

■■ 構築のポイント構築のポイント
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SNMPマネージャとSyslog
サーバー、及びNTPサーバー
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。
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マルチキャストルーティングとし
て、PIM-SMがx8100_1、
SBx908_VCSで動作しています。

ユニキャストルーティングとして、
OSPFがx8100_1、SBx908_VCS
で動作しています。

x8100_1 は AMF Network名が
VCFRing1のAMFマスターと
して動作し、他スイッチの一
元管理を行います。

x8100_2 は AMF Network名が
VCFRing2のAMFマスターと
して動作し、他スイッチの一
元管理を行います。

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。
すべてのスイッチにAMFが設定され、
各AMFマスターに一元管理されます。
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■■ x8100x8100_1_1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname x8100_1
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 
$1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 172.16.3.131
log host 172.16.3.131 level informational
!
ssh server allow-users manager
service ssh ip
!
platform routingratio ipv4only
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap chassis epsr nsm
snmp-server community public 
snmp-server host 172.16.3.131 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name VCFRing1
atmf master
atmf management vlan 4001
atmf domain vlan 4002
!
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。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

platform routing-ratio ipv4only コマン
ドにより、テーブル全体をIPv4用とし
て使用します。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”VCFRing1”としています。
x8100_1はAMFマスターとして使用す
るので、atmf masterコマンドで、マス
ターを有効にします。
AMFはAMF間の通信用としてデフォル
トでは vlan4091,4092 を使用しますが、
ここではAMF用のVLAN IDを
vlan4001,4002 に変更しています。
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■■ x8100x8100_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
platform silicon-profile profile2
!
mls qos enable
access-list 3000 permit ip 10.1.1.0/24 10.1.1.0/24
!
class-map 1
match access-group 3000

!
policy-map 1
class default
class 1
set cos 4

!
card 1 provision ge24
card 2 provision ge24
!
vlan database
vlan 1 name 1
vlan 6 name mgm
vlan 101 name Domain1
vlan 102 name Domain2
vlan 1,6,10,20,101-102 state enable

!
ip pim bsr-candidate vlan6
ip pim rp-candidate vlan6
!

platform silicon-profile pfofile2 コマン
ドにより、SBx81CFC400, SBx81XS6, 
SBx81GS24a を使用した際のテーブ
ルサイズの最大値を変更します。

SNMP, Syslog、OSPFなどのルーティ
ングプロトコル用に使用するパケット
に対し、優先制御を行います。
ここでは 10.1.1.0/24 に対してqueue 4
を割り当てて優先制御を行なっていま
す。

使用する VLAN を作成します。

PIM-SMで使用する、ランデブーポイ
ント、ブートストラップルータの設定
を行います。

AMFとxSTPは、同一のポート上では
併用できません。今回はxSTPは使用
しないので、設定を無効にします。
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■■ x8100x8100_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port1.1.1
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,101-102
switchport trunk native vlan none
service-policy input 1
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2-1.1.22
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.23-1.1.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 1

!
interface port1.2.1
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,101-102
switchport trunk native vlan none
service-policy input 1
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2-1.2.22
switchport
switchport mode access

!
interface port1.2.23-1.2.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 1

!

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

port1.1.1, port1.2.1 は、EPSRリング
接続用ポートです。
これらのポートは、同時にAMF接続用
のポートとしての設定も行い接続しま
す。ここでは、繋いだ先の機器が1階
層下となるよう、atmf-link で接続して
います。

SNMP,Syslogサーバーとの通信を行う
IPアドレスに対し、優先制御を行うポ
リシーマップの設定します。

AMFを使用するポートは、Tagポート
にしなければなりませんが、native 
vlan を使用することで access vlan の
ように振舞うことが可能です。



8Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

Solution No. 13-10-01

リングリングリングリング型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x8100x8100_1 _1 設定サンプル設定サンプル そのその44

interface sa1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 6
service-policy input 1
snmp trap link-status

!

interface vlan6
ip address 10.1.1.1/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan10
ip address 192.168.3.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode passive
ip dhcp-relay server-address 10.1.1.254

