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Solution No. 10-01-03

ディストリビューションスイッチ AT-x600 シリーズ で実現する

エンタープライズ・スター型ネットワーク

■■ 主な目的主な目的

◇◇ 信頼性・可用性の高いネットワークを構築したい信頼性・可用性の高いネットワークを構築したい
◇◇ スパニングツリーを使わずにスパニングツリーを使わずに Layer2 Layer2 の冗長をしたいの冗長をしたい
◇◇ 約約1,0001,000クライアントが利用するネットワークを構築するクライアントが利用するネットワークを構築する
■■ 概要概要

約1,000クライアントが利用
するネットワークを、一般的
なスター型ネットワークで構
築する構成例です。

スター型のネットワークは、
オフィスビルの既存フロア間
配線を流用することで、機器
のリプレースだけでネット
ワークをアップグレードでき
るメリットがあり、現在主流
のネットワークトポロジの一
つです。

この構成例では、コアスイッ
チにx600-24Ts 2台をVCS化
して採用し、信頼性を確保し
ています。さらに、クライア
ントを収容するエッジスイッ
チには、GbE対応インテリ
ジェントエッジスイッチの
GS900Mシリーズを採用し、
導入コストを抑えつつ高速で
安定したネットワークを実現
しています。
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■■ 構築のポイント構築のポイント

VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 VLAN 20

VLAN 250

x600-24Ts_1 x600-24Ts_2

x600-VCS

GS924M_1 GS924M_3

GS924M_4

VLAN 10 VLAN 20

GS924M_2

SNMP
Syslog
NTP
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1.0.24

コアスイッチにはコストパ
フォーマンスに優れたx600-
24Ts を2台使用したVCSを採
用、可用性を確保します。

管理ネットワークを設置、
SNMPとSyslog、NTPなどに

よるネットワーク管理を行いま
す。

2.0.24

1.0.1 2.0.11.0.2 2.0.21.0.3 2.0.3

ルーティングはすべてx600-
VCSが処理します。他の機器
はLayer2のスイッチとするこ
とで導入コストを抑えます。

クライアントのデフォルトゲート
ウェイはx600-VCSの各VLANイン
ターフェースIPアドレスを指定し

ます。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその11

!
hostname x600-VCS
!
log host 192.168.250.254
log host 192.168.250.254 level informational
!
clock timezone JST plus 9:00
!
snmp-server
snmp-server enable trap auth nsm rmon vcs
snmp-server community public
snmp-server host 192.168.250.254 version 2c public

!
stack virtual-mac
stack virtual-chassis-id 2
stack resiliencylink vlan4093
stack 1 priority 64
!

!
no spanning-tree rstp enable
!

vlan database
vlan 10,20,250, state enable

!

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

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。SNMPを使用する事
で、ネットワークの効率的な管理が可
能となり、安定したITインフラの実現
に役立ちます。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。

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グループの再起動誤、有効になり
ます。
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必要なVLANを作成します。

※注

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

特に、cos-queue マップの初期設定では、CoS 値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS 構成時は送信キュー
「7」を使わないよう、mls qos map cos-queue コマンドでマッピングを変更してください。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその22

!
interface port1.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

!
interface port2.0.1
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan none
static-channel-group 1
snmp trap link-status

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

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

!
!

GS924M_1/_2_3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、2ポートずつ3つの
static-channel-groupを作成します。こ
れらのリンクアグリゲーショングルー
プはVLAN10/20のタグポートとなりま
す。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその33

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

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

!

interface port1.0.22-1.0.23
switchport
switchport resiliencylink

!
interface port2.0.22-2.0.23
switchport
switchport resiliencylink

!

interface port1.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 250
static-channel-group 4
snmp trap link-status

!
!
interface port2.0.24
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 250
static-channel-group 4
snmp trap link-status

!

