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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス

トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」

表を参照してください。
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ポートチャネルの設定
この章では、ポートチャネルを設定し、Cisco NX-OSデバイスでポートチャネルをより有効に利
用するために Link Aggregation Control Protocol（LACP）を適用して設定する手順を説明します。

Cisco NX-OSリリース 5.1(1)以降では、ポートチャネルに F1シリーズモジュールまたはM1シ
リーズモジュールを使用することができますが、単一のポートチャネルで F1モジュールのメン
バポートをM1モジュールのポートと組み合わせることはできません。単一のスイッチでは、物
理スイッチ上のすべてのポートチャネルメンバー間で、ポートチャネルの互換性パラメータが同

一である必要があります。

ポートチャネルについて

ポートチャネルは複数の物理インターフェイスの集合体で、論理インターフェイスを作成しま

す。1つのポートチャネルに最大 8つの個別アクティブリンクをバンドルして、帯域幅と冗長性
を向上させることができます。ポートチャネリングはまた、Mシリーズモジュールおよびこれら
の物理インターフェイス全体でトラフィックのロードバランシングも行います。ポートチャネル

の物理インターフェイスが少なくとも 1つ動作していれば、そのポートチャネルは動作していま
す。

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個の
アクティブリンクをバンドルすることができます。

（注）

ポートチャネルの一部になるように共有インターフェイスを設定できません。共有インターフェ

イスの詳細については、『CiscoNX-OSFCoEConfigurationGuide for Cisco Nexus 7000 andCiscoMDS
9500』を参照してください。

レイヤ 2ポートチャネルに適合するレイヤ 2インターフェイスをバンドルすれば、レイヤ 2ポー
トチャネルを作成できます。レイヤ 3ポートチャネルに適合するレイヤ 3インターフェイスをバ
ンドルすれば、レイヤ 3ポートチャネルを作成できます。レイヤ 3ポートチャネルを作成した
ら、ポートチャネルインターフェイスに IPアドレスを追加してレイヤ 3ポートチャネルにサブ
インターフェイスを作成できます。レイヤ 2インターフェイスとレイヤ 3インターフェイスを同
一のポートチャネルで組み合わせることはできません。

Cisco NX-OS Release 4.2から、ポートセキュリティをポートチャネルに適用できますポートセ
キュリティについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』を参照して
ください。ポートチャネル内のすべてのポートは、同じ仮想デバイスコンテキスト（VDC）にあ
る必要があります。VDCにまたがってポートチャネルを設定することはできません。

ポートチャネルをレイヤ 3からレイヤ 2に変更することもできます。レイヤ 2インターフェイス
の作成については、「レイヤ 2インターフェイスの設定」を参照してください。

変更した設定をポートチャネルに適用すると、そのポートチャネルのメンバインターフェイス

にもそれぞれ変更が適用されます。たとえば、スパニングツリープロトコル（STP）パラメータ
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をポートチャネルに設定すると、Cisco NX-OSソフトウェアはこれらのパラメータをポートチャ
ネルのそれぞれのインターフェイスに適用します。

レイヤ2ポートがポートチャネルの一部になった後に、すべてのスイッチポートの設定をポー
トチャネルで実行する必要があります。スイッチポートの設定を各ポートチャネルメンバに

適用できません。レイヤ 3の設定を各ポートチャネルメンバに適用できません。設定をポー
トチャネル全体に適用する必要があります。

（注）

サブインターフェイスが論理ポートチャネルインターフェイスの一部であっても、レイヤ 3ポー
トチャネルにサブインターフェイスを作成できます。ポートチャネルサブインターフェイスの

詳細については、「サブインターフェイス」の項を参照してください。

集約プロトコルが関連付けられていない場合でもスタティックポートチャネルを使用して設定を

簡略化できます。柔軟性を高めたい場合はLACPを使用できます。LinkAggregationControl Protocol
（LACP）は IEEE 802.3adで定義されています。LACPを使用すると、リンクによってプロトコル
パケットが渡されます。共有インターフェイスでは LACPを設定できません。

LACPについては、「LACPの概要」の項を参照してください。

ポートチャネル設定の機能履歴

この表には、機能の追加や変更によるリリースの更新内容のみが記載されています。

機能情報リリース機能名

M3モジュールを使用した GTPトラ
フィックのポートチャネルと ECMPの
ロードバランシングが改善されました。

7.3(0)DX(1)M3シリーズモジュール上
の GPRSトンネリングプ
ロトコル（GTP）ロード
バランシングのサポート

ポートチャネル上でのランダムロード

バランシングに対するサポートが追加さ

れました。ポートチャネル全体のロード

バランシングを改善するために、random
キーワードが port-channel load-balance
コマンドに追加されました。

7.3(0)D1(1)ランダムロードバランス

（ポートチャネル）

show interface status error policyコマン
ドが追加されました。

6.2(2)インターフェイスおよび

VLANのポリシーエラー
の表示

ポートチャネル全体のロードバランシ

ングを改善するために、asymmetricキー
ワードが port-channel load-balanceコマ
ンドに追加されました。

6.2(2)F2または F2eモジュール
での双方向フロー時のトラ

フィックドロップの回避
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機能情報リリース機能名

ポートチャネル全体のロードバランシ

ングを改善するための RBHモジュロ
モードのサポート。

6.1(3)Result Bundle Hashロード
バランシング

この機能が導入されました。6.1(3)FEXファブリックポート
チャネル用最少リンク数

ポートチャネルハッシュ分散の固定お

よびアダプティブモードのサポート。

6.1(1)ポートチャネルハッシュ

分散

ポートチャネル全体のロードバランシン

グに対する F2モジュールのサポートが
追加されました。

6.0(1)F2モジュールのロードバ
ランシングのサポート

サポートが528ポートチャネルに増加さ
れました。

5.2(1)ポートチャネル

この機能が導入されました。5.1(1)LACPの最少リンクおよび
Maxbundle

サポートが256ポートチャネルに増加さ
れました。

4.2(1)ポートチャネル

この機能が導入されました。4.0(1)ポートチャネル

ポートチャネル

ポートチャネルは、物理リンクをまとめて1つのチャネルグループに入れ、Mシリーズモジュー
ル上の最大 8の物理リンクの帯域幅を集約した単一の論理リンクを作ります。ポートチャネル内
のメンバーポートに障害が発生すると、障害が発生したリンクで伝送されていたトラフィックは

ポートチャネル内のその他のメンバーポートに切り替わります。

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個の
アクティブポートを同時にバンドルすることができます。

（注）

最大 8つのポートをスタティックポートチャネルにバンドルできます。集約プロトコルは使用し
ません。Mシリーズモジュールでは、Mシリーズモジュールの最大 8個のアクティブポートと
最大 8個のスタンバイポート、および Fシリーズモジュールの最大 16個のポートをバンドルす
ることができます。
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ただし、LACPをイネーブルにすればポートチャネルをより柔軟に使用できます。LACPを使っ
てポートチャネルを設定する場合とスタティックポートチャネルを使って設定する場合では、

手順が多少異なります（「ポートチャネルの設定」の項を参照）。

デバイスはポートチャネルに対するポート集約プロトコル（PAgP）をサポートしません。（注）

各ポートにはポートチャネルが 1つだけあります。ポートチャネルのすべてのポートには互換性
があり、同じ速度とデュプレックスモードを使用します（「互換性要件」の項を参照）。集約プ

ロトコルを使わずにスタティックポートチャネルを実行する場合、物理リンクはすべて onチャ
ネルモードです。このモードは、LACPをイネーブルにしない限り変更できません（「ポート
チャネルモード」の項を参照）。

ポートチャネルインターフェイスを作成すると、ポートチャネルを直接作成できます。または

チャネルグループを作成して個別ポートをバンドルに集約させることができます。インターフェ

イスをチャネルグループに関連付けると、ポートチャネルがない場合は対応するポートチャネ

ルが自動的に作成されます。この場合、ポートチャネルは最初のインターフェイスのレイヤ 2ま
たはレイヤ 3設定を行います。最初にポートチャネルを作成することもできます。この場合は、
Cisco NX-OSソフトウェアがポートチャネルと同じチャネル番号の空のチャネルグループを作成
してデフォルトレイヤ 2またはレイヤ 3設定を行い、互換性も設定します（「互換性要件」の項
を参照）。ポートチャネルサブインターフェイスの作成および削除の詳細については、「レイヤ

3インターフェイスの設定」を参照してください。

少なくともメンバポートの 1つがアップしており、かつそのポートのチャネルが有効であれ
ば、ポートチャネルは動作上アップ状態にあります。メンバポートがすべてダウンしていれ

ば、ポートチャネルはダウンしています。

（注）
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ポートチャネルインターフェイス

以下の図に、ポートチャネルインターフェイスを示します。

図 1：ポートチャネルインターフェイス

ポートチャネルインターフェイスは、レイヤ 2またはレイヤ 3インターフェイスとして分類でき
ます。さらに、レイヤ 2ポートチャネルはアクセスモードまたはトランクモードに設定できま
す。レイヤ3ポートチャネルインターフェイスのチャネルメンバにはルーテッドポートがあり、
場合によってはサブインターフェイスもあります。

Cisco NX-OS Release 4.2(1)から、スタティックMACアドレスを使用してレイヤ 3ポートチャネ
ルを設定できます。この値を設定しない場合、レイヤ 3ポートチャネルは、最初にアップになる
チャネルメンバのルータMACを使用します。レイヤ 3ポートチャネルでのスタティックMAC
アドレスの設定については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching ConfigurationGuide』
を参照してください。

アクセスモードまたはトランクモードでのレイヤ 2ポートの設定については、「レイヤ 2イン
ターフェイスの設定」を、レイヤ 3インターフェイスおよびサブインターフェイスの設定につい
ては、「レイヤ 3インターフェイスの設定」を参照してください。

基本設定

ポートチャネルインターフェイスには次の基本設定ができます。

•帯域幅：この設定は情報目的で使用します。上位レベルプロトコルで使用されます。
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•遅延：この設定は情報目的で使用します。上位レベルプロトコルで使用されます。