!
interface vlan20
ip address 192.168.7.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode passive
ip dhcp-relay server-address 10.1.1.254

!
epsr configuration
epsr domain1 mode master controlvlan 101 primaryport port1.1.1
epsr domain1 datavlan 6,10
epsr domain1 enhancedrecovery enable
epsr domain1 state enabled
epsr domain2 mode master controlvlan 102 primaryport port1.2.1
epsr domain2 datavlan 20
epsr domain2 enhancedrecovery enable
epsr domain2 state enabled

!
router ospf
ospf router-id 1.1.1.2
network 10.1.1.0/24 area 1
redistribute connected

!
ntp server 172.16.3.131 prefer
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

saインターフェースは、スタティック
トランクグループ(スタティック リン
ク アグリゲーション)を設定すると自
動的に作成されます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

マルチキャストルーティングを行うた
め、接続するVLANに対してPIM-SMと
IGMPの設定を行います。

EPSRドメインを設定します。
ドメインを2つ用意し、VLAN6, 10 で
はport1.1.1が、VLAN20 では port1.2.1
をprimary port とすることで、VLANに
よってユーザーデータの右回り、左回
りと分けています。このように分ける
ことで、1ポートに掛かる負荷を分散
することが可能です。

L3通信用の、OSPF設定です。

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。

ホストはDHCPでIPを取得するため、
VLANに dhcp-relay の設定を行い、
DHCP要求をサーバーへ転送します。

AMF接続用ポートの設定を行います。
ここでは、繋いだ先の機器が1階層下
となるよう、atmf-link で接続していま
す。
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■■ x8100x8100_2_2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
service password-encryption
!
hostname x8100_2
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 
$1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 172.16.3.131
log host 172.16.3.131 level informational
!
ssh server allow-users manager
service ssh ip
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap chassis epsr nsm
snmp-server community public 
snmp-server host 172.16.3.131 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name VCFRing2
atmf master
atmf management vlan 4001
atmf domain vlan 4002
!
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。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”VCFRing2”としています。
x8100_2はAMFマスターとして使用す
るので、atmf masterコマンドで、マス
ターを有効にします。
AMFはAMF間の通信用としてデフォル
トでは vlan4091,4092 を使用しますが、
ここではAMF用のVLAN IDを
vlan4001,4002 に変更しています。
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■■ x8100x8100_2_2 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
access-list 3000 permit ip 10.1.1.0/24 10.1.1.0/24
access-list 3001 deny ip any 239.0.0.0/8 vlan 6
access-group 3001
!
class-map 1
match access-group 3000

!
policy-map 1
class default
class 1
set cos 4

!
card 1 provision ge24
card 2 provision ge24
!
vlan database
vlan 1 name Datavlan_1
vlan 6 name mgm
vlan 10 name data_10
vlan 20 name data_20
vlan 103 name Domain3
vlan 1,6,10,20,103 state enable

!

SNMP, Syslog、などのルーティング
プロトコル用に使用するパケットに対
し、優先制御を行います。
ここでは 10.1.1.0/24 に対してqueue 4
を割り当てて優先制御を行なっていま
す。

使用する VLAN を作成します。

AMFとxSTPは、同一のポート上では
併用できません。今回はxSTPは使用
しないので、設定を無効にします。
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!
interface port1.1.1
description To_x510_2_port1.0.49
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,103
switchport trunk native vlan none
service-policy input 1
snmp trap link-status

!
interface port1.1.2
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.3-1.1.4
switchport
switchport mode trunk

!
interface port1.1.5-1.1.12
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.13
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk

!
interface port1.1.14-1.1.22
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.23-1.1.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 1

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

port1.1.1, port1.2.1 は、EPSRリング
接続用ポートです。
これらのポートは、同時にAMF接続用
のポートとしての設定も行い接続しま
す。ここでは、繋いだ先の機器が1階
層下となるよう、atmf-link で接続して
います。

SNMP,Syslogサーバーとの通信を行う
IPアドレスに対し、優先制御を行うポ
リシーマップの設定します。



12Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス コアコアコアコア・・・・スイッチスイッチスイッチスイッチ SBx8100 SBx8100 SBx8100 SBx8100 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

