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アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク
■■ 主な目的主な目的

■■ 概要概要

Solution No. 10-03-01

◇◇ 大規模向け複数リングソリューション大規模向け複数リングソリューション
数千クライアントが利用し「複数リング」が複数の建物にまたがるような大規模な数千クライアントが利用し「複数リング」が複数の建物にまたがるような大規模な
ネットワークを構築ネットワークを構築

◇◇ 二重障害も考慮した信頼性・可用性の高いネットワークを構築二重障害も考慮した信頼性・可用性の高いネットワークを構築
複数リング回線障害などの二重障害からの復旧時における正常回復を実現する複数リング回線障害などの二重障害からの復旧時における正常回復を実現するEPSREPSR
エンハンストリカバリーに対応したエンハンストリカバリーに対応したxxシリーズをシリーズをEPSREPSRマスターマスター//トランジットに用いてトランジットに用いて
リングネットワークを構築リングネットワークを構築

◇スパニングツリーを使わずに◇スパニングツリーを使わずにLayer2Layer2の冗長を実現の冗長を実現
◇◇信頼性と可用性が非常に高いリングネットワークを構築信頼性と可用性が非常に高いリングネットワークを構築

一般的なネットワークは、高
価なスイッチを中心として、
ディストリビューションス
イッチやエッジスイッチと1:n
で接続するスター型構成です。
スター型構成では、”n”の数が
多くなるほど、接続に要する
イーサネットケーブルの本数
が多くなり、構築に必要なコ
ストは増加していきます。

アライドテレシスのLayer2 リ
ングプロトコル “EPSR” を使
うと、それぞれ隣接する機器
との接続を行い、リング型接
続構成となりますので、接続
に必要なケーブルの本数を削
減することができます。

さらに、コアスイッチに
SwitchBlade x908 2台をVCS
化して採用、リングプロトコ
ル EPSR を制御するマスター
スイッチ自体も高度な冗長化
を図ります。

数千クライアントが利用し、
同一のユーザーVLANが複数
の建物にまたがるような大規
模なエンタープライズネット
ワークにおすすめのネット
ワークソリューションです。
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■■ 構築のポイント構築のポイント

アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク

1.1.1 2.1.1

1.1.2 2.1.2

VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 VLAN 20

VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 VLAN 20

本社

工場#1

工場#2事務棟

管理棟

SBx908_1 SBx908_2

x900-24XT_1 x900-24XT_2

x900-24XT_3 x900-24XT_4

1.1.12 2.1.12

SNMPマネージャ

x600_24Ts

2つのリングは同一のデータ
VLANで構成し、経路障害時
でも同一VLANでの通信を継

続

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

EPSR02 :
データVLAN 10 / 20 / 100 とコ
ントロールVLAN 902 で構成

EPSR01 :
データVLAN 10 / 20 /100 とコ
ントロールVLAN 901 で構成

ルーティングポイントはVCS
に集約。すべてのクライアン
トのデフォルトゲートウェイ
はVCSグループに設定されて
いるVLANインターフェース

のIPアドレスを指定。

本社に管理ネットワークを設置、
SNMPによるネットワーク管理

を行う。

Solution No. 10-03-01



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

Solution No. 10-03-01

アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク
■■ SBx908SBx908_1 / _2 _1 / _2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SB_x908_VCS
!
snmp-server enable trap epsr lldp loopprot rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.100.250 version 2c public

!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 3
stack resiliencylink eth0
stack 1 priority 1

!
no spanning-tree rstp enable

!
vlan database
vlan 10,20,100,901-902 state enable

! 
interface port1.1.1,port2.1.1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,100,901
switchport trunk native vlan none

!
interface port1.1.2,port2.1.2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,100,902
switchport trunk native vlan none

VCS設定を行います。Ver5.3.3から
VCSグループメンバーが共通で使用す
るバーチャルMACアドレスをサポート
しました。VCSのMACアドレスが変更
されず、周囲の機器が保持するFDBの
書き換えが必要ありませんので、ス
ムーズなFailoverを実現します。
なお、バーチャルMACアドレス設定は
VCSグループの再起動後、有効になり
ます。

