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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。これらの集約された各物理インターフェイス間でトラフィックの

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。

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。

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、最大 8つの物理リン
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。

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。

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互換性が
あり、同じ速度とデュプレックスモードを使用する必要があります。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。

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、CiscoNexus1000V
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
設定を行い、互換性も設定します。

少なくともメンバポートの 1つがアップしており、そのポートのチャネルが有効であれば、
ポートチャネルはアップしています。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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互換性チェック
ポートチャネルグループにインターフェイスを追加すると、そのインターフェイスのポートチャ

ネルへの参加が許可される前に、次の互換性チェックが行われます。

•ネットワーク層

•（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

•ポートモード

•アクセス VLAN

•トランクネイティブ VLAN

•タグ付きまたは非タグ付き

•許可 VLANリスト

• MTUサイズ

• SPAN：SPANの始点または宛先ポートは不可

Cisco Nexus 1000Vで実行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を使用します。

チャネルモードセットを onに設定したインターフェイスだけをスタティックポートチャネルに
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。互換性のない属

性でメンバポートを設定すると、Cisco Nexus 1000Vはこのポートをポートチャネルで一時停止
します。

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

•ネットワークアクセスコントロール
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•サービスポリシー

• Quality of Service（QoS）

•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、次に示すインターフェイスパラ

メータは影響を受けません。

•説明

• CDP

• 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）

ポートチャネルを使ったロードバランシング
Cisco Nexus 1000Vは、フレームのアドレスを数値にハッシュしてチャネルのリンクを 1つ選択す
ることで、ポートチャネルのすべての動作インターフェイス間のトラフィックを負荷分散しま

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いずれ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。

デフォルトのロードバランシング方式では、送信元MACアドレスを使用します。（注）

次のいずれかの方式を設定して、ポートチャネル全体を負荷分散できます。
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•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アドレスおよび VLAN

•送信元 IPアドレスおよび VLAN

•送信元および宛先 IPアドレスおよび VLAN

•宛先 TCP/UDPポート番号

•送信元 TCP/UDPポート番号

•送信元および宛先 TCP/UDPポート番号

•宛先 IPアドレスおよび TCP/UDPポート番号

•送信元 IPアドレスおよび TCP/UDPポート番号

•送信元および宛先 IPアドレスおよび TCP/UDPポート番号

•宛先 IPアドレス、TCP/UDPポート番号、および VLAN

•送信元 IPアドレス、TCP/UDPポート番号、および VLAN

•送信元および宛先 IPアドレス、TCP/UDPポート番号、および VLAN

•宛先 IPアドレス

•送信元 IPアドレス

•送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレス

• VLANのみ

•送信元仮想ポート ID

送信元MACアドレスロードバランシングを設定する場合は、送信元MACアドレスを使用して
トラフィック負荷を分散します。宛先MACアドレスロードバランシング方式を設定する場合
は、宛先MACアドレスを使用してトラフィック負荷を分散します。

送信元 IPアドレスロードバランシングを設定する場合は、送信元 IPアドレスを使用してトラ
フィック負荷を分散します。宛先 IPアドレスロードバランシング方式を設定する場合は、宛先
IPアドレスを使用してトラフィック負荷を分散します。

ポートチャネルを使用するロードバランシング方式は、マルチキャストトラフィックには適用

されません。設定方式にかかわらず、マルチキャストトラフィックは、次の方式を使用してポー

トチャネルをロードバランシングします。

•レイヤ 4情報を持つマルチキャストトラフィック：送信元 IPアドレス、送信元ポート、宛
先 IPアドレス、および宛先ポート

•レイヤ 4情報を持たないマルチキャストトラフィック：発信元 IPアドレスおよび宛先 IPア
ドレス
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•非 IPマルチキャストトラフィック：発信元MACアドレスおよび宛先MACアドレス

LACP
Link Aggregation Control Protocol（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つのインターフェイスをアクティブにすることができ、最大 8つの
インターフェイスをスタンバイ状態に入れることができます。次の図は、個々のリンクを個別リ

ンクとして機能させるだけでなくLACPポートチャネルおよびチャネルグループに組み込む方法
を示したものです。

（注） •ポートチャネルを削除すると、関連するチャネルグループが自動的に削除されます。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。

• Cisco仮想インターフェイスカードの LACPポートチャネルは 3つ以上の vNICをサポー
トしていません。

図 1：個別リンクをポートチャネルに組み込む

LACP の VEM 管理
LACP処理を仮想スーパーバイザモジュール（VSM）から仮想イーサネットポート（VEM）にオ
フロードして、VEMと VSMの接続が解除されたときに（ヘッドレスモードと呼ばれます）、
VSMが LACPをアップストリームスイッチとネゴシエートできなくなる事態を回避できます。
LACPのVEM管理によって、ヘッドレスVEMのリブート後に、ポートチャネルを再確立できる
ようになります。
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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。