Solution No. 13-10-01

リングリングリングリング型型型型uuuu----VCFVCFVCFVCFソリューションソリューションソリューションソリューション
■■ x8100x8100_2 _2 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port1.2.1
description To_x510_2_port1.0.48
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,103
switchport trunk native vlan none
service-policy input 1
snmp trap link-status

!
interface port1.2.2-1.2.22
switchport
switchport mode access

!
interface port1.2.23-1.2.24
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 1

!
interface sa1
description To_SBx908
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan 6
service-policy input 1
snmp trap link-status

!
interface vlan6
ip address 10.1.1.2/24

!

saインターフェースは、スタティック
トランクグループ(スタティック リン
ク アグリゲーション)を設定すると自
動的に作成されます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

AMF接続用ポートの設定を行います。
ここでは、繋いだ先の機器が1階層下
となるよう、atmf-link で接続していま
す。
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!
epsr configuration
epsr domain3 mode master controlvlan 103 primaryport port1.1.1
epsr domain3 datavlan 6,10,20
epsr domain3 enhancedrecovery enable
epsr domain3 state enabled

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.1.254
!
ntp server 172.16.3.131 
!
line con 0
exec-timeout 0 0

line vty 0 4
!
end

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。

EPSRドメインを設定します。
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!
service password-encryption
!
hostname SBx908_VCS
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 
$1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 172.16.3.131
log host 172.16.3.131 level informational
!
ssh server allow-users manager
service ssh ip
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap nsm pim vcs
snmp-server community public 
snmp-server host 172.16.3.131 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 1456
stack resiliencylink eth0
!
atmf network-name VCFRing1
atmf management vlan 4001
atmf domain vlan 4002
!
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。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”VCFRing1”としています。
AMFはAMF間の通信用としてデフォル
トでは vlan4091,4092 を使用しますが、
ここではAMF用のVLAN IDを
vlan4001,4002 に変更しています。

Syslog機能を用い、Syslogサーバー

へログの転送を行います。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

Syslog機能を用い、Syslogサーバー

へログの転送を行います。

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

Syslog機能を用い、Syslogサーバー

へログの転送を行います。
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!
ip dhcp pool 192_3
network 192.168.0.0 255.255.252.0
range 192.168.3.1 192.168.3.240
default-router 192.168.3.254

!
service dhcp-server
!
ip multicast-routing
!
spanning-tree mode rstp
!
no spanning-tree rstp enable
!
mls qos enable
!
class-map UntaggedARP
match eth-format ethii-untagged protocol 0806

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

!
policy-map CtrlPkts
class default
class UntaggedARP
set queue 4

class TaggedARP
set queue 4

!
switch 1 provision x908
switch 1 bay 1 provision xem-12
switch 2 provision x908
switch 2 bay 1 provision xem-12
!

DHCP Server機能の設定を行います。
各ネットワークごとに端末へのIPが割
り振られるよう設定を行います。
ここでは紙面上、他ネットワークの設
定を割愛しています。

機器のCPU負荷が高くなってしまった
ときでも正常に機能が動作するように
ARP パケットを優先的に処理する
QoS (優先制御) の設定を行います。
QoS 機能を有効化後、ARP パケット
はclass-map で定義します。match 条
件としてtag 付きとuntagの2種類をそ
れぞれ定義する必要がありますのでご
注意下さい。
最後に作成したclass-map を束ねて
policy-map として定義し、4 番目に優
先度の高いqueue4 を設定します。

AMFとxSTPは、同一のポート上では
併用できません。今回はxSTPは使用
しないので、設定を無効にします。
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!
vlan database
vlan 1 name Datavlan_1
vlan 2 name Datavlan_2
vlan 3 name Mcast_and_mgm
vlan 4 name Mcast_Srv2
vlan 5 name Mcast_Srv3
vlan 101 name Domain1
vlan 102 name Domain2
vlan 1-6,10,20,101-102 state enable

!
ip pim bsr-candidate vlan6
ip pim rp-candidate vlan6
!
!
interface port1.1.1-1.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 1

!
interface port1.1.3-1.1.4
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 2

!