•説明

• Duplex

•フロー制御

• IPアドレス：IPv4および IPv6

•最大伝送単位（MTU）

•シャットダウン

•速度

互換性要件

チャネルグループにインターフェイスを追加する場合、そのインターフェイスにチャネルグルー

プとの互換性があるかどうかを確認するために、特定のインターフェイス属性がチェックされま

す。たとえば、レイヤ 2チャネルグループにレイヤ 3インターフェイスを追加できません。また
Cisco NX-OSソフトウェアは、インターフェイスがポートチャネル集約に参加することを許可す
る前に、そのインターフェイスの多数の動作属性もチェックします。

互換性チェックの対象となる動作属性は次のとおりです。

•（リンク）速度性能

• Access VLAN

•許可 VLANリスト

•レートモードのチェック。

•デュプレックス性能

•デュプレックス設定

•フロー制御性能

•フロー制御設定

•レイヤ 3ポート：サブインターフェイスは不可

• MTUサイズ

•メディアタイプ、銅線またはファイバ

• Module Type

•ネットワーク層

•ポートモード

• SPAN：SPANの始点または宛先ポートは不可

•速度設定
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•ストーム制御

•タグ付きまたは非タグ付き

•トランクネイティブ VLAN

Cisco NX-OSで使用される互換性チェックの全リストを表示するには、show port-channel
compatibility-parametersコマンドを使用します。

チャネルモードが onに設定されているインターフェイスは、スタティックなポートチャネルに
だけ追加できます。また、チャネルモードがactiveまたはpassiveに設定されているインターフェ
イスは、LACPが実行されているポートチャネルにだけ追加できます。これらのアトリビュート
は個別のメンバポートに設定できます。設定するメンバポートの属性に互換性がない場合、ソフ

トウェアはこのポートをポートチャネルで一時停止させます。

または、次のパラメータが同じ場合、パラメータに互換性がないポートを強制的にポートチャネ

ルに参加させることもできます。

•（リンク）速度性能

•速度設定

•デュプレックス性能

•デュプレックス設定

•フロー制御性能

•フロー制御設定

インターフェイスがポートチャネルに参加すると、一部のパラメータが削除され、ポートチャネ

ルの値が次のように置き換わります。

•帯域幅

•遅延

• UDPの拡張認証プロトコル

• VRF

• IPアドレス（v4および v6）

• MAC address

•スパニングツリープロトコル

• NAC

•サービスポリシー

•アクセスコントロールリスト（ACL）

インターフェイスがポートチャネルに参加または脱退しても、次に示す多くのインターフェイス

パラメータは影響を受けません。

•ビーコン
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•説明

• CDP

• LACPポートプライオリティ

•デバウンス

• UDLD

• MDIX

•レートモード

•シャットダウン

• SNMPトラップ

ポートチャネルインターフェイスにサブインターフェイスを設定し、ポートチャネルのメンバ

ポートを削除すると、ポートチャネルサブインターフェイスの設定はメンバポートに伝わりま

せん。

ポートチャネルを削除すると、すべてのメンバインターフェイスはポートチャネルから削除

されたかのように設定されます。

（注）

ポートチャネルモードについては、「LACPマーカーレスポンダ」の項を参照してください。

ポートチャネルを使ったロードバランシング

Cisco NX-OSソフトウェアは、ポートチャネルにおけるすべての動作インターフェイス間のトラ
フィックをロードバランシングします。その際、フレーム内のアドレスをハッシュして、チャネ

ル内の 1つのリンクを選択する数値にします。ポートチャネルはデフォルトでロードバランシン
グを備えています。ポートチャネルロードバランシングでは、MACアドレス、IPアドレス、ま
たはレイヤ 4ポート番号を使用してリンクを選択します。ポートチャネルロードバランシング
は、送信元または宛先アドレスおよびポートの両方またはどちらか一方を使用します。

ロードバランシングモードを設定して、デバイス全体または指定したモジュールに設定したすべ

てのポートチャネルに適用することができます。モジュールごとの設定は、デバイス全体のロー

ドバランシング設定よりも優先されます。デバイス全体に1つのロードバランシングモードを、
指定したモジュールに別のモードを、さらに別の指定したモジュールに別のモードを設定できま

す。ポートチャネルごとにロードバランシング方式を設定することはできません。

使用するロードバランシングアルゴリズムのタイプを設定できます。ロードバランシングアル

ゴリズムを指定し、フレームのフィールドを見て出力トラフィックに選択するメンバポートを決

定します。
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レイヤ 3インターフェイスのデフォルトロードバランシングモードは、発信元および宛先 IP
アドレスです。非 IPトラフィックのデフォルトロードバランシングモードは、送信元および
宛先MACアドレスです。チャネルグループバンドルのインターフェイス間でロードバラン
シング方式を設定するには、port-channel load-balanceコマンドを使用します。レイヤ2パケッ
トのデフォルト方式は src-dst-macです。レイヤ 3パケットのデフォルト方式は src-dst-ipです。
このコマンドの追加情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command
Reference』を参照してください。

F1シリーズモジュールは、MACアドレスに基づく非 IPトラフィックのロードバランシング
はサポートしません。F1シリーズモジュールのポートがポートチャネルで使用され、非 IPト
ラフィックがポートチャネルで送信されると、レイヤ 2トラフィックが故障する場合があり
ます。Cisco NX-OSリリース 6.0(1)以降では、ロードバランシングは F2モジュールをサポー
トします。

（注）

次のいずれかの方式を使用するようにデバイスを設定し、ポートチャネル全体をロードバランシ

ングできます。

•宛先MACアドレス

•送信元MACアドレス

•送信元および宛先MACアドレス

•宛先 IPアドレス

•送信元 IPアドレス

•送信元および宛先 IPアドレス

•送信元 TCP/UDPポート番号

•宛先 TCP/UDPポート番号

•送信元および宛先 TCP/UDPポート番号

非 IPおよびレイヤ 3ポートチャネルはどちらも設定したロードバランシング方式に従い、発信
元、宛先、または発信元および宛先パラメータを使用します。たとえば、発信元 IPアドレスを使
用するロードバランシングを設定すると、すべての非 IPトラフィックは発信元MACアドレスを
使用してトラフィックをロードバランシングしますが、レイヤ 3トラフィックは発信元 IPアドレ
スを使用してトラフィックをロードバランシングします。同様に、宛先MACアドレスをロード
バランシング方式として設定すると、すべてのレイヤ 3トラフィックは宛先 IPアドレスを使用し
ますが、非 IPトラフィックは宛先MACアドレスを使用してロードバランシングします。

仮想デバイスコンテキスト（VDC）ごとにポートチャネルを使用してロードバランシングを
設定できません。この機能を設定する場合はデフォルト VDCであることが必要です。別の
VDCからこの機能を設定しようとすると、システムはエラーを表示します。

（注）
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ロードバランシングは、VDCとは無関係に、システム全体または特定のモジュールによって設定
できます。ポートチャネルのロードバランシングは、すべての VDCにわたるグローバル設定で
す。

入トラフィックがマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）の場合、ソフトウェアはパケッ
トの IPアドレスのラベルの下位部分を参照します。

マルチキャストトラフィックは、ユニキャストトラフィックと同じポートチャネルロードバラ

ンシング設定を継承します。これは、システム全体のロードバランシング設定とモジュール固有

のロードバランシング設定の両方に適用されます。

Cisco IOSを実行しているデバイスは、 port-channel hash-distributionコマンドの入力により単
一のメンバーで障害が発生した場合に、ASICのメンバーポートの動作を最適化することがで
きます。Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスはこの最適化をデフォルトで実行し、このコマ
ンドを必要とせず、またサポートしません。Cisco NX-OSは、デバイス全体に対してであれ、
モジュール単位であれ、port-channel load-balanceコマンドによるポートチャネル上のロード
バランシング基準のカスタマイズをサポートします。このコマンドについては、『CiscoNexus
7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』を参照してください。

（注）

Cisco NX-OSリリース 6.1(3)は、Cisco Nexus 7000 Mシリーズ I/O XLモジュールと Fシリーズモ
ジュールのポートチャネルメンバーのロードバランシングを改善するための新しいResult Bundle
Hash（RBH）モードをサポートします。新しい RBHモジュロモードでは、RBHの結果は、実際
のポートチャネルメンバー数に基づきます。

対称ハッシュ

ポートチャネル上のトラフィックを効率的にモニタするには、ポートチャネルに接続された各イ

ンターフェイスがフォワードとリバースの両方のトラフィックフローを受信することが不可欠で

す。通常、フォワードとリバースのトラフィックフローが同じ物理インターフェイスを使用する

保証はありません。ただし、ポートチャネルで対称ハッシュを有効にすると、双方向トラフィッ

クが同じ物理インターフェイスを使用するように強制され、ポートチャネルの各物理インター

フェイスが効果的に一連のフローにマッピングされます。

対称ハッシュが有効になっている場合、ハッシュに使用されるパラメータ（送信元と宛先の IPア
ドレスなど）は、ハッシュアルゴリズムに入る前に標準化されます。このプロセスにより、パラ

メータがリバースされる（フォワードトラフィックの送信元がリバーストラフィックの宛先にな

る）場合にハッシュ出力が同じになることが保証されます。このため、同じインターフェイスが

選択されます。

対称ハッシュをサポートするのは、次のロードバランシングアルゴリズムのみです。

• src ip

• dst ip rotate

• dst ip

• src ip rotate

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
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• src-dst ip

• src ip-l4port

• dst ip-l4port rotate

• dst ip-l4port

• src ip-l4port rotate

• src-dst ip-l4port-vlan

• dst ip-vlan

• src ip-vlan rotate

• src-dst ip-vlan

• src l4port

• dst l4port rotate

• dst l4port

• src l4port rotate

• src-dst l4port

• src mac

• dst mac rotate

• dst mac

• src mac rotate

• src-dst mac

ランダムロードバランシング（ポートチャネル）

ポートチャネル上のランダムロードバランシングは、IP-UDPパケット経由の GPRSトンネリン
グプロトコル（GTP）のポートリンク帯域幅使用率を改善するソフトウェアソリューションで
す。既存のM1、M2、F1、F2、および F2eラインカードハードウェアはランダムロードバラン
シングを実行する機能を備えていないため、このソフトウェアソリューションがロードバランシ