各チャネルの LACPをイネーブルにするには、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。

次の図は、チャネルモードをまとめたものです。

表 1：ポートチャネルの個別リンクのチャネルモード

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。

デフォルトポートチャネルモードは onです。

on

passiveと activeのどちらのモードでも、ポート速度やトランキングステートなどの基準に基づい
てポートチャネルを構成できるかどうかを判定するため、LACPによるポート間のネゴシエーショ
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ンが行われます。passiveモードは、リモートシステム、つまり、パートナーが、LACPをサポー
トしているかどうかが不明な場合に便利です。

次の例のようにモードに互換性がある場合、LACPモードが異なるポート同士で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、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。

• 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
ここでは、LACPパラメータについて説明します。

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。デフォルト値
は 32768で、変更できません。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。

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 Port Priority

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。
デフォルト値は 32768で、変更できません。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
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。
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LACP 管理キー

LACPは、LACPを使用するように設定された VEMの各ポートに、チャネルエントリインデッ
クス（1～8）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

次の表に、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。

表 2：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

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
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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

816チャネルを構成する最大リンク

数

vPC ホストモード
スイッチをクラスタ化されていない複数のアップストリームスイッチに接続するときにポート

チャネルを作成するには、vPC-HMモードを使用します。Cisco Nexus 1000Vでは、ポートチャネ
ルは、それぞれが 1つのアップストリーム物理スイッチへの 1つ以上のアップリンクを表すサブ
グループまたは論理的な小さなポートチャネルに分けられます。

同じ物理スイッチに接続するリンクは、アップストリームスイッチからのCiscoDiscoveryProtocol
（CDP）パケットから収集された情報を使用して、自動的に同じサブグループにバンドルされま
す。また、インターフェイスに特定のサブグループを手動で割り当てることもできます。

vPC-HMを使用した場合、VEM上の各 vEthernetインターフェイスは、ラウンドロビン方式で 2
つのサブグループのうちの 1つにマッピングされます。vEthernetインターフェイスからのすべて
のトラフィックは、割り当てられたサブグループが使用不可でない限り、そのサブグループを使

用します。使用不可の場合、vEthernetインターフェイスは残りのサブグループにフェールオーバー
します。元のサブグループが再び使用可能になると、トラフィックはそのサブグループに戻され

ます。その後、各vEthernetインターフェイスからのトラフィックが、設定されたハッシュアルゴ
リズムに基づいて分散されます。

同じサブグループに複数のアップリンクが接続されている場合は、リンクがまとめてバンドルさ

れたポートチャネル内にアップストリームスイッチを設定する必要があります。また、そのポー

トチャネルも channel-group auto mode onで設定する必要があります（activeおよび passiveモー
ドは LACPを使用します）。

アップストリームスイッチがポートチャネルをサポートしていない場合は、MACピン接続を使
用して、各イーサネットポートメンバを特定のポートチャネルサブグループに割り当てること

ができます。

VEMに接続するアップストリームスイッチポートで vPCが設定されている場合は、Cisco
Nexus 1000Vで vPC-HMを設定しないでください。vPCを設定すると、接続が中断したりディ
セーブルになる可能性があります。

（注）
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次の図に、vPC-HMを使用してメンバポート 1と 2をサブグループ ID 0に、メンバポート 3と
4をサブグループ ID 1に割り当てる方法を示します。

図 2：vPC-HM によるポートチャネルから複数のアップストリームスイッチへの接続

サブグループの作成
アップストリームスイッチ上でCiscoDiscovery Protocol（CDP）がイネーブルになっている場合、
サブグループは、CDPパケットから収集された情報を使用して自動的に作成されます。イネーブ
ルになっていない場合は、手動でサブグループを作成する必要があります。

静的ピン接続
静的ピン接続を使用すると、VEMの背後にある仮想ポートをチャネル内の特定のサブグループに
ピン接続できます。サブグループ間でのラウンドロビン方式のダイナミック割り当てを許可する

代わりに、スタティックvEthernetインターフェイス、コントロールVLAN、またはパケットVLAN
を特定のポートチャネルサブグループに割り当てる（またはピン接続する）ことができます。静

