
ESW2-550X スイッチのリンク Aggregration
（ラグ）管理および設定 

目標
 

Link Aggregation Control Protocol （LACP）はその IEEE 仕様（802.3ad）の一部分リンク
集約 グループ（ラグ）と呼ばれる単一 ユニットを形成する結合複数の物理ポートです。 パ
ケットヘッダー 情報に基づいて直接トラフィックをラグのポートで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。 ラグは帯域幅乗算で、ポー
ト 柔軟性の増加助け、何れかの 2 つのデバイス間のリンクで冗長性を提供し、これはラグ
設定表で容易に識別することができるラグ速度、アドバタイズメント、フロー制御をおよび
また保護の変更を助けます。 このプロトコルが 2 つの隣接した LACP によって有効に され
る デバイス間の単一 論理リンクを設定 するのに使用することができます。 これら二つの
デバイスはその間の複数の物理リンクを備える場合があります。
 
この資料にロード バランシング アルゴリズムを選択しラグのメンバーか候補ポートを定義
する方法をまたラグ設定を行いか、または ESW2-550X スイッチの中断されたラグを再稼働
する方法を説明されています。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

[Software Version]
 

• v1.2.9.44
  

ラグ管理
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは管理 > リンク 集
約 > ラグ管理を『Port』 を選択 し。 ラグ管理 ページは開きます。
 



 
ステップ 2.ロード バランス アルゴリズム フィールドの次のいずれかの Radio ボタンをク
リックして下さい。
 

• MAC アドレス—すべてのパケットの送信元および宛先 MACアドレスによってロード バ
ランシングを行います。
 
• IP MAC アドレス— IP パケットの送信元および宛先 IP アドレスと非 IP パケットの送信
元および宛先 MACアドレスによってロード バランシングを行います。
 

ステップ 3.変更を加えるために Apply ボタンをクリックすれば実行コンフィギュレーショ
ン ファイルは更新済です。
 
ラグ管理 表のフィールドの説明は次の通りです。
 

• ラグ—ラグはカラムで示されています。
 
• name —設定される遅れ名前はカラムで表記されます。
 
• LACP — LACP が特定のラグへイネーブルまたはディセーブルであるかどうか示します
。
 
• 州リンクはラグの LINK がアクティブまたはであるかどうか示します。
 
• アクティブメンバー—、設定されたセットでアクティブであるかどれがフィールドにメ
ンバーに示します。
 
• スタンバイは member —しているかどれがスタンバイ設定されるかどれが遅れメンバー
にメンバーに示します。
 



 
ステップ 4 遅れ管理 表 セクションのメンバーか候補者ポートを定義するために、設定され
るべき望ましい遅れの Radio ボタンをクリックし、『Edit』 をクリック して下さい。 編集
ラグ メンバシップ ページは開きます。
 

 

 
ステップ 5.ラグ ドロップダウン リストからラグ数を選択して下さい。
 
ステップ 6.ラグ Name フィールドでラグの名前を入力して下さい。
 
ステップ 7 LACP フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。 これはそ
れにダイナミック ラグをします。 静的なラグは従って 2 同位間にシグナリングがないし、
一方のミスコンフィギュレーションがリンク ミスマッチのような悪影響の原因となるかも
しれないところに集約されるリンクの束です。 ダイナミック ラグは 2 同位間の接続を確立
するのに LACP パケットを使用します。 
 
注: ピアの少なくとも一方はダイナミック ラグで設定される必要があります。
 



 
ステップ 8.ユニット/スロット ドロップダウン リストから望ましいユニットかスロットを選
択して下さい。 ユニットはそれがスタックのマスターまたはスレーブであるかどうかスイ
ッチを、ユニット 1 ですマスター識別し、ユニット 2 はスレーブです。 スロットはスイッ
チが ESW2-550 または ESW2-550X であるかどうか、slot1 です ESW2-550 およびスロッ
ト 2 です ESW2-550X 識別します。
 