ングとポートチャネル帯域幅の最適化を支援します。ランダムロードバランシングは、F3シリー
ズラインカードでのみサポートされます。また、ランダムロードバランシングは、すべてのト

ラフィックタイプに適用可能で、レイヤ3トラフィックの出力ポートで効果的です。CiscoNX-OS
ソフトウェアは、多項式スキームを使用することにより、ポートチャネル内のすべてのインター

フェイス上ですべてのトラフィックのランダムロードバランシングを実行します。

LACP
LACPでは、最大 16のインターフェイスを 1つのポートチャネルに設定できます。最大 8個のイ
ンターフェイスをアクティブにでき、最大 8個のインターフェイスをMシリーズモジュールでス
タンバイ状態にできます。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
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Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個のアク
ティブリンクをバンドルすることができます。

LACP の概要

LCAPは、使用する前にイネーブルにする必要があります。デフォルトでは、LACPはディセー
ブルです。

（注）

LACPのイネーブル化については、「LACPのイネーブル化」の項を参照してください。

CiscoNX-OSリリース 4.2以降では、システムは機能のディセーブル化の前に自動的にチェックポ
イントを作成するため、このチェックポイントにロールバックできます。ロールバックおよび

チェックポイントについては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration
Guide』を参照してください。

以下の図に、個別リンクをLACPポートチャネルおよびチャネルグループに組み込み、個別リン
クとして機能させる方法を示します。

図 2：個別リンクをポートチャネルに組み込む

LACPでは、最大 16のインターフェイスを 1つのチャネルグループにバンドルできます。チャネ
ルグループのインターフェイスが 8つよりも多い場合、残りのインターフェイスは、Mシリーズ
モジュール上のこのチャネルグループに関連付けられたポートチャネルのホットスタンバイと

なります。

Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、Fシリーズモジュールのポートチャネルに最大 16個のアク
ティブリンクをバンドルすることができます。
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ポートチャネルを削除すると、ソフトウェアは関連付けられたチャネルグループを自動的に

削除します。すべてのメンバインターフェイスはオリジナルの設定に戻ります。

（注）

LACP設定が 1つでも存在する限り、LACPをディセーブルにはできません。

ポートチャネルモード

ポートチャネルの個別インターフェイスは、チャネルモードで設定します。スタティックポー

トチャネルを集約プロトコルを使用せずに実行すると、チャネルモードは常に onに設定されま
す。

デバイス上で LACPをグローバルにイネーブルにした後、各チャネルの LACPをイネーブルにし
ます。それには、各インターフェイスのチャネルモードを activeまたは passiveに設定します。
チャネルグループにリンクを追加すると、LACPチャネルグループの個別リンクにいずれかの
チャネルモードを設定できます。

activeまたは passiveのチャネルモードで個々のインターフェイスを設定するには、まずLACP
をグローバルにイネーブルにする必要があります。

（注）

説明チャネルモード

LACPモード。ポートをパッシブネゴシエーションステートにし
ます。ポートは受信した LACPパケットには応答しますが、LACP
ネゴシエーションは開始しません。

passive

LACPモード。ポートをアクティブネゴシエーションステートに
します。ポートはLACPパケットを送信して、他のポートとのネゴ
シエーションを開始します。

active

すべてのスタティックポートチャネル（LACPを実行していない）
がこのモードです。LACPをイネーブルにする前にチャネルモード
をアクティブまたはパッシブにしようとすると、デバイス表示はエ

ラーメッセージを表示します。

チャネルで LACPをイネーブルにするには、そのチャネルのイン
ターフェイスでチャネルモードを activeまたは passiveに設定しま
す。LACPは、on状態のインターフェイスとネゴシエートする場
合、LACPパケットを受信しないため、そのインターフェイスと個
別のリンクを形成します。つまり、LACPチャネルグループには参
加しません。

デフォルトのポートチャネルモードは onです。

on
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LACPは、パッシブおよびアクティブモードの両方でポート間をネゴシエートして、ポート速度
やトランキングステートなどを基準にしてポートチャネルを形成できるかどうかを決定します。

パッシブモードは、リモートシステムやパートナーがLACPをサポートするかどうか不明の場合
に役に立ちます。

次の例のようにモードに互換性がある場合、ポートの LACPモードが異なれば、ポートは LACP
ポートチャネルを形成できます。

• activeモードのポートは、activeモードの別のポートとともにポートチャネルを正しく形成
できます。

• activeモードのポートは、passiveモードの別のポートとともにポートチャネルを形成できま
す。

• passiveモードのポート同士ではポートチャネルを構成できません。これは、どちらのポート
もネゴシエーションを開始しないためです。

• onモードのポートは LACPを実行しておらず、activeまたは passiveモードの別のポートとと
もにポートチャネルを形成できません。

LACP ID パラメータ

LACP システムプライオリティ

LACPを実行するどのシステムにも LACPシステムプライオリティ値があります。このパラメー
タのデフォルト値である 32768をそのまま使用するか、1～ 65535の範囲で値を設定できます。
LACPは、このシステムプライオリティとMACアドレスを組み合わせてシステム IDを生成しま
す。また、システムプライオリティを他のデバイスとのネゴシエーションにも使用します。シス

テムプライオリティ値が大きいほど、プライオリティは低くなります。

システム IDは VDCごとに異なります。

LACPシステム IDは、LACPシステムプライオリティ値とMACアドレスを組み合わせたもの
です。

（注）

LACP ポートプライオリティ

LACPを使用するように設定されたポートにはそれぞれLACPポートプライオリティがあります。
デフォルト値である 32768をそのまま使用するか、1～ 65535の範囲で値を設定できます。LACP
では、ポートプライオリティおよびポート番号によりポート IDが構成されます。

また、互換性のあるポートのうち一部を束ねることができない場合に、どのポートをスタンバイ

モードにし、どのポートをアクティブモードにするかを決定するのに、ポートプライオリティを

使用します。LACPでは、ポートプライオリティ値が大きいほど、プライオリティは低くなりま
す。指定ポートが、より低いLACPプライオリティを持ち、ホットスタンバイリンクではなくア
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クティブリンクとして選択される可能性が最も高くなるように、ポートプライオリティを設定で

きます。

LACP 管理キー

LACPは、LACPを使用するように設定されたポートごとに、チャネルグループ番号と同じ管理
キー値を自動的に設定します。管理キーにより、他のポートとともに集約されるポートの機能が

定義されます。他のポートとともに集約されるポートの機能は、次の要因によって決まります。

•ポートの物理特性。データレートやデュプレックス性能などです。

•ユーザが作成した設定に関する制約事項

LACP マーカーレスポンダ
ポートチャネルを使用すればデータトラフィックを動的に再配布できます。この再配布により、

リンクが削除または追加されたり、ロードバランシングスキームが変更されることもあります。

トラフィックフローの途中でトラフィックが再配布されると、フレームの秩序が乱れる可能性が

あります。

LACPはMarker Protocolを使って、再配布によってフレームが重複したり順番が入れ替わらない
ようにします。Marker Protocolは、所定のトラフィックフローのすべてのフレームがリモートエ
ンドで正しく受信すると検出します。LACPはポートチャネルリンクごとにMarker PDUSを送
信します。リモートシステムは、MarkerPDUよりも先にこのリンクで受信されたすべてのフレー
ムを受信すると、Marker PDUに応答します。リモートシステムは次にMarker Responderを送信し
ます。ポートチャネルのすべてのメンバリンクのMarker Responderを受信したローカルシステ
ムは、トラフィックフローのフレームを正しい順序で再配分します。ソフトウェアはMarker
Responderだけをサポートします。

LACP がイネーブルのポートチャネルとスタティックポートチャネルの相違点
以下の表に、LACPがイネーブルのポートチャネルとスタティックポートチャネルの主な相違点
を示します。

スタティックポートチャネルLACP がイネーブルのポート
チャネル

構成

N/Aグローバルにイネーブル適用されるプロトコル

Onだけ次のいずれか。

• Active

• Passive

リンクのチャネルモード

816チャネルを構成する最大リンク

数
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LACP 互換性の拡張
相互運用性の解決、およびLACPプロトコル収束の高速化のために複数の新しいコマンドがリリー
ス 4.2(3)に追加されました。

Cisco Nexus 7000シリーズのデバイスが非 Nexusピアに接続されている場合、そのグレースフル
フェールオーバーのデフォルトが、ディセーブルにされたポートがダウンになるための時間を遅

らせる可能性があります。また、ピアからのトラフィックを喪失する原因にもなります。これら

の状況を解決するために、lacp graceful-convergenceコマンドが追加されました。

デフォルトで、ポートがピアから LACP PDUを受信しない場合、LACPはポートを中断ステート
に設定します。場合によっては、この機能は誤設定によって作成されるループの防止に役立ちま

すが、サーバが LACPにポートを論理的アップにするように要求するため、サーバの起動に失敗
する原因になることがあります。lacp suspend-individualコマンドを使用して、ポートを個別の状
態に設定できます。

LACP ポートチャネルの最小リンクおよび MaxBundle
ポートチャネルは、同様のポートを集約し、単一の管理可能なインターフェイスの帯域幅を増加

させます。

Cisco NX-OSリリース 5.1では、最小リンクおよび maxbundle機能の導入により、LACPポート
チャネル動作がさらに改善し、1台の管理対象インターフェイスの帯域幅が増加します。