的ピン接続では、トラフィックは、指定したサブグループ内のメンバポートを通してのみ転送さ

れます。

また、インターフェイスコンフィギュレーションモードで vEthernetインターフェイスをサブグ
ループにピン接続することもできます。

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V インターフェイスコンフィギュレーションガイド、リリース
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MAC ピン接続
ポートチャネルをサポートしていない複数のアップストリームスイッチに接続する場合は、MAC
ピン接続が推奨設定です。MACピン接続では、サーバからのアップリンクがスタンドアロンリ
ンクに分割され、MACアドレスがこれらのリンクにラウンドロビン方式でピン接続されます。こ
れにより、仮想マシンのMACアドレスが複数のアップストリームスイッチインターフェイスで
認識されることはありません。そのため、VEMをアップストリームスイッチに接続するための
アップストリーム設定は必要ありません。

MACピン接続では、どのプロトコルにも依存せずにアップストリームスイッチを区別できるた
め、その設定はアップストリームのハードウェアや設計には関係しません。

障害が発生した場合、Cisco Nexus 1000Vはまず、VEMのMACアドレスが別のリンク上で学習さ
れるようになることを示す Gratuitous ARPパケットをアップストリームスイッチに送信します。
また、1秒未満のフェールオーバー時間も可能になります。

次の図は、それぞれMACピン接続を使用して特定のポートチャネルサブグループに割り当てら
れたメンバポートを示します。

図 3：MAC ピン接続によるポートチャネルから複数のアップストリームスイッチへの接続
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相対的な MAC ピン接続
この機能では、ポートチャネルがイーサネットメンバポートのサブグループ IDとしてポート番
号（vmnic番号）を使用している、MACピン接続の既存のアルゴリズムが変更されます。

新しいアルゴリズムでは、ゼロベースの論理的なサブグループ IDがイーサネットメンバポート
に割り当てられます。ポート番号（vmnic番号）が最も小さいメンバポートにサブグループ ID 0
が割り当てられます。

次の図は、それぞれ相対的なMACピン接続を使用して特定のポートチャネルサブグループに割
り当てられたメンバポートを示します。

図 4：相対的な MAC ピン接続を使用した複数のアップストリームスイッチへのポートチャネルの接続

vPC-HM に対するネットワークステートトラッキング
vPC-HMに対するネットワークステートトラッキングは、他の検出方法では失敗したリンク障害
を識別し、vPC-HMチャネルサブグループ間のレイヤ 2接続を確認します。ネットワーク設定に
関する問題の検出を目的にしているわけではありません。

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V インターフェイスコンフィギュレーションガイド、リリース
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ネットワークステートトラッキングでは、パケットをトラッキング VLANにブロードキャスト
するために、各サブグループ内の 1つのアップリンクインターフェイスを選択します。トラッキ
ング VLANは通常、トランクポートのための最も小さい転送 VLANであり、混合アクセスポー
トのためのプライマリVLANです。各サブグループ上のネットワークから戻されたパケットは、
連続して欠落したブロードキャストの数としてトラッキングされます。サブグループの欠落ブロー

ドキャストがしきい値を超えると、そのポートチャネルはスプリットモードにあると見なされま

す。スプリットモードにあるインターフェイスは非アクティブとしてマークされ、トラフィック

はアクティブインターフェイスにピン接続されます。

ポートチャネルがスプリットモードになった時期や回復した時期はシステムメッセージによっ

て示され、インターフェイスがアクティブまたは非アクティブとしてマークされます。

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。

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 Nexus 1000Vは実行時の設
定を適用します。

ポートチャネルの前提条件
ポートチャネリングには次の前提条件があります。

• EXECモードで Cisco Nexus 1000Vにログインします。

•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
の要件の詳細については、互換性チェック, （3ページ）を参照してください。

•物理ポートが 2つの異なるスイッチに接続されている場合でも、仮想の vPC-HMを使用して
ポートチャネルを設定できます。

注意事項と制約事項
ポートチャネリングには次の注意事項と制約事項があります。

•ポートチャネル内のすべてのポートが同一の Cisco Nexus 1000Vモジュール上にある必要が
あります。Cisco Nexus 1000Vモジュールをまたがるポートチャネルは設定できません。

•ポートチャネルが互換性の要件を満たして、かつ次の条件のときだけ、複数のアップスト
リームでポートチャネルを形成することができます。

◦ホストからのアップリンクが同じアップストリームスイッチに接続されている。

   Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V インターフェイスコンフィギュレーションガイド、リリー
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◦ホストからの複数のアップストリームスイッチに接続されているアップリンクがvPC-HM
で設定されている。

•デバイスに複数のポートチャネルを設定できます。

•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。

•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。チャネルグループのメンバであるポートにはポートセキュリティ

