
ポートチャネルと仮想ポートチャネルの

構成

この章は、次の項で構成されています。

•ポートチャネルまたは仮想ポートチャネルの設定（1ページ）
• GUIを使用したポートチャネルまたは仮想ポートチャネルの設定（1ページ）
• NX-OSスタイル CLIを使用したポートチャネルモードの設定（3ページ）
• NX-OSスタイルの CLIを使用したポートチャネルの設定（3ページ）
•ポートチャネルポリシーの設定（5ページ）

ポートチャネルまたは仮想ポートチャネルの設定
Cisco APIC GUI、NX-OSスタイル CLI、または REST APIを使用して、ポートチャネルまたは
仮想ポートチャネルまたはポートチャネルポリシーを設定することができます。

GUIを使用したポートチャネルまたは仮想ポートチャネ
ルの設定

ポートチャネルまたは仮想ポートチャネルを設定するには、Cisco APIC GUIを使用します。

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインします。

ステップ 2 Fabric > External Access Policiesを選択します。

ステップ 3 Interfaceおよび Leaf Interfacesフォルダを展開します。

ステップ 4 Profilesフォルダを右クリックし、Create Leaf Interface Profileを選択します。

ステップ 5 Create Leaf Interface Policyダイアログボックスで、Nameフィールドにポリシーの名前を入力
します。
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ステップ 6 Interface Selectorsエリアで、+をクリックして、アクセスポートセレクタを追加します。

ステップ 7 [Create Access Port Selector]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

a) [Name]フィールドにアクセスポートの名前を入力します。
b) [Interface IDs]フィールドに、ホストが配置されているインターフェイス IDを入力します。
c) [Interface Policy Group]ドロップダウンリストから、[Create PC Interface Policy Group]また
は [Create VPC Interface Policy Group]を選択します。

ステップ 8 Create PC Interface Policy Groupダイアログボックスまたは reate VPC Interface Policy Group
ダイアログボックスで、次の手順を実行します:

a) [Name]フィールドに、ポートチャネルの名前を入力します。
b) Port Channel Policyドロップで、Create Port Channel Policyを選択します。

ステップ 9 [Create Port Channel Policy]ダイアログボックスで、次のアクションを完了します。

a) [Name]フィールドにポリシーの名前を入力します。
b) [Mode]フィールドで、次のオプションのうちセットアップに適したものを 1つ選択しま
す。

• Static Channel - Mode On

• LACP Active

• LACP Passive

• MAC Pinning

• MAC Pinning-Physical-NIC-load

LACPの Passiveモードは、直接接続ホストではサポートされていません。LACP
のPassiveモードを使用するポートは、LACPハンドシェイクを開始しません。常
に、LACP Passiveではなく、 LACP Activeを使用することを推奨します。LACP
Passiveは、Cisco ACI Virtual Edge /TORポリシーグループで、中間のレイヤ 2デ
バイスが存在し、レイヤ 2デバイスポートが LACPの Activeモードを使用して
いる場合にのみ、使用できます。

（注）

MAC Pinning-Physical-NIC-loadモードは、Cisco ACI Virtual Edgeではサポートさ
れていません。

（注）

c) Submitをクリックします。

ステップ 10 Create PC Interface Policy Groupまたは Create VPC Interface Policy Groupダイアログボック
スで、Attached Entity Profileドロップダウンリストからアタッチドエンティティプロファイ
ルを選択するか、作成して、Submitをクリックします。

ステップ 11 [Create Access Port Selector]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 12 Create Leaf Interface Policyダイアログボックスで、Submitをクリックします。
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NX-OSスタイル CLIを使用したポートチャネルモードの
設定

手順

ポートチャネルモードを設定します。

例：

apic1# conf t
apic1(config)# vmware-domain mininet
apic1(config-vmware)# configure-ave
apic1(config-vmware-ave)# channel-mode ?
active Set channeling mode to ACTIVE
mac-pinning Set channeling mode to MAC-PINNING
on Set channeling mode to ON (static)
passive Set channeling mode to PASSIVE
apic1(config-vmware-ave)# channel-mode <mode>

NX-OSスタイルの CLIを使用したポートチャネルの設定

手順

ポートチャネルを作成します。

例：

apic1# config
apic1(config)# template port-channel cli-pc1
apic1(config-if)# channel-mode active
apic1(config-if)# vlan-domain member cli-vdom1

apic1(config-if)# show running-config
# Command: show running-config interface port-channel cli-pc1
# Time: Thu Oct 1 10:38:30 2015
interface port-channel cli-pc1
vlan-domain member cli-vdom1
channel-mode active
exit
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NX-OSスタイル CLIを使用した設定例
NX-OSスタイル CLIを使用した仮想ポートチャネル（VPC）の設定は 2つのタスクで構成さ
れます。最初に VPCドメインの設定し、次にスイッチインターフェイスで VPCを設定しま
す。

NX-OSスタイルの CLIを使用した VPCドメインの設定

手順

VPCドメインを設定します。

例：

apic1# config
apic1(config)# vpc domain explicit 10 leaf 101 102

apic1(config-vpc)# show running-config
# Command: show running-config vpc domain explicit 10 leaf 101 102
# Time: Thu Oct 1 10:39:26 2015
vpc domain explicit 10 leaf 101 102
exit

NX-OSスタイルの CLIを使用した、スイッチインターフェイスでの VPCの構成

手順

スイッチインターフェイスでの VPCの構成

例：

apic1# config
apic1(config)# leaf 101 – 102
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# channel-group cli-pc1 vpc

apic1(config-leaf-if)# show running-config
# Command: show running-config leaf 101 - 102 interface ethernet 1/3
# Time: Thu Oct 1 10:41:15 2015
leaf 101
interface ethernet 1/3
channel-group cli-pc1 vpc
exit

exit
leaf 102
interface ethernet 1/3
channel-group cli-pc1 vpc
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exit
exit