GS924M_1/_2_3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、2ポートずつ3つの
static-channel-groupを作成します。こ
れらのリンクアグリゲーショングルー
プはVLAN10/20のタグポートとなりま
す。

VCSマスターの死活監視を行う
Resiliency linkとして使用するポート
を指定します。x600-VCSでは2台で
VCSを構成していますので、メンバー
毎に2ポートずつ使用し、各メンバー
間でリング状に接続します。

GS924M_4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static-
channel-group 4 として2ポートをアサ
インします。これらのポートは
VLAN250のタグなしポートとなります。
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■■ x600x600--VCS VCS 設定サンプル設定サンプル そのその44

!
interface sa1-3
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20
switchport trunk native vlan none

!
interface sa4
switchport
switchport mode access
switchport access vlan 250

!

interface vlan10
ip address 192.168.10.1/24

!
interface vlan20
ip address 192.168.20.1/24

!
interface vlan250
ip address 192.168.250.1/24

!

ntp server 192.168.250.254
!
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。

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。

各VLANインターフェースにIPアドレ
スを設定します。これらのIPアドレス
はクライアントやサーバーのデフォル
トゲートウェイとなります。
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■■ GS924M_1GS924M_1/_2/_2/_3/_3 設定サンプル設定サンプル

set system name=GS924M_1

create vlan=vlan10 vid=10
add vlan=vlan10 port=1-10 frame=untagged
add vlan=vlan10 port=23-24 frame=tagged
create vlan=vlan20 vid=20
add vlan=vlan20 port=11-20 frame=untagged
add vlan=vlan20 port=23-24 frame=tagged
delete vlan=default port=23-24

add ip interface=vlan10 ipaddress=192.168.10.2 mask=255.255.255.0 
gateway=192.168.10.1

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

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

enable ntp
add ntp peer=192.168.250.254

enable log output=syslog
set log output=syslog server=10.1.1.10 facility=local0

enable snmp
enable snmp trap=all
enable interface=all linktrap
create snmp community=public access=write open=no trap=all
add snmp community=public traphost=192.168.250.254 manager=192.168.250.254
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

VLANの作成とポートのアサインを行
います。VLAN10/20を作成し、配下の
クライアントが接続されるタグなし
ポートと、x600-VCSと接続するタグ
付きポートをそれぞれアサインします。
タグ付きポートは2ポート必要で、初
期設定でVLAN-defaultがアサインされ
ているため、これを削除しておきます。

x600-VCSとの接続リンクとなる4つの
タグ付きポートをリンクアグリゲー
ショングループとします。

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

SNMPなど、機器管理に使用するIPア
ドレスをVLAN10インターフェースに
設定します。IPアドレスは他の機器と
重複しない文字列を指定してください。
デフォルトルートとなるgatewayに
x600-VCSのVLAN10インターフェース
IPアドレスを指定します。

x600-VCSとの接続リンクとなるタグ
付きポートでは、タグなしパケットを
受信時に破棄させるため、acceptable
オプションでvlan(タグ付きパケット)
を指定します。

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。SNMPを使用する事
で、ネットワークの効率的な管理が可
能となり、安定したITインフラの実現
に役立ちます。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。
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■■ GS924M_4 GS924M_4 設定サンプル設定サンプル

set system name=GS924M_4

create vlan=vlan250 vid=250
add vlan=vlan250 port=all frame=untagged

add ip interface=vlan250 ipaddress=192.168.250.2 mask=255.255.255.0 
gateway=192.168.250.1

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

enable ntp
add ntp peer=192.168.250.254

enable log output=syslog
set log output=syslog server=10.1.1.10 facility=local0

enable snmp
enable snmp trap=all
enable interface=all linktrap
create snmp community=public access=write open=no trap=all
add snmp community=public traphost=192.168.250.254 manager=192.168.250.254
enable snmp community=public
enable snmp community=public trap

VLANの作成とポートのアサインを行
います。VLAN250を作成し、すべての
ポートをタグなしポートとしてこの
VLANにアサインします。

SBx908-VCSとの接続リンクとなる2
ポートをリンクアグリゲーショング
ループとします。

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

SNMPなど、機器管理に使用するIPア
ドレスをVLAN250インターフェースに
設定します。IPアドレスは他の機器と
重複しない文字列を指定してください。
デフォルトルートとなるgatewayに
SBx908-VCSのVLAN250インター
フェースIPアドレスを指定します。

ホスト名の設定及びSNMP、Syslogの
設定を行います。SNMPを使用する事
で、ネットワークの効率的な管理が可
能となり、安定したITインフラの実現
に役立ちます。また、NTPで時刻を自
動的に同期させるためにタイムゾーン
を指定します。
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安 全 の た め に
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アライドテレシス株式会社
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support@allied-telesis.co.jp
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info@allied-telesis.co.jp
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