設定を適用できません。

•ポートチャネルグループに属するポートを PVLANポートとして設定できます。

•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。

•チャネルメンバポートは送信元または宛先 SPANポートにできません。

•リンクを介して inband/AIPCも伝送される場合に LACPをサポートするには、ESXホストに
接続されるポートで次のコマンドを設定する必要があります。

◦ spanning-tree portfast trunk

◦ spanning-tree bpdufilter enable

制御トラフィック用に独立した専用の NICがある場合、これらの設定は不要
です。

（注）

• LACPチャネルを介して inband/AIPCも伝送される場合、2つのスイッチを接続するリンクが
2つ以上必要です。

• LACPを設定し、アップストリームスイッチが LACPの一時停止機能を使用している場合
は、この機能がディセーブルになっていることを確認してください。詳細については、お使

いのアップストリームスイッチのマニュアルを参照してください。

•ポートチャネルをサポートしていない 1つ以上のアップストリームスイッチに接続する場
合は、MACピン接続が推奨されます。MACピン接続では、アップリンクがサーバからスタ
ンドアロンリンクに分割され、MACアドレスがこれらのリンクにラウンドロビン方式でピ
ン接続されます。欠点は、LACPによって提供されるロードシェアリングパフォーマンスを
利用できない点です。

•ポートプロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは
vEthernet）を変更できません。

•サーバ管理者は、ポートチャネルを使用せずに、1つのVLANに複数のアップリンクを割り
当てることはできません。サーバ管理者は、1つ以上のVLANを共有するポートチャネルま
たはポートプロファイルを使用せずに、同じホスト上の複数のアップリンクをプロファイル

に割り当てることはできません。
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Cisco Nexus 1000V上で vPC-HMを設定したときに、その VEMに接続されて
いるアップストリームスイッチのポート上で vPCも設定されていると、接続
の中断が発生する場合があります。

注意

•セットアップルーチンを使用して、Cisco Nexus 1000Vソフトウェアがすでに設定されてい
る必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 1000V Installation and Upgrade Guide』を
参照してください。

• Cisco Nexus 1000Vは SCVMMに接続する必要があります。

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•ポートチャネルを作成すると、関連するチャネルグループが自動的に作成されます。

•ポートチャネルに Link Aggregation Control Protocol（LACP）のサポートが必要な場合は、設
定前に LACP機能をイネーブルにしておく必要があります。

•ネットワークステートトラッキングは、Flex-10ファブリックからの 1つの物理リンクが
VMkernelには 4つの Flex-10 NIC（物理 NIC）として認識される HP Virtual Connectでのみサ
ポートされます。

デフォルト設定

表 3：ポートチャネルのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

vEthernetポートプロファイルタイプ

すべてのポートがディセーブルポートプロファイルの管理ステート

管理アップポートチャネル

ディセーブルLACP

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

onチャネルモード

イネーブルLACPオフロード

（LACP管理から VEMへのオフロード）
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デフォルトパラメータ

5秒ネットワークステートトラッキング：ブロー

ドキャストインターバル

repinネットワークステートトラッキング：スプリッ

トネットワークモードの動作

5秒ネットワークステートトラッキング：ミス数

の最大しきい値

ディセーブルネットワークステートトラッキング：状態

ポートチャネルの設定

ポートチャネルのポートプロファイルの作成

ポートプロファイルでのポートチャネルの定義、アップストリームネットワークへの接続、

vEthernetインターフェイスとサブグループのピン接続については、『CiscoNexus 1000V forMicrosoft
Hyper-V Network Segmentation Manager Configuration Guide』を参照してください。

チャネルグループのポートプロファイルへの移行

チャネルグループをポートプロファイルに移行できます。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

手順

ステップ 1 ホストをメンテナンスモードにします。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•動的最適化がイネーブルになっている場合は、必ず仮想マシンが他のホストに移行されるま
で待ちます。

•それ以外の場合は、仮想マシンを手動で移行します。

ステップ 3 すべての仮想マシンが正常に移行されたら、Cisco Nexus 1000Vの CLIから、次に示す必要なパラ
メータを使用して、このホスト上のアップリンクポートのためのイーサネットタイプの新しい

ポートプロファイルを作成します。
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次のいずれかが必要です。•

◦ channel-group auto mode active | passive

◦ channel-group auto mode on mac-pinning

•既存のポートチャネルでの CLIによるオーバーライド。

ステップ 4 アップリンクスイッチからポートチャネルの設定を削除します。

新しいポートチャネルには新しいポートチャネル IDが割り当てられていま
す。

（注）

ステップ 5 すべてのポートが古いポートプロファイルから移動されたら、Cisco Nexus 1000V CLIから次のコ
マンドを使用して、メンバが含まれていないポートチャネルを削除します。no interfaceport-channel
id