ステップ 9： 遅れに割り当てられる、ポートリストのポートをクリックし、> ボタンをクリ
ックするポートを移動するため。 静的なラグへの 8 つまでのポートおよびダイナミック ラ
グへの 16 のポートは割り当てることができます。 上のイメージでは、LACP は設定されま
した従ってそれはダイナミック ラグ設定です。
 

 
ステップ 10. 『Apply』 をクリック して下さい。 ラグ管理 表の変更は表示する。
  

ラグ設定設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは管理 > リンク 集
約 > 遅れを『Port』 を選択 し、Settings ページ Settings.The 遅れが開く。
 



 

 
ステップ 2.修正される必要があるクリックし、次に『Edit』 をクリック して下さい遅れの
ための Radio ボタンを。 
 
ステップ 3 Settings ページ編集遅れは開きます。
 

 
ステップ 4. （オプションの）はラグ ドロップダウン リストから編集したいと思う望ましい
ラグを選択します。
 
ステップ 5.ラグ Description フィールドでラグ名前かコメントを入力して下さい。
 



遅れ Type フィールドは遅れから成り立つポートタイプを表示する。
 

 
ステップ 6.指定遅れに管理 ステータス フィールドにあって上下にほしい場合望ましい
Radio ボタンをクリックして下さい。 の上でリンクがアクティブで、リンクが非アクティ
ブであることを意味することを意味します。
 
ステップ 7 ラグがロックされたポート セキュリティ オプションまたは ACL コンフィギュ
レーションによって無効に なる場合ポートを再稼働するために再稼働によって中断される
ラグ チェックボックスをチェックして下さい。
 
動作状態 フィールドは遅れが現在動作しているかどうか表示する。
 

 
ステップ 8 ラグのオート ネゴシエーションを有効に するか、または無効に するために管理
上のオートネゴシエーション チェックボックスをチェックして下さい。 パートナーに伝送
速度およびフロー制御をアドバタイズすることをラグが可能にするオート ネゴシエーショ
ンは 2 人のリンク相手間のプロトコルです（フロー制御デフォルトは無効に なります）。
 
注: リンク速度が同一であることを確認している間オート ネゴシエーションをアグリゲート
リンクの両端で有効に されるか、または両側で無効に しておくことを推奨します。
 
操作上オートネゴシエーション フィールドは自動認証設定を表示する。
 
ステップ 9.管理上の速度フィールドの望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 利用
可能 な速度は次のとおりです: 10M、100M および 1000M。
 
注: オートネゴシエーションが有効に なるとき、デフォルトで 10M は選択されます。
 
操作上ラグ速度フィールドはラグがオペレーティングである現在の速度を表示する。
 
ステップ 10： ラグがアドバタイズされる望ましい管理上のアドバタイズメント チェックボ
ックスをチェックして下さい。 次のオプションがあります。
 

• 最大機能—すべては速度遅れ、全二重および半二重モードは両方利用できます。 全二重
はインターフェイスが両方向のデバイスとリンク相手間の伝達を同時にサポートすること
を意味します。 半二重はインターフェイスが 1 方向だけのデバイスとクライアント間の伝
達を一度にサポートすることを意味します。
 
• 10 全遅れは 10 Mbps 速度をアドバタイズし、モードは全二重方式です。



• 全 100 つは遅れ 100 Mbps 速度をアドバタイズし、モードは全二重方式です。
 
• 1000 全遅れは 1000 Mbps 速度をアドバタイズし、モードは全二重方式です。
 

操作上アドバタイズメント フィールドは管理上のアドバタイズメント ステータスを表示す
る。 ラグは隣接ラグにネゴシエーションプロセスを開始するために機能をアドバタイズし
ます。 有効値は管理上のアドバタイズメント フィールドで規定 されるそれらです。
 
ステップ 11.管理上のフロー制御 フィールドの望ましい Radio ボタンをクリックして下さ
い。 フロー制御はポートバッファしきい値が超過するときネットワークトラフィックを混
雑時間の間に制御し、パケットの損失を防ぐために有効に する必要があります。 、ラグの
フロー制御のディセーブルかオート ネゴシエーション 『Enable』 をクリック して下さい
。
 