LACPポートチャネルの最少リンク数機能は次の処理を実行します。

• LACPポートチャネルにリンクアップし、バンドルする必要があるポートの最小数を設定し
ます。

•低帯域幅の LACPポートチャネルがアクティブにならないようにします。

•必要な最小帯域幅を提供するアクティブメンバポートが少数の場合、LACPポートチャネ
ルが非アクティブになります。

LACPMaxBundleは、LACPポートチャネルで許可されるバンドルポートの最大数を定義します。

LACP MaxBundle機能では、次の処理が行われます。

• LACPポートチャネルのバンドルポート数の上限を定義します。

•バンドルポートがより少ない場合のホットスタンバイポートを可能にします（たとえば、
5つのポートを含む LACPポートチャネルにおいて、ホットスタンバイポートとしてそれ
らのポートの 2つを指定できます）。

最小リンクおよびmaxbundle機能は、LACPポートチャネルだけで動作します。ただし、デバ
イスでは非 LACPポートチャネルでこの機能を設定できますが、機能は動作しません。

（注）
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ファブリックエクステンダへの LACP オフロード
CiscoNexus7000シリーズデバイスのコントロールプレーンの負荷を軽減するために、CiscoNX-OS
は、ファブリックエクステンダCPUへのリンクレベルのプロトコル処理をオフロードする機能を
適用します。この機能は、ファブリックエクステンダで設定されたLACPポートチャネルが少な
くとも 1つあると、デフォルトで LACPによってサポートされます。

LACP 高速タイマー
LACPタイマーレートを変更することにより、LACPタイムアウトの時間を変更することができ
ます。lacp rateコマンドを使用すれば、LACPがサポートされているインターフェイスに LACP制
御パケットを送信する際のレートを設定できます。タイムアウトレートは、デフォルトのレート

（30秒）から高速レート（1秒）に変更することができます。このコマンドは、LACPがイネー
ブルになっているインターフェイスでのみサポートされます。LACP高速タイマーレートを設定
するには、「LACP高速タイマーレートの設定」の項を参照してください。

ISSUおよびステートフルスイッチオーバーは、LACP高速タイマーでは保証できません。

FEX ファブリックポートチャネルのリンクの最小数
デュアルホーム接続のホスト（アクティブ/スタンバイ）のネットワーク構成では、ファブリック
ポートチャネルのリンクの最小数をサポートするように Cisco Nexus 2000シリーズファブリック
エクステンダ（FEX）を設定できます。

ファブリックポートチャネルリンクの数が指定されたしきい値を下回ると、ホスト側の FEXイ
ンターフェイスがダウンし、ホストとFEX間の接続のNICスイッチオーバーが可能になります。
FEXインターフェイスのスタンバイ FEXへの自動リカバリは、ファブリックポートチャネルリ
ンクの数が指定したしきい値に到達するとトリガーされます。

仮想化のサポート

メンバーポートと他のポートチャネルに関連する設定は、ポートチャネルとメンバーポートを

持つ仮想デバイスコンテキスト（VDC）で設定します。各VDCで 1～ 4096の番号を使ってポー
トチャネルに番号を設定できます。異なる VDCに同じポートチャネル番号を使用できます。た
とえば、VDC1にポートチャネル 100を設定し、VDC2の別のポートチャネルにも 100を設定で
きます。

ただし、LACPシステム IDは VDCごとに異なります。LACPの詳細については、「LACPの概
要」の項を参照してください。

VDCおよびリソース割り当ての詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSVirtualDevice
Context Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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1つのポートチャネルのすべてのポートは同じVDCに置く必要があります。LACPを使用する場
合、8つすべてのアクティブポートと 8つすべてのスタンバイポートは同じ VDCであることが
必要です。ポートチャネルは 1つの VDCから始まり（そのチャネルのすべてのポートが同じ
VDC）、別の VDCのポートチャネルに対応します（この場合もそのチャネルのすべてのポート
は同じ VDC）。

ポートチャネリングロードバランシングモードは、単一のモジュールまたはモジュール全体

で動作します。デフォルトVDCのポートチャネルを使用するロードバランシングを設定する
必要があります。指定したVDCのポートチャネルを使用してロードバランシングを設定する
ことはできません。ロードバランシングの詳細については、「ポートチャネルを使用したロー

ドバランシング」の項を参照してください。

（注）

ハイアベイラビリティ

ポートチャネルは、複数のポートのトラフィックをロードバランシングすることでハイアベイ

ラビリティを実現します。物理ポートが故障した場合、ポートチャネルのメンバがアクティブで

あればポートチャネルは引き続き動作します。モジュール間の設定が共通しているため、異なる

モジュールのポートをバンドルして、モジュール故障時にも動作するポートチャネルを作成でき

ます。

ポートチャネルは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフル

再起動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。切り替え後、Cisco NX-OSソフトウェアは実
行時の設定を適用します。

動作しているポート数が設定された最小リンク数を下回った場合、ポートチャネルはダウンしま

す。

ハイアベイラビリティ機能の詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OSHighAvailability
and Redundancy Guide』を参照してください。

（注）

インターフェイスのライセンス要件
vPCには、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はすべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OSラ
イセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

IPトンネルには Enterprise Servicesライセンスが必要です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細
と、ライセンスの取得および適用の方法については、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照して
ください。

他のインターフェイスにはライセンスが必要ありません。
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ポートチャネリングの前提条件
ポートチャネリングには次の前提条件があります。

•デバイスにログインしていること。

•必要に応じて、AdvancedServicesライセンスをインストールし、特定のVDCを開始します。

•チャネルグループのすべてのポートが同じ VDCにある必要があります。

•シングルポートチャネルのすべてのポートは、レイヤ 2またはレイヤ 3ポートであること。

•シングルポートチャネルのすべてのポートが、互換性の要件を満たしていること。互換性
要件の詳細については、「互換性要件」の項を参照してください。

•デフォルト VDCのロードバランシングを設定すること。

注意事項と制約事項
ポートチャネリング設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• LACPポートチャネルの最小リンクおよびmaxbundle機能は、ホストインターフェイスポー
トチャネルではサポートされていません。

•この機能を使用する前に LACPをイネーブルにする必要があります。

•デバイスに複数のポートチャネルを設定できます。

•共有および専用ポートは同じポートチャネルに設定できません（共有ポートおよび専用ポー
トについては、「基本インターフェイスパラメータの設定」を参照）。

•レイヤ 2ポートチャネルでは、ポートに互換性が設定されていれば、STPポートパスコス
トが異なる場合でもポートチャネルを形成できます。互換性要件の詳細については、「互換

性要件」の項を参照してください。

• STPでは、ポートチャネルのコストはポートメンバーの集約帯域幅に基づきます。

•ポートチャネルを設定した場合、ポートチャネルインターフェイスに適用した設定はポー
トチャネルメンバポートに影響を与えます。メンバポートに適用した設定は、設定を適用

したメンバポートにだけ影響します。

• LACPは半二重モードをサポートしません。LACPポートチャネルの半二重ポートは中断ス
テートになります。

•ポートチャネルにポートを追加する前に、ポートセキュリティ情報をそのポートから削除し
ておく必要があります。同様に、チャネルグループのメンバであるポートにポートセキュリ

ティ情報を追加できません。

•ポートチャネルグループに属するポートはプライベート VLANポートとして設定しないで
ください。ポートがプライベート VLANの設定に含まれている間は、そのポートチャネル
の設定は非アクティブになります。
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•チャネルメンバポートを発信元または宛先 SPANポートにできません。

• F1およびM1シリーズのラインカードからのポートを同一のポートチャネルに設定できませ
ん。ポートが互換性要件を満たしていないためです。

• M1およびM2シリーズのラインカードからのポートを同一のポートチャネルに設定できま
せん。

• F2eおよび F3シリーズのラインカードからのポートを同一のポートチャネルに設定できま
せん。ポートが互換性要件を満たしていないためです。

• Cisco NX-OSリリース 5.1以降では、最大 16個のアクティブリンクを F1シリーズライン
カードのポートチャネルにバンドルすることができます。

• F1シリーズモジュールは、MACアドレスに基づく非 IPトラフィックのロードバランシン
グはサポートしません。F1シリーズモジュールのポートがポートチャネルで使用され、非
IPトラフィックがポートチャネルで送信されると、レイヤ2トラフィックが故障する場合が
あります。

• Fシリーズと XLタイプのMシリーズモジュールのみが RBHモジュロモードをサポートし
ます。

•ポートチャネル上のランダムロードバランシングは、F3シリーズラインカードでのみサ
ポートされます。ポートチャネルの両側が F3ラインカードだけであることを確認します。

デフォルト設定

表 1：デフォルトポートチャネルパラメータ

デフォルトパラメータ

管理アップポートチャネル

送信元および宛先 IPアドレスレイヤ3インターフェイスのロードバランシン
グ方式

送信元および宛先MACアドレスレイヤ2インターフェイスのロードバランシン
グ方式

ディセーブルモジュールごとのロードバランシング

ディセーブルRBHモジュロモード

ディセーブルLACP

onChannel mode

32768LACPシステムプライオリティ
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デフォルトパラメータ

32768LACPポートプライオリティ

1LACPの最小リンク

16Maxbundle

1FEXファブリックポートチャネル用最少リン
ク数

ディセーブルランダムロードバランシング（ポートチャネ

ル）

ポートチャネルの設定

ポートチャネルの作成

チャネルグループを作成する前に、ポートチャネルを作成します。関連するチャネルグループ

は自動的に作成されます。

はじめる前に

LACPベースのポートチャネルにする場合は LACPをイネーブルにします。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定し、

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

開始します。範囲は 1～ 4096です。CiscoNX-OSソフ
トウェアは、チャネルグループがない場合はそれを自

動的に作成します。

ポートチャネル情報を表示します。switch(config-if)# show
port-channel summary

ステップ 3   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 5   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 6   

no interface port-channelコマンドを使用して、ポートチャネルを削除し、関連するチャネルグ
ループを削除します。

目的コマンド

ポートチャネルを削除し、関連するチャネル

グループを削除します。

no interface port-channelchannel-number

次の例は、ポートチャネルの作成方法を示しています。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 1

ポートチャネルを削除したときにインターフェイス設定がどのように変わるかの詳細について

は、「互換性要件」の項を参照してください。

レイヤ 2 ポートをポートチャネルに追加
新しいチャネルグループまたはすでにレイヤ 2ポートを含むチャネルグループにレイヤ 2ポート
を追加できます。ポートチャネルがない場合は、このチャネルグループに関連付けられたポート