ステップ 6 ホストのメンテナンスモードを終了します。

ステップ 7 Cisco Nexus 1000Vから次のコマンドを使用して、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することで、リブートや再起動を行っても維持されるように永

続的に保存します。
copy running-config startup-config

ステップ 8 アップストリームスイッチ内にポートチャネルタイプを作成します。ポートチャネルのポート

プロファイルの作成を参照してください。

ポートプロファイル内のポートプロファイルタイプの移行

ポートプロファイル内のポートプロファイルタイプを移行するには、既存のポートチャネルを

削除した後、ポートチャネルを再作成します。これらのステップでは、この章の他の項に記載さ

れている手順を使用します。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

手順

ステップ 1 ホストをメンテナンスモードにします。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•動的最適化がイネーブルになっている場合は、必ず仮想マシンが他のホストに移行されるま
で待ちます。

•それ以外の場合は、仮想マシンを手動で移行します。
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ステップ 3 すべての仮想マシンが正常に移行されたら、Cisco Nexus 1000Vの CLIから、次に示す必要なパラ
メータを使用して、このホスト上のアップリンクポートのためのイーサネットタイプの新しい

ポートプロファイルを作成します。

•次のいずれかが必要です。

◦ channel-group auto mode active | passive

◦ channel-group auto mode on mac-pinning

•既存のポートチャネルでの CLIによるオーバーライド。

ステップ 4 アップストリームスイッチ内の移行するポートチャネルを削除します。ポートプロファイルか

らのポートチャネルグループの削除を参照してください。

ステップ 5 アップストリームスイッチ内のポートチャネルを削除します。

ステップ 6 Cisco Nexus 1000Vイーサネットインターフェイスでサブグループ IDを手動で設定します。参照
先インターフェイスサブグループの手動設定

このステップは、ポートチャネルを手動モードで使用する場合に使用しま

す。

（注）

ステップ 7 Cisco Nexus 1000Vポートプロファイル内のポートチャネルタイプを変更します。参照先チャネ
ルグループのポートプロファイルへの移行

ステップ 8 Cisco Nexus 1000Vポートプロファイル内のポートチャネルタイプを変更します。参照先 1つの
アップストリームスイッチへの接続

ステップ 9 ホストのメンテナンスモードを終了します。

ステップ 10 仮想マシンを移行してこのホストに戻します。

ステップ 11 Cisco Nexus 1000Vから次のコマンドを使用して、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することで、リブートや再起動を行っても維持されるように永

続的に保存します。
copy running-config startup-config

ステップ 12 アップストリームスイッチ内に、必要なポートチャネルタイプを作成します。ポートチャネル

のポートプロファイルの作成を参照してください。

vPC-HM に対するネットワークステートトラッキングの設定
ネットワークステートトラッキングを設定して、vPC-HM用に設定されたポートチャネル上のリ
ンク障害を正確に特定することができます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•イネーブルになっていると、ネットワークステートトラッキングは、vPC-HMポートプロ
ファイルが設定されているすべての VEM上で使用されます。
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•再ピン接続（デフォルト）を指定しているときに、スプリットネットワークが検出された場
合は、イーサネットインターフェイスが非アクティブ化されるとともに、再びアクティブ化

されたイーサネットインターフェイスを含むすべてのインターフェイス間に vEthが再配布
されます。以前のピン接続された状態への復元は保証されません。

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   

vPC-HMポートチャネル内のすべてのインターフェ
イス上のネットワークステートトラッキングをイ

ネーブルにします。

switch(config)# track
network-state enable

ステップ 2   

（任意）

トラッキングブロードキャストが送信される時間間

隔（1～ 10秒）と、トラッキングパケットの間隔

switch(config)# track
network-state interval seconds

ステップ 3   

を指定します。ブロードキャスト間のデフォルトの

間隔は 5秒です。

（任意）

スプリットネットワークが検出された場合に実行さ

れるアクションを指定します。

switch(config)# track
network-state split action
[repin | log-only]

ステップ 4   

• repin：トラフィックを別のアップリンクにピ
ン接続します（デフォルト）

• no repin：vEthを現在の場所に置いておきます

（任意）

スプリットネットワークが宣言されるまでに連続し

て欠落してもかまわないブロードキャストの最大数

switch(config)# track
network-state threshold
miss-count count

ステップ 5   

（3～ 7）を指定します。欠落ブロードキャストの
デフォルトの数は 5です。

（任意）

確認のためにネットワークステートトラッキング

設定を表示します。

switch(config)# show
network-state tracking config

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 7   
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次に、各ブロードキャストの送信間隔が 8秒、スプリットネットワークが検出された場合はトラ
フィックを別のアップリンクに再ピン接続、およびスプリットネットワークが宣言されるまでの