ポートチャネルポリシーの設定
Cisco ACI Virtual Edge上には、複数のタイプのポートチャネルポリシーのいずれかを設定で
きます:

•アクティブモードのリンクアグリゲーション制御ポリシー（LACP）

•パッシブモードのリンクアグリゲーション制御ポリシー（LACP）

•スタティックモード

• MACピニング

ポートチャネルポリシーはCiscoAPICGUIまたはRESTAPIによって設定できます。ただし、
ポートチャネルのモードはNX-OSスタイル CLIを使用して設定できます。

REST APIを使用して LACPポートチャネルポリシーを設定する

手順

ステップ 1 アクセスポートプロファイルが関連付けられるリーフ IDを指定するノードプロファイルを
作成します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="bLeaf">

<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk" from_="17" to_="17">
</infraNodeBlk>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping1"/>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping2"/>

</infraNodeP>

ステップ 2 アクセスバンドルグループに含まれるポートを指定するアクセスポートプロファイルを作成
します。

例：

<infraAccPortP name="shipping1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="19" toPort="20"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>
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ステップ 3 アクセスバンドルグループに含まれる 2番目のポートを指定するアクセスポートプロファイ
ルを作成します。

例：

<infraAccPortP name="shipping2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="21" toPort="22"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag2" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

ステップ 4 ポートチャネルインターフェイスポリシーを示すアクセスバンドルグループを作成します。

例：

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag1" lagT='link'>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag2" lagT='link'>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp2'/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

ステップ 5 ポートチャネルインターフェイスポリシーを作成します。

例：

</infraFuncP>
<lacpLagPol name='accountingLacp1' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='active' />
<lacpLagPol name='accountingLacp2' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='active' />

'active'の代わりに 'passive'にモードを設定できます。

ステップ 6 アタッチ可能なエンティティプロファイルに VMMドメインを関連付けます。

例：

<infraAttEntityP name="default"> <infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>
</infraAttEntityP>

</infraInfra>
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REST APIを使用してMACピニングポートチャネルポリシーを設定す
る

手順

ステップ 1 アクセスポートプロファイルが関連付けられるリーフ IDを指定するノードプロファイルを
作成します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="bLeaf">

<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk" from_="17" to_="17">
</infraNodeBlk>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping1"/>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping2"/>

</infraNodeP>

ステップ 2 アクセスバンドルグループに含まれるポートを指定するアクセスポートプロファイルを作成
します。

例：

<infraAccPortP name="shipping1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="19" toPort="20"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

ステップ 3 アクセスバンドルグループに含まれる 2番目のポートを指定するアクセスポートプロファイ
ルを作成します。

例：

<infraAccPortP name="shipping2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="21" toPort="22"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag2" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

ステップ 4 ポートチャネルインターフェイスポリシーを示すアクセスバンドルグループを作成します。

例：

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag1" lagT='link'>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag2" lagT='link'>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp2'/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>
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</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

ステップ 5 ポートチャネルインターフェイスポリシーを作成します。

例：

<lacpLagPol name='accountingLacp1' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='mac-pin' />
<lacpLagPol name='accountingLacp2' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='mac-pin' />

ステップ 6 アタッチ可能なエンティティプロファイルに VMMドメインを関連付けます。

例：

<infraAttEntityP name="default"> <infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>
</infraAttEntityP>

</infraInfra>

REST APIを使用して静的ポートチャネルポリシーを設定する

手順

ステップ 1 アクセスポートプロファイルが関連付けられるリーフ IDを指定するノードプロファイルを
作成します。

例：

<infraInfra dn="uni/infra">
<infraNodeP name="bLeaf">

<infraLeafS name="leafs" type="range">
<infraNodeBlk name="nblk" from_="17" to_="17">
</infraNodeBlk>

</infraLeafS>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping1"/>
<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-shipping2"/>

</infraNodeP>

ステップ 2 アクセスバンドルグループに含まれるポートを指定するアクセスポートプロファイルを作成
します。

例：

<infraAccPortP name="shipping1">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="19" toPort="20"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag1" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

ステップ 3 アクセスバンドルグループに含まれる 2番目のポートを指定するアクセスポートプロファイ
ルを作成します。
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例：

<infraAccPortP name="shipping2">
<infraHPortS name="pselc" type="range">

<infraPortBlk name="blk" fromCard="1" toCard="1" fromPort="21" toPort="22"/>

<infraRsAccBaseGrp tDn="uni/infra/funcprof/accbundle-accountingLag2" />
</infraHPortS>

</infraAccPortP>

ステップ 4 ポートチャネルインターフェイスポリシーを示すアクセスバンドルグループを作成します。

例：

<infraFuncP>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag1" lagT='link'>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp1'/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

</infraAccBndlGrp>
<infraAccBndlGrp name="accountingLag2" lagT='link'>

<infraRsLacpPol tnLacpLagPolName='accountingLacp2'/>
<infraRsAttEntP tDn="uni/infra/attentp-default"/>

</infraAccBndlGrp>
</infraFuncP>

ステップ 5 ポートチャネルインターフェイスポリシーを作成します。

例：

<lacpLagPol name='accountingLacp1' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='off' />
<lacpLagPol name='accountingLacp2' ctrl='15' descr='accounting' maxLinks='14' minLinks='1'
mode='off' />

ステップ 6 アタッチ可能なエンティティプロファイルに VMMドメインを関連付けます。

例：

<infraAttEntityP name="default"> <infraRsDomP tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininet"/>
</infraAttEntityP>

</infraInfra>
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