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

使用する VLAN を作成します。

PIM-SMで使用する、ランデブーポイ
ント、ブートストラップルータの設定
を行います。

AMFを使用するポートは、Tagポート
にしなければなりませんが、native 
vlan を使用することで access vlan の
ように振舞うことが可能です。
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interface port1.1.5
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 6
service-policy input CtrlPkts

!
interface port1.1.6
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10
service-policy input CtrlPkts

!
interface port1.1.7-1.1.8
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 3
service-policy input CtrlPkts

!
interface port1.1.9-1.1.10
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 4
service-policy input CtrlPkts

!
interface port1.1.11-1.1.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 5
service-policy input CtrlPkts

!

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

ARP を優先的に処理するためのQoS
サービスポリシーCtrlPkts をこれらの
ポートにアサインします
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!
interface port2.1.1-2.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 1

!
interface port2.1.3-2.1.4
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan 6
static-channel-group 2

!
interface port2.1.5-2.1.6
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan none
service-policy input CtrlPkts

!
interface port2.1.7-2.1.8
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 3
service-policy input CtrlPkts

!
interface port2.1.9-2.1.10
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 4
service-policy input CtrlPkts

!
interface port2.1.11-2.1.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 5
service-policy input CtrlPkts

!

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

ARP を優先的に処理するためのQoS
サービスポリシーCtrlPkts をこれらの
ポートにアサインします

AMFを使用するポートは、Tagポート
にしなければなりませんが、native 
vlan を使用することで access vlan の
ように振舞うことが可能です。
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!
interface sa1
description To_x8100_1
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 6
service-policy input CtrlPkts

!
interface sa2
description To_x8100_2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan 6
service-policy input CtrlPkts

!
interface vlan3
ip address 172.16.3.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode passive

!
interface vlan4
ip address 172.16.7.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan5
ip address 172.16.11.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode

!
interface vlan6
ip address 10.1.1.254/24
ip igmp
ip pim sparse-mode

!

saインターフェースは、スタティック
トランクグループ(スタティック リン
ク アグリゲーション)を設定すると自
動的に作成されます。

必要に応じて各ポートにVLAN、リン
クアグリゲーションを設定します。
SNMPリンクTrapを設定します。

マルチキャストルーティングを行うた
め、接続するVLANに対してPIM-SMと
IGMPの設定を行います。

ARP を優先的に処理するためのQoS
サービスポリシーCtrlPkts をこれらの
ポートにアサインします

AMF接続用ポートの設定を行います。
ここでは、繋いだ先の機器はAMFマス
ターなので、同一の設定となるよう
atmf-link で接続しています。
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!
interface vlan10
ip address 192.168.131.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode passive

!
interface vlan20
ip address 192.168.135.254/22
ip igmp
ip pim sparse-mode passive

!
router ospf
ospf router-id 1.1.1.1
network 10.1.1.0/24 area 1
redistribute connected

!
ntp server 172.16.3.131 prefer
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

L3通信用の、OSPF設定です。

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。
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!
service password-encryption
!
hostname x510_11
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 
$1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 172.16.3.131
log host 172.16.3.131 level informational
!
ssh server allow-users manager
service ssh
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap epsr nsm rmon
snmp-server community public 
snmp-server host 172.16.3.131 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name VCFRing1
atmf management vlan 4001
atmf domain vlan 4002
atmf group epsrring
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

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

Syslog機能を用い、Syslogサーバー

へログの転送を行います。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”VCFRing1”としています。
AMFはAMF間の通信用としてデフォル
トでは vlan4091,4092 を使用しますが、
ここではAMF用のVLAN IDを
vlan4001,4002 に変更しています。
また、EPSR Transit となるスイッチ
だけを AMF上で選択できるよ
う、”epsrring” という名前でグループ
化します。
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spanning-tree mode rstp
!
no ipv6 mld snooping
no spanning-tree rstp enable
!
switch 1 provision x510-52
!
vlan database
vlan 10 name Datavlan_1
vlan 20 name Datavlan_2
vlan 2-3,6,10,20,101-102 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10

!
interface port1.0.25-1.0.48
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20

!

interface port1.0.49-1.0.50
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,101-102
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!

