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概要

 この資料に Ciscoアプリケーション中枢的なインフラストラクチャ（ACI）の port-channel のた
めのファースト Link Aggregation Control Protocol （LACP） タイマーを設定する方法を記述され
ています。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。 ただし、ここに示されているすべてのスクリーン ショットおよびコマンドは 1.1(4e)
ソフトウェアを実行する ACI ファブリックで行われました。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

背景説明

このコンフィギュレーション ガイドの始めに、ACI ファブリックは Nexus6000 デバイスに行く
Leaf2 ポートの port-channel で既に 1/37-38 設定されています。

設定



初期セットアップ

ACI ファブリックは ACI リーフ名前 pod2-leaf2 ポート 1/37-38 の LACP を実行する port-channel
で既に設定されています。 ただし、この port-channel は ACI リーフの ssh セッションのコマン
ドの発行によって示されているようにデフォルト LACP タイマーを実行しています。

pod2-leaf2# show port-channel summary interface port-channel  Port Channel interfacepod2-leaf2#

show port-channel summary interface port-channel 3Flags:  D - Down        P - Up in port-channel

(members)        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended   r - Module-

removed        S - Switched    R - Routed        U - Up (port-channel)        M - Not in use.

Min-links not met        F - Configuration failed-----------------------------------------------

--------------------------------Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel--

-----------------------------------------------------------------------------3     Po3(SU)

Eth      LACP      Eth1/37(P)   Eth1/38(P)pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 |

egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet

1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-

bf  LACP_Activity=active  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

GUI 観点から、port-channel はファブリック/アクセスポリシーで見られます:

ポリシー > プロファイルおよびネーム theport チャネル n6k2-PC をインターフェイスさせるため
にナビゲート しま ポート 37 および 38 が含まれています 

そしてインターフェイス ポリシー > ポリシー グループを使用して指名して下さい: n6k2-PC.

このイメージに示すように、設定の位置。



コンフィギュレーションのステップ

ステップ 1.ファースト LACP タイマーのためのポリシーを作成して下さい。

1. ファブリック/アクセスポリシーにナビゲート して下さい、ポリシー > ポリシー > ポート チャ
ネル メンバー ポリシーおよび右クリックをそこにインターフェイスさせて下さい。

2. 名前（ここに FastLACP）で pop ウィンドウを（ポート チャネル メンバー ポリシーを作成し
て下さい）記入して下さい。

3. 送信する 比率を選択して下さい: ファースト。

4. [Submit] をクリックします。

ステップ 2. port-channel ポリシー グループに上書きする ポリシーを追加して下さい

1. ファブリック/アクセスポリシー > インターフェイス ポリシー > ポリシー グループにナビゲー
ト して下さい。

2. （1 をファースト LACP タイマーを加えたいと思う）ポリシー名 n6k2-PC 選択して下さい。

3. 作業ペインでは、ナビゲート し、上書きする ポリシー グループの隣で + （と）アイコンはオ
プションの下部のにクリックします。



ウィンドウの上の pop では（上書きする ポリシー グループを作成して下さい）、名前（ファー
スト）をつけ、ポート チャネル メンバー ポリシーで、ステップ 1. （FastLACP）で作成したポ
リシー追加して下さい

ステップ 3. port-channel を形成しているポートの集まりにこの上書きする ポリシーを追加して下
さい

1. ファブリック/アクセスポリシー > インターフェイス ポリシー > プロファイルにナビゲート し
、の下でポート port37-38 のブロックを選択して下さい

 n6k-2-PC.

2. 作業ペインで、ポートグループが付いている行をクリックし、上書きする ポリシー グループ
セクションのポート 2 （ネーム ファースト）で作成される上書きする ポリシーを追加して下さ
い。 

3. [Update] をクリックする。

4. [Submit] をクリックします。



設定は現在完了しました。

確認

リーフの ssh セッションで次のコマンドをことをチェックすることによってファースト LACP パ
ケットを送信するために port-channel が実際に設定するあることを確認して下さい:

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"Local

Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf  LACP_Activity=active  LACP_Timeout=Short Timeout

(1s)pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep

"Local|LACP"Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf  LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。