チャネルが作成されます。

はじめる前に

LACPベースのポートチャネルにする場合は LACPをイネーブルにします。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。
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すべてのレイヤ 2メンバポートは、全二重モードで同じ速度で実行されている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定し、

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

開始します。範囲は 1～ 4096です。Cisco NX-OSソフ
トウェアは、チャネルグループがない場合はそれを自

動的に作成します。

インターフェイスをレイヤ2アクセスポートとして設
定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

（任意）

インターフェイスをレイヤ2トランクポートとして設
定します。

switch(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 4   

（任意）

レイヤ2トランクポートに必要なパラメータを設定し
ます。

switch(config-if)# switchport
trunk {allowed vlanvlan-id |
nativevlan-id}

ステップ 5   

チャネルグループ内にポートを設定し、モードを設定

します。channel-numberの指定できる範囲は 1～ 4096
switch(config-if)#
channel-groupchannel-number
[force] [mode {on | active |
passive}]

ステップ 6   

です。ポートチャネルがない場合は、このチャネル

グループに関連付けられたポートチャネルが作成され

ます。すべてのスタティックポートチャネルインター

フェイスは、onモードに設定されます。すべてのLACP
対応ポートチャネルインターフェイスを activeまたは
passiveに設定する必要があります。デフォルトモー
ドは onです。

一部の設定に互換性がないインターフェイスをチャネ

ルに追加します。強制されるインターフェイスは、

チャネルグループと同じ速度、デュプレックス、およ

びフロー制御設定を持っている必要があります。

forceオプションは、ポートにポートチャネ
ルの他のメンバーとの QoSポリシーの不一
致がある場合に失敗します。

（注）

（任意）

インターフェイス情報を表示します。

switch(config-if)# show
interfacetype slot/port

ステップ 7   

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
24

ポートチャネルの設定

レイヤ 2 ポートをポートチャネルに追加



目的コマンドまたはアクション

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if)# show
interface status error policy
[detail]

ステップ 8   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch(config-if)# no
shutdown

ステップ 9   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 10   

no channel-groupコマンドを使用して、チャネルグループからポートを削除します。

目的コマンド

チャネルグループからポートを削除します。no channel-group

次に、レイヤ 2イーサネットインターフェイス 1/4をチャネルグループ 5に追加する例を示しま
す。

switch# configure terminal
switch (config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5

レイヤ 3 ポートをポートチャネルに追加
新しいチャネルグループまたはすでにレイヤ 3ポートが設定されているチャネルグループにレイ
ヤ 3ポートを追加できます。ポートチャネルがない場合は、このチャネルグループに関連付けら
れたポートチャネルが作成されます。

追加するレイヤ 3ポートに IPアドレスが設定されている場合、ポートがポートチャネルに追加さ
れる前にその IPアドレスは削除されます。レイヤ 3ポートチャネルを作成したら、ポートチャ
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ネルインターフェイスに IPアドレスを割り当てることができます。また、既存のレイヤ 3ポート
チャネルにサブインターフェイスを追加できます。

はじめる前に

LACPベースのポートチャネルにする場合は LACPをイネーブルにします。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

レイヤ 3インターフェイスに設定した IPアドレスがあれば、この IPアドレスを削除します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定し、

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

始します。範囲は 1～ 4096です。Cisco NX-OSソフト
ウェアは、チャネルグループがない場合はそれを自動

的に作成します。

インターフェイスをレイヤ 2アクセスポートとして設
定します。

switch(config-if)# no
switchport

ステップ 3   

チャネルグループ内にポートを設定し、モードを設定

します。channel-numberの指定できる範囲は 1～ 4096
switch(config-if)#
channel-groupchannel-number
[force] [mode {on | active |
passive}]

ステップ 4   

です。ポートチャネルがない場合は、このチャネルグ

ループに関連付けられたポートチャネルが作成されま

す。すべてのスタティックポートチャネルインター

フェイスは、onモードに設定されます。すべてのLACP
対応ポートチャネルインターフェイスを activeまたは
passiveに設定する必要があります。デフォルトモード
は onです。

一部の設定に互換性がないインターフェイスをチャネ

ルに追加します。強制されるインターフェイスは、チャ

ネルグループと同じ速度、デュプレックス、およびフ

ロー制御設定を持っている必要があります。

（任意）

インターフェイス情報を表示します。

switch(config-if)# show
interfacetype slot/port

ステップ 5   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch(config-if) show
interface status error policy
[detail]

ステップ 6   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。
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目的コマンドまたはアクション

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch(config-if) no shutdownステップ 7   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch(config-if) copy
running-config startup-config

ステップ 8   

no channel-groupコマンドを使用して、チャネルグループからポートを削除します。

目的コマンド

チャネルグループからポートを削除します。no channel-group

次に、レイヤ 3イーサネットインターフェイス 1/5を onモードのチャネルグループ 6に追加す
る例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# channel-group 6

次の例では、レイヤ 3ポートチャネルインターフェイスを作成し、IPアドレスを割り当てる方法
を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 4
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8

情報目的としての帯域幅および遅延の設定

ポートチャネルの帯域幅は、チャネル内のアクティブリンクの合計数によって決定されます。

情報目的でポートチャネルインターフェイスに帯域幅および遅延を設定します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

情報目的で使用される帯域幅を指定します。有効な

範囲は1～80,000,000kbsです。デフォルト値はチャ
switch(config-if)#
bandwidthvalue

ステップ 3   

ネルグループのアクティブインターフェイスの合

計によって異なります。

情報目的で使用されるスループット遅延を指定しま

す。範囲は、1～ 16,777,215（10マイクロ秒単位）
です。デフォルト値は 10マイクロ秒です。

switch(config-if)# delayvalueステップ 4   

Ciscoリリース 4.2(1)より前は、デフォル
トの遅延値が 100マイクロ秒でした。

（注）

インターフェイスモードを終了し、コンフィギュ

レーションモードに戻ります。

switch(config-if)# exitステップ 5   

（任意）

指定したポートチャネルのインターフェイス情報を

表示します。

switch(config)# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次に、ポートチャネル 5の帯域幅および遅延の情報パラメータを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 5
switch(config-if)# bandwidth 60000000
switch(config-if)# delay 10000
switch(config-if)#

ポートチャネルインターフェイスのシャットダウンと再起動

ポートチャネルインターフェイスをシャットダウンして再起動できます。ポートチャネルイン

ターフェイスをシャットダウンすると、トラフィックは通過しなくなりインターフェイスは管理

上ダウンします。
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手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定し、

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

インターフェイスをシャットダウンします。トラフィッ

クは通過せず、インターフェイスは管理ダウン状態に

なります。デフォルトはシャットダウンなしです。

switch(config-if)# shutdown
| no shutdown

ステップ 3   

noshutdownコマンドはインターフェイスを開きます。
インターフェイスは管理的にアップとなります。操作

上の問題がなければ、トラフィックが通過します。デ

フォルトはシャットダウンなしです。

インターフェイスモードを終了し、コンフィギュレー

ションモードに戻ります。

switch(config-if)# exitステップ 4   

指定したポートチャネルのインターフェイス情報を表

示します。

switch# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

（任意）

ポリシープログラミング中にエラーを生成するイン

ターフェイスおよび VLANが表示され、ポリシーが

switch# show interface
status error policy [detail]

ステップ 6   

ハードウェアポリシーと一致することを確認できま

す。

エラーを生成するインターフェイスの詳細を表示する

には、detailコマンドを使用します。

（任意）

ポリシーがハードウェアポリシーと一致するインター

フェイスおよびVLANのエラーをクリアします。この

switch# no shutdownステップ 7   

コマンドにより、ポリシープログラミングが続行で

き、ポートがアップできます。ポリシーが対応してい

ない場合は、エラーは error-disabledポリシー状態にな
ります。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 8   
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次に、ポートチャネル 2のインターフェイスをアップする例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# no shutdown

ポートチャネルの説明の設定

ポートチャネルの説明を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレーションモー

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ドを開始します。範囲は 1～ 4096です。Cisco
NX-OSソフトウェアは、チャネルグループがない
場合はそれを自動的に作成します。

ポートチャネルインターフェイスに説明を追加で

きます。説明に 80文字まで使用できます。デフォ
switch(config-if)# descriptionステップ 3   

ルトでは、説明は表示されません。このパラメータ

を設定してから、出力に説明を表示する必要があり

ます。

インターフェイスモードを終了し、コンフィギュ

レーションモードに戻ります。

switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

指定したポートチャネルのインターフェイス情報を

表示します。

switch(config-if)# show
interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、ポートチャネル 2に説明を追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# description engineering
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ポートチャネルインターフェイスへの速度とデュプレックスの設定

ポートチャネルインターフェイスに速度とデュプレックスを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指

定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルインターフェイスの速度を設定

します。デフォルトの自動ネゴシエーションは

自動です。

switch(config-if)# speed {10 | 100
| 1000 | auto}

ステップ 3   

ポートチャネルインターフェイスのデュプレッ

クスを設定します。デフォルトの自動ネゴシエー

ションは自動です。

switch(config-if)# duplex {auto
| full | half}

ステップ 4   

インターフェイスモードを終了し、コンフィギュ

レーションモードに戻ります。

switch(config-if)# exitステップ 5   

（任意）

指定したポートチャネルのインターフェイス情

報を表示します。

switch# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

次に、ポートチャネル 2に 100 Mb/sを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch (config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# speed 100

フロー制御の設定

1 Gb以上で動作するポートチャネルインターフェイスのフロー制御ポーズパケットの送信およ
び受信機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。より低速で動作するポートチャネルイ

ンターフェイスでは、ポートチャネルインターフェイスのポーズパケット受信機能だけをイネー

ブルまたはディセーブルにできます。
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この設定が正しく動作するには、フロー制御リンクのローカルおよびリモートエンドの両方