欠落ブロードキャストの最大数が 7という条件でネットワークステートトラッキングを設定する
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# track network-state enable
switch(config)# track network-state interval 8
switch(config)# track network-state split action repin
switch(config)# track network-state threshold miss-count 7
switch(config)# show network-state tracking config
Tracking mode : enabled
Tracking Interval : 8 sec
Miss count threshold : 7 pkts
Split-network action : repin
switch(config)#

インターフェイスでの静的ピン接続の設定

vEthernetインターフェイスに静的ピン接続を設定できます。

また、ポートプロファイルコンフィギュレーションでサブグループを vEthernetインターフェ
イスにピン接続することもできます。vEthernetインターフェイスのサブグループへのピン接続
を参照してください。

（注）

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

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   

指定したインターフェイス（1～ 1048575）の
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 vethernet
interface-number

ステップ 2   

vEthernetインターフェイスを特定のポートチャ
ネルサブグループ（0～ 31）に割り当てます
（ピン接続します）。

switch(config-if)# pinning id
subgroup_id [ backup
subgroup_id1...subgroup_id7 ]

ステップ 3   

backup：オプションで、プライマリサブグルー
プが使用できない場合にピン接続に使用され

る、バックアップサブグループの順序付けられ

たリストを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

指定したインターフェイスのピン接続設定を表

示します。

switch(config-if)# show
running-config interface vethernet
interface-number

ステップ 4   

（任意）

指定された VEMのピニングコンフィギュレー
ションを表示します。

switch(config-if)#module vem
module_number execute vemcmd
show pinning

ステップ 5   

（任意）

VSMで設定されているピン接続のサブグループ
を表示します。

switch(config-if)#module vem
module_number execute vemcmd
show static pinning config

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、サブグループ ID 0を vEthernetインターフェイス 1にピン接続する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# pinning id 0
switch(config-if)# show running-config interface vethernet 1
version 4.0(4)SV1(2)

interface Vethernet3
service-policy type qos input policy1
pinning id 0

switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# module vem 3 execute vemcmd show pinning
LTL IfIndex PC_LTL VSM_SGID VEM_SGID Eff_SGID
48 1b040000 304 0 0 0

switch#

次に、ピン接続のためのバックアップサブグループを設定した後の出力の例を示します。

switch(config-if)# module vem 4 execute vemcmd show static pinning config
LTL IfIndex VSM_SGID Backup_SGID
48 1c0000a0 0, 1,2
50 1c000100 0, 1

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

ポートプロファイルからのポートチャネルグループの削除

ポートプロファイルからポートチャネルグループを削除できます。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。
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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   

アップリンクネットワークの名前を指定しま

す。

switch(config)# uplink-network
name

ステップ 2   

指定したアップリンクポートプロファイルポ

リシーをアップリンクネットワークから削除

switch(config-uplink-net)# no
import port-profilename

ステップ 3   

し、アップリンクデフォルトポリシーに設定

します。

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表示し

ます。

switch(config-uplink-net)# show
uplink-network name

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 5   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、ポートプロファイルからポートチャネルグループを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# uplink-network up-pc
switch(config-uplink-net)# no import port-profile pc
switch(config-uplink-net)# show uplink-network name up-pcuplink-network: up-pc
Publish-name: up-pc
import port-profile: uplink_network_default_policy <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
network-definition:
ndef1
ndef2
port-profile config:
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 400,500
switch(config-uplink-net)#

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。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•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   

指定したポートチャネルインターフェイスのイン

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

ステップ 2   

shutdown：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

switch(config-if)# shutdown |
no shutdown

ステップ 3   

管理ダウン状態になります。デフォルトは no
shutdownです。

インターフェイスをアップに戻します。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 no shutdownです。

（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-channel
channel-number

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 5   

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

ポートチャネルインターフェイスへの説明の追加

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。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。
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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   

指定されたポートチャネルインターフェイスをイン

ターフェイスコンフィギュレーションモードにしま

す。

switch(config)# interface
port-channel channel-number

ステップ 2   

channel numberに指定できる範囲は 1～ 4096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自動的に作成

されます。

説明をポートチャネルインターフェイスに追加しま

す。

switch(config-if)# description
string

ステップ 3   

stringには、英数字で最大 80文字の説明を指定でき
ます。

スペースを含む説明を引用符で囲む必要は

ありません。

（注）

（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-channel
channel-number

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に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

コピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 5   

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

ポートチャネルロードバランシングの設定

ポートチャネルロードバランシングを設定できます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。
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•ポートチャネルロードバランシングは、デバイス全体または 1つのモジュールに対して設
定できます。

•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。

•デフォルトロードバランシング方式は、送信元MACアドレスです。

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

ス方式を設定します。指定可能なアルゴリ

ズムはデバイスによって異なります。

switch(config)# port-channel load-balance
ethernet {dest-ip-port | dest-ip-port-vlan
| destination-ip-vlan | destination-mac |
destination-port | source-dest-ip-port |

ステップ 2   

デフォルトのロードバランシング方式で

は、送信元MACアドレスを使用します。
source-dest-ip-port-vlan |
source-dest-ip-vlan | source-dest-mac |
source-dest-port | source-ip-port |
source-ip-port-vlan | source-ip-vlan |
source-mac | source-port |
source-virtual-port-id | vlan-only}

（任意）

ポートチャネルロードバランシング方式

を表示します。

switch(config)# show interface
port-channel load balance

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コン

フィギュレーションをスタートアップコン

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

ステップ 4   

フィギュレーションにコピーして、変更を

継続的に保存します。

次に、モジュール 5のポートチャネルに対して、送信元 IPロードバランシング方式を設定する
例を示します。

switch# configure terminal
switch# interface port channel 2
switch# port-channel load-balance ethernet source-ip module 5

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。
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はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

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-channel channel-number

ステップ 2   

指定できるチャネル番号は 1～ 4096です。

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

クスモードを設定します。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   

（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-channel channel-number

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

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

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、ポートチャネル 2を 100 Mbpsに設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface port channel 2
switch(config-if)# speed 100

デフォルトのロードバランシング方式の復元

デフォルトのロードバランシング方式を復元できます。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。
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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   

デフォルトのロードバランシング方式（送信

元MACアドレス）に戻します。
switch(config)# no port-channel
load-balance ethernet

ステップ 2   

（任意）

ポートチャネルロードバランシング方式を表

示します。

switch(config)# show interface
port-channel load balance

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

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

ステップ 4   

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

次に、デフォルトのロードバランシング方式に復元する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no port-channel load-balance ethernet
switch(config)# show port-channel load-balance

LACP ポートチャネルの設定
LACPに対する次の要件を設定できます。

•ポートチャネルの LACPサポートをイネーブルにします。

•個々のポートチャネルリンクを設定して、LACPでの動作が許可されるようにします。

• LACPのシステムアップリンクポートプロファイルを設定します。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•デフォルトポートチャネルモードは onです。

• LACPを設定する前に、LACP機能のサポートがイネーブルになっている必要があります。
この手順には、LACP機能をイネーブルにするためのステップが含まれています。

•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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• LACPポートチャネル内の個々のリンクの LACPモードは、そのリンクが LACPでの動作を
許可されていることを示します。

•トランクポートのネイティブ VLANが定義されています。データには使用されない可能性
がありますが、ネイティブVLANはLACPネゴシエーションに使用されます。トラフィック
がトランクポートのネイティブ VLANに転送されるようにしたい場合は、そのネイティブ
VLANが許可 VLANリストおよびシステム VLANリストに含まれている必要があります。

この手順には、VLANをポートチャネルの許可 VLANリストとシステム VLANリストに追
加するためのステップが含まれています。

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   

ポートチャネルのLACPのサポートをイネーブルにします。switch(config)# feature
lacp

ステッ

プ 2   

名前付きポートプロファイルのポートプロファイルコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

switch(config-if)#
port-profile [type
{ethernet | vethernet}]
name

ステッ

プ 3   

• name：ポートプロファイルの名前を指定します。最大
80文字で、Cisco Nexus 1000V上の各ポートプロファイ
ルに対して一意である必要があります。

• type：（任意）ポートプロファイルのタイプをイーサ
ネットまたは vEthernetとして指定します。この設定を
後で変更することはできません。デフォルトはvEthernet
タイプです。