使用する VLAN を作成します。

AMF接続用ポートの設定を行います。
ここでは、繋いだ先の機器はAMFマス
ターと同一の設定となるよう atmf-link 
で接続しています。
また、Transit機器と接続とは階層をわ
けるために atmf-link で接続します。

AMFとxSTPは、同一のポート上では
併用できません。今回はxSTPは使用
しないので、設定を無効にします。
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!
interface vlan6
ip address 10.1.1.3/24

!
epsr configuration
epsr domain1 mode transit controlvlan 101
epsr domain1 datavlan 6,10
epsr domain1 enhancedrecovery enable
epsr domain1 state enabled
epsr domain2 mode transit controlvlan 102
epsr domain2 datavlan 20
epsr domain2 enhancedrecovery enable
epsr domain2 state enabled

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.1.254
!
ntp server 172.16.3.131 prefer
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

EPSRドメインを設定します。

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。
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!
service password-encryption
!
hostname x510_21
!
no banner motd
!
username manager privilege 15 password 8 
$1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
!
log host 172.16.3.131
log host 172.16.3.131 level informational
!
ssh server allow-users manager
service ssh
!
service telnet
no service telnet ipv6
!
service http
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap epsr nsm rmon
snmp-server community public 
snmp-server host 172.16.3.131 version 2c public
!
exception coredump size unlimited
!
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local 
!
atmf network-name VCFRing2
atmf management vlan 4001
atmf domain vlan 4002
atmf group epsrring
!
ip domain-lookup
!
no service dhcp-server

Syslog、SNMP及びタイムゾーン設定
を行います。SyslogやSNMPを使用す
る事で、ネットワークの効率的な管理
が可能となり、安定したITインフラの
実現に役立ちます。タイムゾーンは
NTPを使用して時刻を自動的に調整す
るために必要なパラメータです。

SSHを用いてネットワーク機器へログ
インを行うことで、セキュアな通信を
確保できます。

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

Syslog機能を用い、Syslogサーバー

へログの転送を行います。

AMFネットワーク名の設定を行います。
ここでは、”VCFRing2”としています。
AMFはAMF間の通信用としてデフォル
トでは vlan4091,4092 を使用しますが、
ここではAMF用のVLAN IDを
vlan4001,4002 に変更しています。
また、EPSR Transit となるスイッチ
だけを AMF上で選択できるよ
う、”epsrring” という名前でグループ
化します。
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spanning-tree mode rstp
!
no ipv6 mld snooping
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 6 name mgm
vlan 10 name data_vlan10
vlan 20 name data_vlan20
vlan 103 name control_103
vlan 6,10,20,103 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10

!
interface port1.0.25-1.0.48
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20

!
interface port1.0.49
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-link
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!
interface port1.0.50
thrash-limiting action none
switchport
switchport atmf-crosslink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 6,10,20,103
switchport trunk native vlan none
snmp trap link-status

!

使用する VLAN を作成します。

AMF接続用ポートの設定を行います。
ここでは、EPSRing内の繋いだ先の機
器が同一階層となるよう、atmf-
crosslink で接続しています。

AMF接続用ポートの設定を行います。
ここでは、繋いだ先の機器はAMFマス
ターなので、同一の設定となるよう
atmf-link で接続しています。
繋いだ先がEPSRingのTransit機器にな
る場合は、atmf-crosslink で接続する
ことで、同一階層にすることが可能で
す。

AMFとxSTPは、同一のポート上では
併用できません。今回はxSTPは使用
しないので、設定を無効にします。
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!
interface vlan6
ip address 10.1.1.6/24

!
epsr configuration
epsr domain3 mode transit controlvlan 103
epsr domain3 datavlan 6,10,20
epsr domain3 enhancedrecovery enable
epsr domain3 state enabled

!
ip route 0.0.0.0/0 10.1.1.254
!
ntp server 172.16.3.131 prefer
!
line con 0
line vty 0 4
!
end

EPSRドメインを設定します。

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。
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