で一致する必要があります。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指

定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

フロー制御パラメータを設定して、ポートチャ

ネルインターフェイスのポーズパケットを送信

および受信します。デフォルトは [desired]です。

switch(config-if)# flowcontrol
{receive | send} {desired | off |
on}

ステップ 3   

インターフェイスモードを終了し、コンフィギュ

レーションモードに戻ります。

switch(config-if)# exitステップ 4   

（任意）

指定したポートチャネルのインターフェイス情

報を表示します。

switch# show interface
port-channelchannel-number

ステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch# copy running-config
startup-config

ステップ 6   

次に、ポートチャネルグループ 2にポートチャネルインターフェイスを設定してポーズパケッ
トを送信および受信する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# flowcontrol receive on
switch(config-if)# flowcontrol send on

ポートチャネルを使ったロードバランシングの設定

VDCアソシエーションにかかわらず、ポートチャネルのロードバランシングアルゴリズムを設
定し、デバイス全体または 1のモジュールだけに適用できます。モジュールベースのロードバラ
ンシングは、デバイスベースのロードバランシングに優先します。

はじめる前に

LACPベースのポートチャネルにする場合は LACPをイネーブルにします。
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正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。switch# configure terminalステッ

プ 1   

デバイスまたはモジュールのロードバランシングアルゴリズ

ムを指定します。指定可能なアルゴリズムはデバイスによっ

switch(config)# [no]
port-channel
load-balancemethod {dst ip

ステッ

プ 2   
て異なります。レイヤ 3のデフォルトは IPv4と IPv6の両方で
src-dst ipで、非 IPのデフォルトは src-dst macです。| dst ip-l4port-vlan | dst

ip-vlan | dst mac | dst
asymmetricキーワードは、src-dst ipコマンドおよび
F2または F2eモジュールでのみ有効です。F2また
は F2eモジュールはデフォルトで対称になるため、
asymmetricキーワードにより双方向フロー時に発生
するトラフィックドロップを防止します。F2また
は F2eモジュールをイネーブルにする必要があると
いう警告メッセージが表示されます。これにより、

ロードバランシングが改善し、システムの中断を回

避できます。

（注）

デフォルトのシステム設定（対称）に戻るには、noport-channel
load-balance src-dst mac asymmetricコマンドを使用します。

l4port | dst ip-l4port |
src-dst ip | src-dst mac |
src-dst l4port | src-dst
ip-l4port | src-dst ip-vlan |
src-dst ip-l4port-vlan | src
ip | src ip-l4port-vlan | src
ip-l4port | src ip-vlan | src
mac | src l4port |
hash-modulo [force]}
[gtp-teid]
[modulemodule-number |
fex {fex-range | all}]
[asymmetric] [rotaterotate]

モジュールベースの設定がすでに存在する場合は、

それがデフォルトのシステム設定よりも優先されま

す。

（注）

システムレベルの設定（対称）に戻るには、モジュールレベ

ルで no port-channel load-balance src-dstmac asymmetricmodule
コマンドを使用します。

module、asymmetric、および rotateの各キーワード
は、hash-moduloコマンドに使用できません。

（注）

gtp-teidキーワードが GTPヘッダーフィールドを含むパケッ
ト内で指定された場合は、選択されるポートチャネルメン

バーが、MACアドレス、IPアドレス、L4ポートなどのすで
に指定されたパケットヘッダーフィールドだけでなく、32
ビットトンネルエンドポイント ID（TEID）ヘッダーフィー
ルドにも依存します。パケットは、TEIDヘッダーフィールド
がポートチャネルロードバランシングで使用されるように

M3モジュール上のポートに入る必要があります。

gtp-teidキーワードがパケット内で指定された場合は、そのパ
ケットの TEIDヘッダーフィールドがポートチャネルメン
バーの選択で使用されます。ただし、パケットに IPv4または
IPv6ヘッダーフィールド、宛先ポート 2152の UDPヘッダー
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目的コマンドまたはアクショ

ン

フィールド、プロトコルタイプ 1の GTPバージョン 1ヘッ
ダーフィールドが、この順で含まれている場合に限られます。

他のすべてのGTPヘッダーフィールドは、GTP制御メッセー
ジと見なされます。GTPエンドポイント間のネットワーク上
の GTP制御メッセージの並べ替えを回避するために、NX-OS
は、チャネルメンバーの選択に GTP制御メッセージの TEID
ヘッダーフィールドを含めません。

gtp-teidキーワードは、M3モジュール上でのみサ
ポートされ、他のモジュールの動作に影響を与えま

せん。

（注）

（任意）

ポートチャネルロードバランシングアルゴリズムを表示しま

す。

show port-channel
load-balance

ステッ

プ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

switch# copy
running-config
startup-config

ステッ

プ 4   

非 IPトラフィック用の src-dst macと IPトラフィック用の src-dst ipのデフォルトのロードバラン
シングアルゴリズムを復元するには、no port-channel load-balanceコマンドを使用します。

目的コマンド

デフォルトのロードバランシングアルゴリズ

ムを復元します。

no port-channel load-balance

次に、モジュール5のポートチャネルに発信元 IPロードバランシングを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-channel load-balance src-ip-l4port module 5

次の例では、スイッチ 1とスイッチ 2に接続されたポートチャネルの対称ポートチャネルロー
ドバランシングのためのさまざまな組み合わせを設定する方法を示します。

次の設定の組み合わせに示すものと同じ rotate rotate-valueを使用してください。
! Configure port-channel hash distribution at the global level!

switch1(config)# port-channel hash-distribution fixed
Switch2(config)# port-channel hash-distribution fixed

! Configure symmetric port-channel load balancing combinations on both
switch1 and switch2 of a port channel.!

!Combination 1!
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switch1(config)# port-channel load-balance src ip
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip rotate 4

!Combination 2!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip rotate 4

!Combination 3!

switch1(config)# port-channel load-balance src ip-l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port rotate 6

!Combination 4!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip-l4port rotate 6

!Combination 5!

switch1(config)# port-channel load-balance src ip-l4port vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port rotate 8

!Combination 6!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip-l4port vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip-l4port rotate 8

!Combination 7!

switch1(config)# port-channel load-balance src ip-vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance dst ip-vlan rotate 8

!Combination 8!

switch1(config)# port-channel load-balance dst ip-vlan
Switch2(config)# port-channel load-balance src ip-vlan rotate 8

!Combination 9!

switch1(config)# port-channel load-balance src l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance dst l4port rotate 2

!Combination 10!

switch1(config)# port-channel load-balance dst l4port
Switch2(config)# port-channel load-balance src l4port rotate 2

!Combination 11!

switch1(config)# port-channel load-balance src mac
Switch2(config)# port-channel load-balance dst mac rotate 6

!Combination 12!

switch1(config)# port-channel load-balance dst mac
Switch2(config)# port-channel load-balance src mac rotate 6

LACP のイネーブル化
LACPはデフォルトではディセーブルです。LACPの設定を開始するには、LACPをイネーブルに
する必要があります。LACP設定が 1つでも存在する限り、LACPをディセーブルにはできませ
ん。
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LACPは、LANポートグループの機能を動的に学習し、残りの LANポートに通知します。LACP
は、正確に一致しているイーサネットリンクを識別すると、リンクを 1つのポートチャネルとし
てまとめます。次に、ポートチャネルは単一ブリッジポートとしてスパニングツリーに追加され

ます。

LACPを設定する手順は次のとおりです。

• LACPをグローバルにイネーブルにするには、feature lacpコマンドを使用します。

• LACPをイネーブルにした同一ポートチャネルでは、異なるインターフェイスに異なるモー
ドを使用できます。

•指定したチャネルグループに割り当てられた唯一のインターフェイスである場合に限り、
モードを activeと passiveで切り替えることができます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

デバイスの LACPをイネーブルにします。switch(config)# feature lacpステップ 2   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタート

アップコンフィギュレーションにコピーし

ます。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

次に、LACPをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature lacp

LACP ポートチャネルポートモードの設定
LACPをイネーブルにしたら、LACPポートチャネルのそれぞれのリンクのチャネルモードを
activeまたは passiveに設定できます。このチャネルコンフィギュレーションモードを使用する
と、リンクは LACPで動作可能になります。

関連する集約プロトコルを使用せずにポートチャネルを設定すると、リンク両端のすべてのイン

ターフェイスは onチャネルモードを維持します。
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はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルのリンクのポートモードを指定し

ます。LACPをイネーブルにしたら、各リンクまた
switch(config-if)#
channel-groupnumbermode
{active | on | passive}

ステップ 3   

はチャネル全体を activeまたは passiveに設定しま
す。

関連する集約プロトコルを使用せずにポートチャ

ネルを実行する場合、ポートチャネルモードは常

に onです。

デフォルトのポートチャネルモードは onです。

（任意）

ポートチャネルの概要を表示します。

switch(config-if)# show
port-channel summary

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次に、LACPをイネーブルにしたインターフェイスを、チャネルグループ 5のイーサネットイン
ターフェイス 1/4のアクティブポートチャネルモードに設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# channel-group 5 mode active

LACP ポートチャネル最少リンク数の設定
CiscoNX-OSリリース5.1では、LACPの最小リンク機能を設定できます。最小リンクとmaxbundles
は LACPでのみ動作します。ただし、非 LACPポートチャネルに対してこれらの機能の CLIコマ
ンドを入力できますが、これらのコマンドは動作不能です。

はじめる前に

適切なポートチャネルインターフェイスであることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指

定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルインターフェイスを指定して、

最小リンクの数を設定し、インターフェイスコ

switch(config-if)# lacp
min-linksnumber

ステップ 3   

ンフィギュレーションモードを開始します。指

定できる範囲は 1～ 16です。

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレー

ションを表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

デフォルトのポートチャネル最小リンク設定を復元するには、no lacpmin-linksコマンドを使用し
ます。

目的コマンド

デフォルトのポートチャネル最小リンク設定を

復元します。

no lacp min-links

次に、モジュール 3のポートチャネルインターフェイスの最小数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# lacp min-links 3

