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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ 主な目的主な目的

◇◇ 検疫ネットワークを構築したい検疫ネットワークを構築したい
◇◇ 802.1X802.1Xなどのユーザー認証はしたくないなどのユーザー認証はしたくない

■■ 概要概要

Microsoft®のNAPは様々なセキュリ
ティー方式を提供しています。NAP 
DHCP エンフォースメントはその中の1
つで、とてもシンプルな方式です。クライ
アントがDHCPサーバーからIPを取得す
るときにDHCP Packetに検疫情報を付
与し、それを受信したNAPサーバーは検
疫情報に基づいてIPを貸し出します。

しかしながら、このNAP DHCP方式だけ
ではセキュリティーが十分ではありませ
ん。何故ならIPアドレスが固定設定され
たクライアントが接続された場合、NAP
の検疫をすり抜けることが可能です。

この問題を回避するためにはDHCP 
Snoopingの併用が効果的です。NAPに
よる検疫とDHCP SnoopingによるIP
ソースフィルタリングで違法なクライアン
トからの接続を排除し、正当なDHCPク
ライアントにだけ通信を許可することが
できます。
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■■ 構築のポイント構築のポイント
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VLAN210をサーバーセグメントと
して使用し、SNMPとSyslog、
NTPなどによるネットワーク管理
を行います。

NAPサーバーで検疫を実施、条件を
満たさない端末には制限されたIPア
ドレス、検疫条件を満たした端末に
はフルアクセス可能なIPアドレスを
DHCP Serverから貸し出します。

WSUSサーバーを設置し、
隔離された端末を自動的
に修復して、条件を満た
すように変更します。

コアスイッチには、SBx900を
使用しVCSで冗長化、エッジ
スィツチや他のL3スイッチと
はLAGで冗長化を行い、障害
発生時も通信の継続性を確保
します クライアントからDHCP Discover Packetを受信した

スイッチはDHCP Binding Data Baseに登録し、以後、
クライアントの正当性が確認できたクライアントのみ
通信を許可します。

クライアントには、NAPによる検疫と、
DHCP SnoopingによるIP ソースフィル
タリングによって強固なセキュリ
ティーチェックが行われます。これに
より、違法なクライアントからの接続
を排除します。
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アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname SBx900-VCS
!
log host 192.168.210.253
log host 192.168.210.253 level notices
!
clock timezone JST plus 9:00
!
no snmp-server ipv6
snmp-server enable trap auth dhcpsnooping nsm rmon vcs
snmp-server community public rw
snmp-server host 192.168.210.253 version 2c public
!

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

!
service dhcp-snooping
!

!
no ipv6 mld snooping
no spanning-tree rstp enable
!

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、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。

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。

DHCP Snooping 機能を有効にします。

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

※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。



4Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
mls qos enable
access-list 3001 permit udp any any eq 520
access-list hardware test
permit ip dhcpsnooping any
deny ip any any

!
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 5

class TaggedARP
set queue 5

!

!
vlan database
vlan 10 name vlan10
vlan 20 name vlan20
vlan 90 name vlan90
vlan 100 name vlan100
vlan 10,20,90,100 state enable

!

!
interface port1.1.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,90
ip dhcp snooping max-bindings 100
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!

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

必要なVLANを作成します。

エッジスィツチとの接続リンクとなる
リンクアグリゲーショングループを作
成します。2ポートで構成し、VLAN10、
20、30のタグ付きポートとします。
また、DHCP Snoopingで複数のクラ
イアントを登録できるように、max-
bindingsを100に設定します。
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

!
interface port1.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,90
ip dhcp snooping max-bindings 100
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port1.1.3-1.1.11
switchport
switchport mode access

!
interface port1.1.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!
interface port2.1.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,90
ip dhcp snooping max-bindings 100
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.1.2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,90
ip dhcp snooping max-bindings 100
static-channel-group 2
snmp trap link-status

!
interface port2.1.3-2.1.11
switchport
switchport mode access

!

上位L3スイッチとの接続リンクとなる
リンクアグリゲーショングループを作
成します。2ポートで構成し、
VLAN100のタグなしポートとします。

エッジスィツチとの接続リンクとなる
リンクアグリゲーショングループを作
成します。2ポートで構成し、VLAN10、
20、30のタグ付きポートとします。
また、DHCP Snoopingで複数のクラ
イアントを登録できるように、max-
bindingsを100に設定します。
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface port2.1.12
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
static-channel-group 3
snmp trap link-status

!

!
interface sa1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,90
ip dhcp snooping max-bindings 100
service-policy input CtrlPkts
access-group test
snmp trap link-status
ip dhcp snooping violation log trap
arp security violation log trap

!
interface sa2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,90
ip dhcp snooping max-bindings 100
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!
interface sa3
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 100
service-policy input CtrlPkts
snmp trap link-status

!

