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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
のラグ設定の設定 
目標
 
集計グループ（ラグ）を増加し帯域幅を、高めポート柔軟性を、提供します 2 つのデバイス間の
リンク 冗長性をリンクして下さい。 Link Aggregation Control Protocol （LACP）は単一論理チャ
ネルを形成するために複数の物理的 なポートのバンドリングを一緒に制御できる IEEE 仕様
（802.3az）の一部です。 レイヤ2 またはレイヤ3 パケットに基づいてユニキャストおよびマルチ
キャスト トラフィックをヘッダー情報分散するラグのアクティブメンバー ポートにバランスをと
るトラフィック負荷はハッシュ ベース分布関数によって管理されます。 LACP は多くの物理的
なポートのバンドリングによって 1 つの単一ラグの形成を助けます。 それは帯域幅乗算にまた責
任があります、ポート柔軟性と何れかの 2 つのデバイス間のリンクで冗長性を提供することの増
加。 さらにこれはラグ速度、アドバタイズメント、フロー制御をおよびラグ設定表で容易に識別
することができるまた保護の変更で助けます。
 
この資料に Command Line Interface （CLI）によってスイッチのラグを設定する方法を説明され
ています。
 
注: グラフィカル ユーザインターフェイス（GUI）を通してスイッチのラグを設定する方法に関
する説明に関してはここをクリックして下さい。 
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

Sx500 シリーズ スイッチ | 2.3.5.63 （遅のダウンロード）
Sx350X シリーズ スイッチ | 2.3.5.63 （遅のダウンロード）
Sx550X シリーズ スイッチ | 2.3.5.63 （遅のダウンロード）
  

ラグ コンフィギュレーション手順
 
この資料では、ポート GE1/0/1 および GE1/0/2 で互いに接続される 2 つの SG550X-24 スイッチ
があります。 すべてのメンバー ポートは同じ 設定および速度があるはずです。 設定はスイッチ
の両方で設定されます。
 
ステップ 1.スイッチへの SSH。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは cisco/cisco です。 新
しいユーザー名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下さい。
 
注: この例では、ラグを設定するのに SG550X を使用します。 学ぶために SMB にアクセスする
方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリックします切り替えて下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2860-link-aggregation-group-lag-management-and-settings-on-sx500.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2860-link-aggregation-group-lag-management-and-settings-on-sx500.html?dtid=osscdc000283
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


呼び出します。 スイッチの EXEC 特権モードから、次の入力によってグローバル な 設定 モード
を開始して下さい:

SG550X#configure 
ステップ 3 チャネリングするポートのロード バランシング ポリシーを設定するために port-
channel ロードバランス グローバル な Configuration mode コマンドを使用して下さい。 パラメ
ータはと定義されます:

src-dst-mac -ポート チャネル ロード バランシングは送信元および宛先 MACアドレスに基づ
いています。

●

ソース dest MAC IP -ポート チャネル ロード バランシングは MAC および IP アドレスの送信
元および宛先に基づいています。

●

注: src-dst-mac は省略時のオプションです。 この例では、省略時のオプションとして balacing
負荷を残します。

SG550X(config)#port-channel { dest MAC/ dst MAC IP}



ステップ 4 複数のポートのコマンドを同時に実行するために、interface range コマンドを使用し
て下さい。 この例では、スイッチのポート 1 および 2 を設定します。

SG550X(config)#interface  GigabitEthernet1/0/1-2

注: 単一 のインターフェイスを設定するために、interface interface-id コマンドを使用して下さい
。

ステップ 5 ある特定のインターフェイスの速度 および デュプレックス パラメータおよびマスタ
とスレーブ間 モードのためのオート ネゴシエーション オペレーションを有効に するために、ネ
ゴシエーション インターフェイス（イーサネット、ポート チャネル） Configuration mode コマ
ンドを使用して下さい。 この例では、オート ネゴシエーションを無効に します。

SG550X(config-if-range)#no 



ステップ 6 ポートを port-channel と対応づけるために、チャネルグループ Interface configuration
mode コマンドを使用して下さい。 パラメータはと定義されます:

Port-channel -現在のポートのためのポート チャネル チャネル番号を加入するために規定 し
ます。

●

モード-ポート チャネルの加入のモードを規定 します。 有効値は次のとおりです: オン ポー
トを LACP オペレーションなしでチャネルに加入するために強制します。自動-ポートを
LACP オペレーションの結果としてチャネルに加入するために強制します。

●

SG550X(config-if-range)#channel-group port-channel {|}

この例では、LACP で channel-group 1 を設定します。

SG550X(config-if-range)#channel-group 1 

ステップ 7 インターフェイス設定 モードをインターフェイスを設定するために開始するためにイ
ンターフェイス グローバル な Configuration mode コマンドを使用して下さい。 この例では、
port-channel 1.を設定します。

SG550X(config-if-range)#interface port-channel 1



ステップ 8 ある特定のインターフェイスのフロー制御を設定するために、フロー 制御 インタフ
ェース（イーサネット、ポート チャネル） Configuration mode コマンドを使用して下さい。 フ
ロー制御は混雑すること受信側デバイスが送信側デバイスに場合を送るようにする機能です。 こ
れは輻輳を楽にするのを助けるために送信側デバイスを一時的に送信することを止めるために告
げます。 パラメータはと定義されます:

自動-フロー制御のオート ネゴシエーションを規定 します。●

オン有効フロー制御。●

以外の無効フロー制御。●

SG550X(config-if)#flowcontrol {|Wireshark |}

この例では、フロー制御を始動させます。

SG550X(config-if)#flowcontrol

注: フロー制御を無効に するために、このコマンドの No 形式を使用して下さい。 次に、例を示
します。

SG550X(config-if)#no 

ステップ 9： 記述をインターフェイスに追加するために、記述インターフェイス（イーサネット



、ポート チャネル） Configuration mode コマンドを使用して下さい。

SG550X(config-if)#description LAG1

ステップ 10. （オプションの） A トランクインターフェイスは単一 VLAN のタグが付いていない
メンバーであり、さらにそれは 1つ以上の VLAN のタグ付けされたメンバーであるかもしれませ
ん。 追加する VLANインターフェイス Configuration mode コマンドを与えられるスイッチポート
トランクを使用して下さい/トランク ポートに出入する VLAN を取除いて下さい。

SG550X(config-if)#switchport  VLAN {|none|vlan-list   |vlan-list   |vlan-list  }
この例では、VLAN 2-15 を、100、105-115 許可しました。

VLAN  SG550X(config-if)#switchport  2-15,100,105-115 

ステップ 11： 現在のコンフィギュレーション セッションを終了し、EXEC 特権モードに戻るた
めに、end コマンドを使用して下さい。

SG550X(config-if)#end



ステップ 12： （オプションの）出典から宛先にファイルをコピーするために、EXEC 特権モー
ドで copy コマンドを使用して下さい。 この例では、スタートアップ コンフィギュレーションに
実行コンフィギュレーションをコピーします。

SG550X#copy running-config startup-config

ステップ 13： （オプションの） A メッセージが startup-config に running-config を上書きするこ
とを望むかどうか尋ねます現れま。 YES のための Y か N をのためのいいえ入力して下さい この
例では、Y.を入力します。



Link Aggregation Control Protocol （LACP）コマンド

ステップ 1： スイッチの EXEC 特権モードから、次の入力によってグローバル な 設定 モードを
開始して下さい:

SG550X#configure 
呼び出します。 複数のポートのコマンドを同時に実行するために、interface range コマンドを使
用して下さい。 この例では、スイッチのポート 1 および 2 を設定します。

SG550X(config)#interface  GigabitEthernet1/0/1-2



ステップ 3 物理的 なポート優先順位を設定 するために、lacp port-priority インターフェイス（イ
ーサネット） Configuration mode コマンドを使用して下さい。 LACP を使用するために設定され
る各ポートに LACP ポート優先順位があります。 1 と 65535 間の値を設定できます。 LACP は
ポート番号と組み合わせてポート識別を形成するのにポート優先順位を使用します。 すべての互
換性のあるポートは集約することを防ぐハードウェア 制限があるときポート優先順位がどのポー
トがスタンバイ モードに入れる必要があるか決定するのに使用されています。 デフォルトのポー
ト優先順位は 1.です。 この例では、1.としてポート優先順位を残します。

SG550X(config-if-range)#lacp port-priority 

ステップ 4 管理上の LACP タイムアウトをインターフェイスに割り当てるために、LACP タイム
アウト インターフェイス（イーサネット） Configuration mode コマンドを使用して下さい。
LACP タイムアウトは連続した LACP プロトコル データユニット（PDU）の送信 し、受信間の
タイムインターバルです。 長くか短い伝送速度に発生する表現された LACP タイムアウト プリ
ファレンスによって LACP PDU の定期的な伝達を選択して下さい。 デフォルトポート タイムア
ウト値は長いです。 パラメータはと定義されます:

ずっと長いタイムアウト値を規定 します。●

短い短いタイムアウト値を規定 します。●



SG550X(config-if-range)#lacp {|}

この例に関しては、LACP タイムアウトのために長くのデフォルト値を使用します。

 SG550X(config-if-range)#lacp 

ステップ 5 モードを終了し、ユーザを CLI モード階層の次の高次モードに連れて来るために、
exit コマンドを使用して下さい。

SG550X(config-if-range)#exit

ステップ 6 システム 優先順位を設定 するために、lacp システム優先順位 グローバル な
Configuration mode コマンドを使用して下さい。 デフォルト 設定を復元するために、このコマン
ドの No 形式を使用して下さい。 LACP システム 優先順位は LACP を実行する各スイッチで設定
する必要があります。 それらは自動的にまたは CLI によって設定することができます）。 LACP
はスイッチ MAC アドレスとおよびまた他のシステムとのネゴシエーションの間にシステム ID を
形成するのにシステム 優先順位を使用します。 デフォルトシステム 優先順位は 1.です。 この例
では、1.のデフォルト値を使用します。

SG550X(config-if-range)#lacp 



注: スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションを保存したいと思う
場合ステップに前のセクションの 11-13 従って下さい: ラグ コンフィギュレーション手順。

結論

CLI によって今インターフェイスのラグを設定する必要があります。

ステップ 1： port-channel が作成されたことを確認するため。 下記のようにコマンドを使用して
下さい:

SG550X#show  port-channel [interface-id]

呼び出します。 すべてのイーサネット ポートまたは特定のイーサネット ポートのための LACP
情報を表示するために、提示 lacp によって特権を与えられる EXEC モード コマンドを使用して
下さい。

SG550X#show lacp interface-id [||]

この例では、LACP のための GE1/0/1 統計情報を検知 します。



SG550X#show lacp ge1/0/1 

ステップ 3 port-channel のための LACP 情報を表示するために、提示 lacp port-channel によって
特権を与えられる EXEC モード コマンドを使用して下さい。

SG550X#show lacp port-channel [port_channel_number]

コマンドは下記の port-channel のための LACP 情報を表示するのが常であったコマンドです。

SG550X#show lacp port-channel 1

注: MAC アドレスは下記のピクチャで汚れました。
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