LACP ポートチャネル MaxBundle の設定
Cisco NX-OSリリース 5.1では、LACP maxbundle機能を設定できます。最小リンクと maxbundles
は LACPでのみ動作します。ただし、非 LACPポートチャネルに対してこれらの機能の CLIコマ
ンドを入力できますが、これらのコマンドは動作不能です。

はじめる前に

適切なポートチャネルインターフェイスであることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定し、

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルインターフェイスを指定して、

max-bundleを設定し、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードを開始します。

switch(config-if)# lacp
max-bundlenumber

ステップ 3   

ポートチャネルのmax-bundleのデフォルト値は 16で
す。指定できる範囲は 1～ 16です。

デフォルト値は 16ですが、ポートチャネ
ルのアクティブメンバ数は、

pc_max_links_configおよびポートチャネル
で許可されている pc_max_active_members
の最小数です。

（注）

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレーション

を表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

デフォルトのポートチャネル max-bundle設定を復元するには、no lacp max-bundleコマンドを使
用します。

目的コマンド

デフォルトのポートチャネルmax-bundle設定を
復元します。

no lacp max-bundle

次に、モジュール 3のポートチャネルインターフェイスのmax-bundleを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# lacp max-bundle 3

LACP 高速タイマーレートの設定
LACPタイマーレートを変更することにより、LACPタイムアウトの時間を変更することができ
ます。lacp rateコマンドを使用すれば、LACPがサポートされているインターフェイスに LACP
制御パケットを送信する際のレートを設定できます。タイムアウトレートは、デフォルトのレー
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ト（30秒）から高速レート（1秒）に変更することができます。このコマンドは、LACPがイネー
ブルになっているインターフェイスでのみサポートされます。

LACPタイマーレートの変更は推奨しません。In-Service Software Upgrade（ISSU）およびス
テートフルスイッチオーバー（SSO）は、LACP高速レートタイマーではサポートされませ
ん。

（注）

はじめる前に

LACP機能がイネーブルになっていることを確認します。

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

LACPがサポートされているインターフェイスに
LACP制御パケットを送信する際のレートとして高
速レート（1秒）を設定します。

switch(config-if)# lacp rate
fast

ステップ 3   

タイムアウトレートをデフォルトにリセットするに

は、コマンドの no形式を使用します。

次の例は、イーサネットインターフェイス 1/4に対して LACP高速レートを設定する方法を示し
たものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# lacp rate fast

次の例は、イーサネットインターフェイス 1/4の LACPレートをデフォルトのレート（30秒）に
戻す方法を示したものです。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# no lacp rate fast
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LACP システムプライオリティの設定
LACPシステム IDは、LACPシステムプライオリティ値とMACアドレスを組み合わせたもので
す。

複数の VDCのシステムプライオリティ値を同じ設定にすることができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

LACPで使用するシステムプライオリティを設定
します。指定できる範囲は 1～ 65535で、値が大

switch(config)# lacp
system-prioritypriority

ステップ 2   

きいほどプライオリティは低くなります。デフォ

ルト値は 32768です。

VDCごとにLACPシステム IDが異なり
ます。これは、この設定値にMACアド
レスが追加されるためです。

（注）

（任意）

LACPシステム識別子を表示します。
switch(config)# show lacp
system-identifier

ステップ 3   

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレーショ

ンを表示します。

switch(config)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

次に、LACPシステムプライオリティを 2500に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# lacp system-priority 2500

LACP ポートプライオリティの設定
LACPをイネーブルにしたら、ポートプライオリティの LACPポートチャネルにそれぞれのリン
クを設定できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを指

定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

LACPで使用するポートプライオリティを設定
します。指定できる範囲は 1～ 65535で、値が

switch(config-if)# lacp
port-prioritypriority

ステップ 3   

大きいほどプライオリティは低くなります。デ

フォルト値は 32768です。

（任意）

ポートチャネル最少リンク数コンフィギュレー

ションを表示します。

switch(config-if)# show
running-config interface
port-channelnumber

ステップ 4   

次に、イーサネットインターフェイス 1/4の LACPポートプライオリティを 40000に設定する例
を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# lacp port-priority 40000

LACP グレースフルコンバージェンスのディセーブル化
デフォルトで、LACPグレースフルコンバージェンスはイネーブルになっています。あるデバイ
スとの LACP相互運用性をサポートする必要がある場合、コンバージェンスをディセーブルにで
きます。そのデバイスとは、グレースフルフェールオーバーのデフォルトが、ディセーブルにさ

れたポートがダウンになるための時間を遅らせる可能性がある、または、ピアからのトラフィッ

クを喪失する原因にもなるデバイスです。ダウンストリームアクセススイッチが Cisco Nexusデ
バイスでない場合は、LACPグレースフルコンバージェンスオプションをディセーブルにしま
す。

コマンドが実行される前に、ポートチャネルが管理上のダウン状態である必要があります。（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

LACPをイネーブルにします。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを

指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルを管理シャットダウンしま

す。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルの LACPグレースフルコン
バージェンスをディセーブルにします。

switch(config-if)# no lacp
graceful-convergence

ステップ 4   

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、ポートチャネルのLACPグレースフルコンバージェンスをディセーブルにする方法を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no lacp graceful-convergence
switch(config-if)# no shutdown

LACP グレースフルコンバージェンスの再イネーブル化
デフォルトの LACPグレースフルコンバージェンスが再度必要になった場合、コンバージェンス
を再度イネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを

指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルを管理シャットダウンします。switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルの LACPグレースフルコン
バージェンスをイネーブルにします。

switch(config-if)# lacp
graceful-convergence

ステップ 4   

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、ポートチャネルのLACPグレースフルコンバージェンスをイネーブルにする方法を示しま
す。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# lacp graceful-convergence
switch(config-if)# no shutdown

LACP の個別一時停止のディセーブル化
ポートがピアから LACP PDUを受信しない場合、LACPはポートを中断ステートに設定します。
このプロセスによって、サーバの中には起動に失敗するものがあります。そのようなサーバは、

LACPが論理的にポートを稼働状態にしていることを必要とするからです。

エッジポートで lacp suspend-individualコマンドを入力するだけです。このコマンドを使用す
る前に、ポートチャネルが管理上のダウン状態である必要があります。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

LACPをイネーブルにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

設定するポートチャネルインターフェイスを

指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルを管理シャットダウンしま

す。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停
止動作をディセーブルにします。

switch(config-if)# no lacp
suspend-individual

ステップ 4   

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停止をディセーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no lacp suspend-individual
switch(config-if)# no shutdown

LACP の個別一時停止の再イネーブル化
デフォルトの LACP個別ポートの一時停止を再度イネーブルにできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するポートチャネルインターフェイスを

指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

switch(config)# interface
port-channelchannel-number

ステップ 2   

ポートチャネルを管理シャットダウンしま

す。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停
止動作をイネーブルにします。

switch(config-if)# lacp
suspend-individual

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ポートチャネルを管理的にアップします。switch(config-if)# no shutdownステップ 5   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、ポートチャネルで LACP個別ポートの一時停止を再度イネーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# lacp suspend-individual
switch(config-if)# no shutdown

ポートチャネルハッシュ分散の設定

Cisco NX-OSリリース 6.1(1)以降、ハッシュ分散のアダプティブおよび固定設定は、グローバル
レベルおよびポートチャネルレベルの両方でサポートされます。このオプションは、メンバが

アップまたはダウンしたときに Result Bundle Hash（RBH）分散の変化を最小限に抑えることによ
り、トラフィックの中断を最小限に抑えます。このため、変化のないRBH値にマッピングされて
いるフローが同じリンクを流れ続けるようになります。ポートチャネルレベルの設定はグローバ

ル設定よりも優先されます。デフォルト設定はグローバルに適応し、各ポートチャネルの設定が

ないので、ISSU中に変更はありません。コマンドが適用されたときにポートはフラップされず、
設定は次のメンバーリンクの変更イベントで有効になります。どちらのモードも RBHモジュー
ルまたは非モジュールスキームで動作します。

この機能がサポートされない下位バージョンへの ISSD時には、固定モードコマンドがグローバ
ルに使用されている場合や、ポートチャネルレベルの設定がある場合は、この機能を無効にする

必要があります。

グローバルレベルでのポートチャネルハッシュ分散の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

グローバルレベルでポートチャネルハッシュ分散

を指定します。

switch(config)# no port-channel
hash-distribution {adaptive |
fixed}

ステップ 2   

デフォルトはアダプティブモードです。
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目的コマンドまたはアクション

コマンドは、次のメンバーリンクイベント（link
down/up/no shutdown/shutdown）まで有効になりま
せん。Do you want to continue (y/n) ? [yes]

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

次に、グローバルレベルでハッシュ分散を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no port-channel hash-distribution fixed

ポートチャネルレベルでのポートチャネルハッシュ分散の設定

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するインターフェイスを指定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch(config)# interface
port-channel {channel-number |
range}

ステップ 2   

グローバルレベルでポートチャネルハッシュ分

散を指定します。

switch(config-if)# no
port-channel hash-distribution
{adaptive | fixed}

ステップ 3   

デフォルトはアダプティブモードです。

コマンドは、次のメンバーリンクイベント（link
down/up/no shutdown/shutdown）まで有効になりま
せん。Do you want to continue (y/n) ? [yes]

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

次に、グローバルレベルコマンドとしてハッシュ分散を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no port-channel hash-distribution fixed
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RBH モジュロモードの設定
RBHモジュロモードをイネーブルにすると、すべてのポートチャネルがフラップされます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

RBHモジュロモードをイネーブルにします。このコマ
ンドはすべてのポートチャネルを再初期化するため、

続行するか、続行しないかのオプションがあります。

switch(config)# port-channel
load-balance hash-modulo

ステップ 2   

このコマンドは、現在のシステム全体のモ

ジュールタイプがM1シリーズモジュールを
含む場合に拒否されます。システム全体の設

定からM1シリーズモジュールタイプを削除
するには、system module-type f1, f2, m1xl,
m2xlコマンドを入力します。

（注）

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 3   

次に、RBHモジュロモードをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-channel load-balance hash-modulo