• enable —このオプションはスイッチが 802.3x 形式フレームをアドバタイズするように
します。
 
• disable —ディセーブル フロー制御へのこのオプション。
 
• オート ネゴシエーション—ポートの有効オートネゴシエーション。 パートナーに伝送速
度、デュプレクスモードおよびフロー制御能力をアドバタイズすることをポートが可能に
するオートネゴシエーションは 2 人のリンク相手間のプロトコルです。
 

操作上フロー制御 フィールドは現在のフロー制御設定を表示する。
 
ステップ 12： ラグにレイヤ2 分離のための保護されたポートをするために保護されたラグ
チェックボックスをチェックして下さい。 保護されたポートに関する詳細およびラグにつ
いては設定基本的なポート構成 セクションのポート構成説明を参照して下さい。
 
ステップ 13： [Apply] をクリックします。 ラグ設定表の変更は表示する。
 

 

 
ステップ 5. （オプションの）は別のラグ メンバーにラグの設定をコピーするために設定を
… 『Copy』 をクリック します。 Settings ページ コピーは開きます:



 
ステップ 6.設定がフィールドにコピーされる遅れ番号 値を入力して下さい:
 

 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。 ラグ設定表の変更は表示する。
  

LACP 設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティから管理 > リンク 集約 > LACP
を『Port』 を選択 して下さい。 LACP ページは開きます:
 



 
注: LACP システム 優先順位は LACP ポートプライオリティと異なっていますが、LACP シ
ステム 優先順位がおよび LACP ポートプライオリティは両方 8 つ以上の候補ポートで設定
されるダイナミック ラグのアクティブメンバー ポートになるか候補ポートのどれ判別する
のに使用されています。 LACP ポートプライオリティはどのインターフェイスが LACP 伝
達および LACP システム 優先順位のために使用されるか決定します LACP 間のどのリンク
がアクティブであるか決定します。
 

 
ステップ 2. LACP システム 優先順位で LACP システム プライオリティ値を入力して下さい
。 最も低いシステム プライオリティ値を用いるデバイスはラグに候補ポートの選択を制御
します。 それからローカルデバイスおよびリモートデバイスの MAC アドレスがラグとおよ
び最も低い MAC アドレス制御候補ポートの選択比較される優先順位が両方とも同じなら。
 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4.フィルタから望ましいインターフェイスを選択して下さい: ドロップダウン リス
トへのインターフェイスの種類等号。
 



 
ステップ 5. Edit ボタンを編集し、クリックするために望ましいインターフェイスに対応す
る Radio ボタンをクリックして下さい。 編集 LACP ウィンドウは開きます。
 

 
ステップ 6.ポートプライオリティおよびタイムアウト値が設定 される ポート ドロップダウ
ン リストからのユニット/スロットおよびポート番号から適切なインターフェイスを選択し
て下さい。
 

 
ステップ 7. LACP ポートプライオリティ フィールドで特定のポートの LACP ポートプライ
オリティ値を入力して下さい。 低優先順位のポートはアクティブな立場にある高優先順位
ものより可能性が高いです。
 
ステップ 8.再送信間の間隔が長くまたは短いかどうか設定 するために LACP タイムアウト
フィールドの望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 長い 時間は 90 秒であり、短
い時刻はデフォルトで 3 秒です。
 



 
ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。 LACP 設定表の変更は表示する。
 

 
ステップ 10. （オプションの）は別のポート インターフェイスにポート インターフェイス
の設定をコピーするために設定を… 『Copy』 をクリック します。 Settings ページ コピー
は開きます:
 

 



ステップ 11.設定がでコピーされるポート番号を入力して下さい: フィールドの URL のみが
置換されます。
 

 
ステップ 12： [Apply] をクリックします。 LACP インターフェイス テーブルの変更は表示
する。
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