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この資料はイーサネットおよび AUXポートを渡るリンク 集約（ラグ）の 1850/2800/3800
Access Point （AP）の設定の手順を取り扱っています。 使用されるラグ プロトコルは LACP ま
たはモードのどれつく場合もあります。
ラグ（802.1X 無しおよび MAC アドレス 認証無し）を使用している場合 8.4 ソフトウェア バー
ジョンの時点で、アクセス ポートの保護の手段（方法）がないことに注目して下さい。

前提条件

●

●

●

ローカル モード（あらゆるリリースでサポートされない Flexconnect のラグ）のアクセス ポ
イント
スイッチは layer4-based ロードバランシングをサポートする必要があります
ラグをサポートするアクセス ポイントは次のとおりです: 1850,2802,3802

AP の次の Ciscoスイッチング シリーズサポート ラグ:
• Catalyst 3850/すべてのモデル（非‐ CA モード）
• Catalyst 3650/すべてのモデル（非‐ CA モード）
• Catalyst 4500/Sup ‐ 8E
• Catalyst 6500/Sup 720 またはより新しい
• Catalyst 9300
• Nexus シリーズ

注： -サード パーティ スイッチが付いているラグはテストされませんでした。 AP は同じ IP アド
レス バランスをとをするのに異なるソース ポートを使用します従ってスイッチは UDP ポート情
報に基づいてロード バランシングをされますはずです。 サード パーティが付いているラグに関
する詳細については参照します不具合 CSCvf77787 を切り替えて下さい 。

注： -ラグはコンバージした Access（CA）のためにまだサポートされていません。 機能拡張 不
具合 CSCvc20499 は これのためにファイルされました。

使用するコンポーネント

この設定例 2802 に関しては AP は使用されました。 使用されたスイッチはソフトウェア バージ
ョン 03.06.05E を実行する WS-C3650-48PQ でした。 AP は 8.2.141.0 の 2504 に加入されまし
た

ネットワーク図

2802 AP-----3650 switch-----2960 switch----2504 WLC
AP およびワイヤレス LAN コントローラ（WLC）は VLAN 1 にあります
AP のギガビットポートはスイッチポート g1/0/10 に行き、AUXポートは g1/0/9 に行きます

設定

ステップ 1

スイッチにギグ ポートだけ接続して下さい。 AP ギグ ポートすなわちギグ 1/0/10 がに行くスイ
ッチポートを設定して下さい（この場合）
GigabitEthernet1/0/10 をインターフェイスさせて下さい
switchport mode access
end
ステップ 2

AP が WLC に登録したら、WLC コマンド・ラインから次のコマンドを実行して下さい。

config ap lag-mode support enable

（これはラグをサポートする AP の再度ブートするという結果に終りません）

このコマンドは WLC の AP ラグ モードのためのサポートをグローバルに 有効に します。 WLC
の AP ラグ モード サポートの現在のステータスをチェックするためにコマンド「show ap ラグ
モード」を実行して下さい。
AP ラグ モードのためのサポートを無効に するために「構成 ap ラグ モード サポート ディセー
ブル」を使用して下さい（これはラグをサポートするすべての AP の再度ブートするという結果
に終ります）

config ap lag-mode support enable <AP name>

（これは AP の再度ブートするという結果に終ります）
このコマンドは AP のラグ モード サポート自体を有効に します。
このコマンドを有効に する場合「show ap 構成一般の <AP name>」コマンドで AP ラグ構成ス
テータスが「無効に される」から「有効に される」に変更されたことがわかります。
AP ラグ設定ステータスは.....................有効に なりました
AP のラグ モードを無効に するために「構成 ap ラグ モード サポート ディセーブル <AP
name>」を使用して下さい（これは AP の再度ブートするという結果に終ります）
ステップ 3：
AP およびコントローラへのラグ ポートのロード バランシングに関しては、スイッチはレイヤ4
（L4）送信元ポート および 宛先ポートのロード バランシングをサポートする必要があります。
スイッチ コンフィギュレーションモードから次のコマンドを実行して下さい。

port-channel load-balance src-dst-port

1 つが L4 ポート ロード バランシングを設定しなければたとえば（この機能をサポートしない
）使用するときスイッチ モデルをそれからポート チャネルまだアップするしかしすべてのトラフ
ィックは同じ ポートを通過します。 1 つに速度の 2 ギガビットがありませんが、そこに冗長性で
す。
ステップ 4：

この場合両方のスイッチポートを（g1/0/10 および g1/0/9） EtherChannel に設定し、他のスイッ
チポートすなわち g1/0/9 に AP AUXポートをプラグインして下さい。 この時点でスイッチに接続
される AP ギグおよび AUXポートが両方あります。

interface GigabitEthernet1/0/10
switchport mode access
channel-group 1 mode active
end

interface GigabitEthernet1/0/9
switchport mode access
channel-group 1 mode active
end

interface Port-channel1
switchport mode access
end

LACP の代りにモード" on "を使用したいと思う場合スイッチポートの下でコマンド「channelgroup 1 モードの」を使用して下さい。
どのそれ以上のコンフィギュレーション変更でも portchannel インターフェイスを通して（トラ
ンキングするために移動しサポートされたバンを追加します）今後はなければなりません。

注記
3800 AP 本来のポートは AUXポートが標準ギガビットポートの間、可能な mGig です（5Gbps
まで）。 これは mGig 可能なスイッチおよび 3802 のアクセス ポイントのラグを設定すれば、
portchannel は速度の違いが中断された原因であることを意味します:

*Nov 21 20:37:04.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to down
*Nov 21 20:37:07.122: %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Te1/0/39 is not compatible with Te1/0/40 and will be
suspended (speed of Te1/0/39 is 1000M, Te1/0/40 is 5000M)

ソリューションはポートが両方とも同じギガビット速度で動作するように本来のポートの速度
1000 を設定することです。

検証

コントローラおよび AP のラグ設定の状態はコントローラの次のコマンドを使用して参照される
場合があります:

show ap lag-mode

ラグ モード サポートは................................有効に なりました

show ap config general <ap-name>

AP ラグ設定ステータスは.....................有効に なりました
AP のためのラグ サポート..............................はい
ラグがいいえ」とどまることをとして「サポートするのを見ない場合、DTLS データ暗号化が有
効に なるという理由によるかもしれません。 ラグは DTLS データ暗号化と共にサポートされま
せん。
AP とスイッチ間のラグの正常な形成はスイッチの次のコマンドを使用して見られる場合があり
ます:

sh etherchannel summary

使用中のチャネルグループの数: 1
集約機能の数: 1
グループ Port-channel プロトコルポート
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1 つの Po1(SU) LACP Gi1/0/9(P) Gi1/0/10(P)

show lacp neighbors

チャンネルグループ 1 ネイバ
パートナーの情報:
LACP port Admin Oper Port Port
Port フラグ 優先順位 Dev ID 経過時間 キー キー番号状態
Gi1/0/9 SA 32768 00f2.8b26.90b0 14s 0x0 0x300 0x1 0x3D

Gi1/0/10 SA 32768 00f2.8b26.90b0 0s 0x0 0x300 0x0 0x3D

show lacp internal

チャンネルグループ 1
LACP port Admin Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Key Number State
Gi1/0/9 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x10A 0x3D
Gi1/0/10 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x10B 0x3D