上位L3スイッチとの接続リンクとなる
リンクアグリゲーショングループを作
成します。2ポートで構成し、
VLAN100のタグなしポートとします。

saインターフェースはStatic-channel-
groupを設定すると自動的に作成され
ます。事前に作成しておいたサービス
ポリシーをこれら3つのsaインター
フェースに適用します。
また、DHCP Snooping機能で、登録
済みDHCPクライアント以外からの
DHCPパケットを検出した場合と、登
録済みDHCPクライアント以外からの
ARPパケットを検出した場合の追加の
アクションにログとトラップを設定し
ます。
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ x900x900--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその55

!
interface vlan10
ip address 192.168.10.1/24
ip dhcp snooping
arp security
ip dhcp-relay server-address 192.168.210.252

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.1/24
ip dhcp snooping
arp security
ip dhcp-relay server-address 192.168.210.252

!
interface vlan90
ip address 192.168.90.1/24

!
interface vlan100
ip address 192.168.100.1/24

!

!
router rip
network 192.168.10.0/24
network 192.168.20.0/24
network 192.168.90.0/24
network 192.168.100.0/24

!

!
ntp server 192.168.210.251
!

各VLANにIPアドレスを設定します。

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

各VLANでDHCP Snoopingを有効にし、
DHCP Snoopingが有効のポートでは、
登録済みのDHCPクライアントからの
ARPパケットだけを他ポートに転送し、
その他のARPパケットは転送せずに破
棄するためのarp securityを有効にしま
す。

各VLANでRIPを有効にします。
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ 9424T/SP9424T/SP--E E 設定サンプル設定サンプル そのその11

#
# System Configuration
#
set system name="9424T/SP-E"

#
# Port Trunking Configuration
#
create switch trunk=uplink tgid=1 port=1-2 select=MACBoth

#
# VLAN Configuration
#
create vlan=vlan100 vid=100 untaggedports=1-2
create vlan=vlan210 vid=210 untaggedports=22-23
create vlan=vlan220 vid=220 untaggedports=24

#
# SNMP Configuration
#
enable snmp authenticate_trap
create snmp community="private" access=write
create snmp community="public" access=write
add snmp community="public" traphost=192.168.210.253 manager=192.168.210.253

#
# Event Log Configuration
#
create log output=2 destination=syslog server=192.168.210.253
add log output=2 module=All severity=All

#
# Interface Manager Configuration
#
add ip interface=vlan100-0 ipaddress=192.168.100.2 mask=255.255.255.0
add ip interface=vlan210-0 ipaddress=192.168.210.10 mask=255.255.255.0
add ip interface=vlan220-0 ipaddress=192.168.220.10 mask=255.255.255.0

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。

コアスイッチとの接続リンクとなるリ
ンクアグリゲーショングループを作成
します。Tagなしポートの2ポートで構
成します。

必要なVLANを作成します。

Syslog及びSNMPの設定を行います。
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。

各VLANにIPアドレスを設定します。
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ 9424T/SP9424T/SP--E E 設定サンプル設定サンプル そのその22

#
# RIP Routing Configuration
#
add ip rip interface=vlan100-0 send=rip2 receive=rip2

VLAN100でRIPを有効にします。
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Solution No. 10-04-03
アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現する

エンタープライズ・検疫ネットワーク
■■ GS9xxM V2 GS9xxM V2 設定サンプル設定サンプル そのその11

#
# SYSTEM configuration
#
set system name=GS908MV2

#
# VLAN configuration
#
create vlan=vlan10 vid=10
add vlan=vlan10 port=3-4 frame=untagged
add vlan=vlan10 port=1-2 frame=tagged
create vlan=vlan20 vid=20
add vlan=vlan20 port=5-6 frame=untagged
add vlan=vlan20 port=1-2 frame=tagged
create vlan=vlan90 vid=90
add vlan=vlan90 port=1-2 frame=tagged
#

#
# IP configuration
#
add ip interface=vlan90 ipaddress=192.168.90.2 mask=255.255.255.0 gateway=192.16
8.90.1

#
# TRUNK configuration
#
create switch trunk=uplink port=1-2 speed=1000m

#
# LOG configuration
#
enable log output=syslog
set log output=syslog server=192.168.210.253

# SNMP configuration
#
enable snmp
enable snmp trap=all
enable interface=all linktrap
create snmp community=public access=write open=no trap=all
add snmp community=public traphost=192.168.210.253 manager=192.168.210.253
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

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。

必要なVLANを作成します。

Management VLANにIPアドレスを設
定します。デフォルトゲートウェ
イにはx900-VCSのVLAN90インター
フェースIPアドレスを指定します。

コアスイッチとの接続リンクとなるリ
ンクアグリゲーショングループを作成
します。Tag付きポートの2ポートで構
成します。

Syslog及びSNMPの設定を行います。
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。
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Solution No. 10-04-03


	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク
	アライドテレシス コア・スイッチ SBx900 シリーズで実現するエンタープライズ・検疫ネットワーク