ホスト名の設定及びSNMPの設定を行
います。SNMPを使用する事で、ネッ
トワークの効率的な管理が可能となり、
安定したITインフラの実現に役立ちま
す。

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

EPSRを構成するスイッチポートに
VLANをアサインします。業務通信が
流れるデータVLANとして VLAN10 / 
20、EPSRドメイン01の制御パケット
が流れるコントロールVLANとして
VLAN901、同じくEPSRドメイン02の
コントロールVLANとしてVLAN902を
それぞれ使用します。また、管理用
VLANとして使用するVLAN100も使用
しますので、タグポートとしてこれら
複数のVLANをアサインしています。

※注

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

特に、cos-queue マップの初期設定では、CoS 値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS 構成時は送信キュー
「7」を使わないよう、mls qos map cos-queue コマンドでマッピングを変更してください。
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Solution No. 10-03-01

アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク
■■ SBx908SBx908_1 / _2 _1 / _2 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.1.12,port2.1.12
switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1

!

interface sa1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,100

!

interface vlan10
ip address 192.168.10.254/24

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.254/24

!
interface vlan100
ip address 192.168.100.254/24

!
epsr configuration
epsr EPSR01 mode master controlvlan 901 primaryport port1.1.1
epsr EPSR01 datavlan 10,20,100
epsr EPSR01 enhancedrecovery enable
epsr EPSR01 state enabled
epsr EPSR02 mode master controlvlan 902 primaryport port1.1.2
epsr EPSR02 datavlan 10,20,100
epsr EPSR02 state enabled

!
end

各VLANインターフェースにIPアドレ
スを設定します。EPSRコントロール
VLANはIPアドレスを設定しません。

EPSRを設定します。このVCSグルー
プは、2つのEPSRドメインのマスター
として動作しますので、動作モードを
マスターとしてそれぞれのドメインで
指定します、また、EPSRとマスター
では、プライマリーポートの指定が必
要です。その他、コントロールVLAN
とデータVLANをそれぞれ指定します。
EPSRドメイン内の複数箇所同時障害
発生時でも迅速な障害復旧を可能にす
る、enhanncedrecoveryモードを有効
にし、最後に作成したEPSRドメイン
を有効化します。

SNMPマネージャなど管理ネットワー
ク用のスイッチポートをアサインしま
す。このポートはリンクアグリゲー
ションを構成するため、static-
channel-group 1 としています。

saインターフェースは、static-
channel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。
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Solution No. 10-03-01

アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク
■■ x900x900--24XT_1 / _2 24XT_1 / _2 設定サンプル設定サンプル

!
hostname x900-24XT_1
!
snmp-server enable trap epsr lldp rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.100.250 version 2c public
!
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 10,20,100,901 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,100,901
switchport trunk native vlan none

!
interface port1.0.3-1.0.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10

!
interface port1.0.13-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20

!

interface vlan100
ip address 192.168.100.10/24

!
epsr configuration
epsr EPSR01 mode transit controlvlan 901
epsr EPSR01 datavlan 10,20,100
epsr EPSR01 enhancedrecovery enable
epsr EPSR01 state enabled

!
end

ホスト名の設定及びSNMPの設定を行
います。SNMPを使用する事で、ネッ
トワークの効率的な管理が可能となり、
安定したITインフラの実現に役立ちま
す。ホスト名は管理対象の各機器で重
複しない文字列を指定してください。

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

EPSRを構成するスイッチポートに
VLANをアサインします。業務通信が
流れるデータVLANとして VLAN10 / 
20、EPSRドメイン01の制御パケット
が流れるコントロールVLANとして
VLAN901を使用します。また、管理用
VLANとして使用するVLAN100も使用
しますので、タグポートとしてこれら
複数のVLANをアサインしています。
これら2ポート以外のスイッチポート
は、クライアントが接続されるスイッ
チポートとして、それぞれのVLANに
必要な数をアサインします。

スイッチの設定やSNMPなどの管理で
使用するIPアドレスを管理用VLANで
あるVLAN100のインターフェースに設
定します。IPアドレスは同一セグメン
ト内で重複しないように設定してくだ
さい。

EPSRドメイン01を設定します。VCS
グループ以外のリングを構成する機器
は、すべてEPSRトランジットとなり
ますので、動作モードをトランジット
とし、コントロールVLAN及びデータ
VLANを指定します。
VCSとEPSR併用構成でのトランジッ
トノードは、EPSRドメイン内の複数
箇所同時障害発生時でも迅速な障害復
旧を可能にする、enhanncedrecovery
モードを必ず有効にしてください。
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Solution No. 10-03-01

アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク
■■ x900x900--24XT_3 / _4 24XT_3 / _4 設定サンプル設定サンプル

!
hostname x900-24XT_3
!
snmp-server enable trap epsr lldp rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.100.250 version 2c public
!
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 10,20,100,902 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,100,902
switchport trunk native vlan none

!
interface port1.0.3-1.0.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 10

!
interface port1.0.13-1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 20

!

interface vlan100
ip address 192.168.100.30/24

!
epsr configuration
epsr EPSR02 mode transit controlvlan 902
epsr EPSR02 datavlan 10,20,100
epsr EPSR02 enhancedrecovery enable
epsr EPSR02 state enabled

!
end

ホスト名の設定及びSNMPの設定を行
います。SNMPを使用する事で、ネッ
トワークの効率的な管理が可能となり、
安定したITインフラの実現に役立ちま
す。ホスト名は管理対象の各機器で重
複しない文字列を指定してください。

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

EPSRを構成するスイッチポートに
VLANをアサインします。業務通信が
流れるデータVLANとして VLAN10 / 
20、EPSRドメイン01の制御パケット
が流れるコントロールVLANとして
VLAN901を使用します。また、管理用
VLANとして使用するVLAN100も使用
しますので、タグポートとしてこれら
複数のVLANをアサインしています。
これら2ポート以外のスイッチポート
は、クライアントが接続されるスイッ
チポートとして、それぞれのVLANに
必要な数をアサインします。

スイッチの設定やSNMPなどの管理で
使用するIPアドレスを管理用VLANで
あるVLAN100のインターフェースに設
定します。IPアドレスは同一セグメン
ト内で重複しないように設定してくだ
さい。

EPSRドメイン02を設定します。VCS
グループ以外のリングを構成する機器
は、すべてEPSRトランジットとなり
ますので、動作モードをトランジット
とし、コントロールVLAN及びデータ
VLANを指定します。
VCSとEPSR併用構成でのトランジッ
トノードは、EPSRドメイン内の複数
箇所同時障害発生時でも迅速な障害復
旧を可能にする、enhanncedrecovery
モードを必ず有効にしてください。
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Solution No. 10-03-01

アライドテレシス コア・スイッチ SwitchBlade x908  で実現する

エンタープライズ・リングネットワーク
■■ x600x600--24Ts 24Ts 設定サンプル設定サンプル

hostname x600-24Ts
!
snmp-server enable trap epsr lldp rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.100.250 version 2c public
!
no spanning-tree rstp enable
!
vlan database
vlan 10,20,100 state enable

!
interface port1.0.1-1.0.2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,100
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1

!

interface port1.0.3-1.0.12
switchport mode access
switchport access vlan 100

!

interface port1.0.13-1.0.16
switchport mode access
switchport access vlan 10

!
interface port1.0.17-1.0.24
switchport mode access
switchport access vlan 20

!
interface sa1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,100

!

interface vlan100
ip address 192.168.100.90/24

!
end

ホスト名の設定及びSNMPの設定を行
います。SNMPを使用する事で、ネッ
トワークの効率的な管理が可能となり、
安定したITインフラの実現に役立ちま
す。ホスト名は管理対象の各機器で重
複しない文字列を指定してください。

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

VCSと接続するスイッチポートはリン
クアグリゲーショングループとするた
め、static-channel-group 1 として2つ
のスイッチポートをアサインします。
業務通信が流れるVLAN10とVLAN20、
及び管理セグメントとなるVLAN100の
3つのVLANを使用するため、タグポー
トとして指定します。

IP通信を行うクライアント用に、
VLNA10とVLAN20のセグメントに必
要数のスイッチポートをアサインしま
す。

ネットワーク管理を行うSNMPマネー
ジャなどの機器を接続するスイッチ
ポートをVLAN100にアサインします。

saインターフェースは、static-
channel-groupを作成した時に自動的
に作成されます。

スイッチの設定やSNMPなどの管理で
使用するIPアドレスを管理用VLANで
あるVLAN100のインターフェースに設
定します。IPアドレスは同一セグメン
ト内で重複しないように設定してくだ
さい。
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アライドテレシス株式会社

本資料に関するご質問やご相談は 0120-860442 （月～金／9:00～17:30）
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