FEX ファブリックポートチャネルの最小リンクの設定
Cisco NX-OSリリース 6.1(3)以降では、FEXファブリックポートチャネルのリンクの最小数を設
定して、一定数の FEXファブリックポートチャネルメンバポートがダウンすると、FEXのホス
ト側のインターフェイスが中断するようにできます。

はじめる前に

適切なポートチャネルインターフェイスであることを確認します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

switch# configure terminalステップ 1   

設定するインターフェイスを指定します。イ

ンターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
port-channelnumber

ステップ 2   

インターフェイスをレイヤ 2アクセスポート
として設定します。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

外部ファブリックエクステンダをサポートす

るように、ポートチャネルを設定します。

switch(config-if)# switchport
mode fex-fabric

ステップ 4   

FEXファブリックポートチャネルのリンクの
最小数を設定します。指定できる範囲は 1～
16です。

switch(config-if)# [no]
port-channel min-linksnumber

ステップ 5   

（任意）

ポートチャネルの概要を表示します。

switch(config-if)# show
port-channel summary

ステップ 6   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアッ

プコンフィギュレーションにコピーします。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 7   

次に、FEXファブリックポートチャネルのリンクの最小数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 100
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch(config-if)# port-channel min-links 3
switch(config-if)# show port-channel summary
Flags: 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
--------------------------------------------------------------------------------
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
--------------------------------------------------------------------------------
101 Po101(SM) Eth NONE Eth10/46(P) Eth10/47(P) Eth10/48(P)
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ランダムロードバランスの設定

ポートチャネル上でのランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
switch# configure terminal

ステップ 2 インターフェイスポートチャネルを設定します。
switch(config)# interface port-channel port-channel-number

ステップ 3 ポートチャネルインターフェイスのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバ

ランス機能を無効にするには、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-if)# egress port-channel load-balance random

これにより、デフォルトのシステムまたはモジュール全体のポートチャネルロードバ

ランス設定がオーバーライドされます。入力トラフィックのランダムロードバランシ

ングを設定するには、レイヤ 3上のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）で egress
port-channel load-balance randomコマンドを設定します。

（注）

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

インターフェイス上でのランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
switch# configure terminal

ステップ 2 ポートチャネルインターフェイスを設定します。
switch(config)# interface interface-name

ステップ 3 インターフェイスのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバランス機能を無

効にするには、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-if)# egress port-channel load-balance random
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入力レイヤ 3インターフェイスまたはポートチャネルインターフェイスは、レイヤ 2
またはレイヤ 3出力インターフェイスとポートチャネルインターフェイス上で、ラン
ダムロードバランスを実行します。

単一の物理インターフェイスでのランダムロードバランスの設定は、トラフィックが

入力レイヤ 3インターフェイスに入って、ポートチャネルインターフェイスから出る
シナリオに有効です。

（注）

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

VLAN のランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
switch# configure terminal

ステップ 2 VLANを設定します。
switch(config)# vlan vlan-id

ステップ 3 VLANコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config-vlan)# vlan configuration vlan-id

ステップ 4 VLANのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバランス機能を無効にするに
は、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-if)# egress port-channel load-balance random

ランダムロードバランスは、VLAN上のすべてのレイヤ 2入力インターフェイスに適
用されます。入力インターフェイスは、すべてのレイヤ 2またはレイヤ 3ポートチャ
ネル出力インターフェイス上でランダムロードバランスを実行します。

（注）

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

SVI のランダムロードバランスの設定

手順

ステップ 1 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
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switch# configure terminal

ステップ 2 スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を設定します。
switch(config)# vlan vlan-range

ステップ 3 VLANコンフィギュレーションモードを開始します。
switch(config)# vlan configuration vlan-range

ステップ 4 入力トラフィック用の SVIのランダムロードバランスを設定します。ランダムロードバランス
機能を無効にするには、次のコマンドの no形式を使用します。
switch(config-vlan-config)# egress port-channel load-balance random

次の作業

•ランダムロードバランス設定の確認

例：ランダムロードバランスの設定

ポートチャネル上でのランダムロードバランスの設定

次の例では、ポートチャネルインターフェイス上でランダムロードバランスを設定する方法を

示します。

configure terminal
interface port-channel 44

egress port-channel load-balance random

インターフェイス上でのランダムロードバランスの設定

次の例では、物理インターフェイス上でランダムロードバランスを設定する方法を示します。

configure terminal
interface Ethernet6/1

egress port-channel load-balance random

VLAN のランダムロードバランスの設定

次の例では、VLAN上でランダムロードバランスを設定する方法を示します。
configure terminal

vlan 100
vlan configuration 100
egress port-channel load-balance random

スイッチ仮想インターフェイスのランダムロードバランスの設定

次の例では、入力トラフィック用のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）上でランダムロード
バランスを設定する方法を示します。

configure terminal
vlan 2-10
vlan configuration 2-10

egress port-channel load-balance random
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ポートチャネル設定の確認
ポートチャネル設定情報を表示する場合は、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

ポートチャネルインターフェイスのステータ

スを表示します。

show interface port-channelchannel-number

イネーブルにされた機能を表示します。show feature

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco
NX-OS Release 4.2(1)から、3種類のサンプリン
グ間隔をビットレートおよびパケットレートの

統計情報に設定します。

load-interval {intervalseconds {1 | 2 | 3}}

ポートチャネルに追加するためにメンバポー

ト間で同じにするパラメータを表示します。

show port-channel compatibility-parameters

1つ以上のポートチャネルインターフェイスの
集約状態を表示します。

show port-channel database
[interfaceport-channelchannel-number]

ポートチャネルで使用するロードバランシン

グのタイプを表示します。

show port-channel load-balance

ポートチャネルインターフェイスのサマリー

を表示します。

show port-channel summary

ポートチャネルのトラフィック統計情報を表示

します。

show port-channel traffic

使用済みおよび未使用のチャネル番号の範囲を

表示します。

show port-channel usage

LACPに関する情報を表示します。show lacp {counters [interface
port-channelchannel-number] | [interfacetype/slot]
| neighbor [interface port-channelchannel-number]
| port-channel [interface
port-channelchannel-number] | system-identifier]]}

ポートチャネルの実行コンフィギュレーション

に関する情報を表示します。

show running-config interface
port-channelchannel-number
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目的コマンド

ハードウェアポリシーと矛盾するインターフェ

イスおよび VLANのエラーを表示します。

detailコマンドを使用すると、エラーを受信す
るインターフェイスおよびVLANの詳細を表示
できます。

show interface status error policy [detail]

これらのコマンドの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS InterfacesCommandReference』
を参照してください。

ポートチャネルインターフェイスコンフィギュレーショ

ンのモニタリング
次のコマンドを使用すると、ポートチャネルインターフェイス構成情報を表示することができま

す。

目的コマンド

カウンタをクリアします。clear counters interface
port-channelchannel-number

LACPカウンタをクリアします。clear lacp counters [interface
port-channelchannel-number]

Cisco Nexus 7000シリーズデバイスの Cisco
NX-OS Release 4.2(1)から、3種類のサンプリン
グ間隔をビットレートおよびパケットレートの

統計情報に設定します。

load-interval {intervalseconds {1 | 2 | 3}}

入力および出力オクテットユニキャストパケッ

ト、マルチキャストパケット、ブロードキャス

トパケットを表示します。

show interface counters [modulemodule]

入力パケット、バイト、マルチキャストおよび

出力パケット、バイトを表示します。

show interface counters detailed [all]

エラーパケットの数を表示します。show interface counters errors [modulemodule]

LACPの統計情報を表示します。show lacp counters
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これらのコマンドの詳細については、『CiscoNexus 7000 SeriesNX-OS InterfacesCommandReference』
を参照してください。

ポートチャネルの設定例
次に、LACPポートチャネルを作成し、そのポートチャネルに 2つのレイヤ 2インターフェイス
を追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature lacp
switch(config)# interface port-channel 5
switch(config-if)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5 mode active
switch(config-if)# lacp port priority 40000
switch(config-if)# interface ethernet 1/7
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5 mode

次に、チャネルグループに 2つのレイヤ 3インターフェイスを追加する例を示します。Cisco
NX-OSソフトウェアはポートチャネルを自動的に作成します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# no ip address
switch(config-if)# channel-group 6 mode active
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# no ip address
switch(config-if)# channel-group 6 mode active
switch(config)# interface port-channel 6
switch(config-if)# ip address 192.0.2.1/8

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Interfaces Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html

『Interfaces ConfigurationGuide, Cisco
DCNM for LAN』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
System Management Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_
Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OSHigh
Availability and Redundancy Guide』
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/interfaces/command/reference/if_cmds.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/dcnm/interfaces/configuration/guide/if_dcnm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/high_availability/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_High_Availability_and_Redundancy_Guide.html


マニュアルタイトル関連項目

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_
Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_
Release_6-x.html

『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS
Fabric Extender Software Configuration
Guide for Cisco Nexus 7000 Series
Switches, Release 6.x』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/
b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Virtual Device Context Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/
nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html

VLAN、MACアドレステーブル、
プライベートVLAN、およびスパニ
ングツリープロトコル。

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Layer 2 Switching Configuration
Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/
nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Command Reference』

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/
nx-os/fabricpath/configuration/guide/
b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
FabricPath Configuration Guide』

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/
nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Release Notes』

標準

タイトル標準

—IEEE 802.3ad

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS インターフェイスコンフィギュレーションガイド
56

ポートチャネルの設定

標準

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus2000/sw/configuration/guide/rel_6_1/b_Cisco_Nexus_2000_Series_NX-OS_Fabric_Extender_Software_Configuration_Guide_Release_6-x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Virtual-Device-Context-Configuration-Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/layer2/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/fabricpath/command/reference/fp_cmd_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/products-release-notes-list.html


MIB

MIB のリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次のURL
にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/
mibs.shtml

• IEEE8023-LAG-CAPABILITY

• CISCO-LAG-MIB
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