ポートチャネルを設定するには、ポートプロファイルをイー

サネットタイプとして指定します。

ポートプロファイルをイーサネットタイプとして定義する

と、ポートプロファイルを物理（イーサネット）ポートに使

用できるようになります。SCVMMでは、対応するポートグ
ループを選択し、物理ポート（PNIC）に割り当てることがで
きます。

ポートプロファイルを Ethernetタイプとして設定
すると、Microsoft仮想ポートの設定には使用でき
なくなります。

（注）

インターフェイスの使用方法を指定します。指定できるポー

トモードは次のとおりです。

switch(config-port-prof)#
switchport mode {
access | private-vlan {

ステッ

プ 4   

•アクセス
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目的コマンドまたはアク

ション

• private-vlanhost | promiscuous } |
trunk } ◦ホスト

◦無差別

•トランク

トランクポートは、ネイティブVLANに対しては非タグ付き
パケットを伝送し、他のすべてのVLANに対してはカプセル
化されたタグ付きパケットを伝送します。

ポートプロファイルをトランキングとして指定し、そのポー

トプロファイルへの VLANアクセスを次のように定義しま
す。

switch(config-port-prof)#
switchport trunk
allowed vlan vlan-id-list

ステッ

プ 5   

• allowed-vlans：ポート上で許可されるVLAN IDを定義し
ます。

• add：ポート上で許可されるVLAN IDのリストに追加す
る VLAN IDを一覧表示します。

• except：ポート上で許可されないVLANIDを一覧表示し
ます。

• remove：ポートからアクセスを削除する VLAN IDを一
覧表示します。

• all：同時に例外も指定されない限り、すべてのVLANID
がポート上で許可されることを示します。

• none：どの VLAN IDもポート上で許可されないことを
示します。

許可されるVLANを設定しない場合は、デフォルトのVLAN
1が許可される VLANとして使用されます。

トラフィックがトランクポートのネイティブVLANに転送さ
れるようにしたい場合は、そのネイティブVLANが許可VLAN
リストに含まれている必要があります。

（任意）

確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

switch(config-port-prof)#
show port-profile name

ステッ

プ 6   
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目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

リブートおよびリスタート時に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て、変

更を継続的に保存します。

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

ステッ

プ 7   

次に、ポートプロファイルからポートチャネルグループを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile testProf
switch(config-port-prof)# no channel-group auto
switch(config-port-prof)# show port-profile testProf
switch(config-port-prof)#

ポートチャネル設定の確認
次のコマンドを使用すると、ポートチャネルの設定を確認できます。

目的コマンド

LACPなどの使用可能な機能と、それらがイネー
ブルかどうかを表示します。

show feature

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-channel channel-number

LACPポートチャネルに関する情報を表示しま
す。

show lacp port-channel [interface port-channel
channel-number]

特定のLACPインターフェイスに関する情報を
表示します。

show lacp interface ethernet slot/port

LACP管理が VEMにオフロードされているか
どうかを表示します。

• Enabled：LACPはVEMによって管理され
ています。

• Disabled：LACPはVSMによって管理され
ています。

show lacp offload status

確認のためにネットワークステートトラッキ

ング設定を表示します。

show network-state tracking config
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目的コマンド

モジュールまたはインターフェイスのネット

ワークステートトラッキングのステータスを

表示します。

show network-state tracking {module modID |
interface channelID}

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 [interface
port-channel channel-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概要を表

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

指定したイーサネットインターフェイスの実行

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 ethernet port/slot

ポートチャネルの実行コンフィギュレーション

情報を表示します。

show running-config interface port-channel
channel-number

指定した vEthernetインターフェイスの実行コ
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 vethernet
interface-number

ポートチャネルのモニタリング
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の設定をモニタできます。

目的コマンド

カウンタをクリアします。clear counters interface port-channel
channel-number
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目的コマンド

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 [module module]

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 [module module]

LACPの統計情報を表示します。show lacp counters [interface port-channel
channel-number]

ポートチャネルの設定例

設定例：ポートチャネルの作成およびインターフェイスの追加

次に、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)# 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)# interface ethernet 1/7
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# channel-group 5 mode
switch(config-if)#

設定例：LACP ポートチャネルの作成

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内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した後、ポートチャネルの LACP
ポートプロファイルを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature lacp
switch(config)# interface ethernet 1/4
switch(config-if)# channel-group 5 mode active
switch(config-if)# port-profile type ethernet system-uplink
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 1-100
switch(config-port-prof)# channel-group auto mode active
switch(config-port-prof)# system vlan 1,10,20
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show port-channel summary
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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設定例：vPC-HM に対するネットワークステートトラッキングの設定

次に、ブロードキャストの送信間隔が 8秒、スプリットネットワークが宣言されるまでの欠落ブ
ロードキャストの最大数が 7、およびスプリットネットワークが検出された場合はトラフィック
を別のアップリンクに再ピン接続という条件でネットワークステートトラッキングを設定する例

を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# track network-state enable
switch(config)# track network-state interval 8
switch(config)# track network-state split action repin
switch(config)# track network-state threshold miss-count 7
switch(config)# show network-state tracking config
Tracking mode : enabled
Tracking Interval : 8 sec
Miss count threshold : 7 pkts
Split-network action : repin
switch(config)#

ポートチャネルの機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。5.2(1)SM1(5.1)ポートチャネル
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