
ポートチャネルと仮想ポートチャネルの

構成

この章の内容は、次のとおりです。

•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）
• Enhanced LACPポリシーのサポート（9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] > [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。
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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。

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。

LACPポリシーを VMMドメインの vSwitchポリシーとして適用した場合、LACPポリシーは
VMware vSphere分散スイッチ（VDS）アップリンクにのみ適用されます。ただし、Cisco ACI
Virtual Edgeポートチャネルには適用されません。これは想定されている動作です。Cisco ACI
Virtual Edgeでは、自身のアップリンクで LACPがサポートされていません。これは、VDSの
仮想イーサネット（vEth）インターフェイスでサポートされていないためです。そのため、
VMMポートチャネルポリシーは VDSアップリンクに対してのみ適用されます。

（注）

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>
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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"/>

</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>

Enhanced LACPポリシーのサポート
Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）リリース 4.0(1)以降では、さまざまな
分散型仮想スイッチ（DVS）アップリンクポートグループごとに異なるLinkAggregationControl
Protocol（LACP）ポリシーを適用して、アップリンクのロードバランシングを向上させること
ができます。

Cisco APICでは VMwareの Enhanced LACPがサポートされるようになりました。この機能は
DVS5.5以降で使用できます。以前は、同じLACPポリシーをすべてのDVSアップリンクポー
トグループに適用していました。Cisco APICリリース 4.0(1)では、Cisco APICを使用して
VMwareのリンク集約グループ（LAG）を管理することができませんでした。
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VMware vCenter仮想マシンマネージャ（VMM）ドメインをCiscoApplicationCentric Infrastructure
Virtual EdgeまたはVMware VDS用に作成する場合、最大 20個のさまざまなロードバランシン
グアルゴリズムから選択することができます。アップリンクポートグループごとに異なるポ

リシーを適用します。

8つの DVSアップリンクポートグループがあり、少なくとも 2つのアップリンクを同じポリ
シーで設定する必要があります。したがって、DVSごとに最大 4つの異なる LACPポリシー
を設定できます。Enhanced LACPでは、アクティブおよびパッシブの LACPモードのみがサ
ポートされます。

Cisco ACI Virtual Edge VXLANモードでは、UDPポートを持つロードバランシングアルゴリズ
ムの使用が必須になります。アルゴリズム「Source and Destination TCP/UDP Port」の使用を
お勧めします。VLXANモードでは、トラフィックは常にVTEP間でFTEPIPに送信されます。
そのため、通信は常に 1ペアの IPアドレス間で行われます。したがって、VXLANトラフィッ
クでは、UDPポート番号を使用することがトラフィックを区別する唯一の方法になります。

（注）

以降のセクションでは、Cisco APIC GUI、NX-OSスタイル CLI、または REST APIを使用して
複数の LACPポリシーを DVSアップリンク用に設定する手順について説明します。

Enhanced LACPの制限事項
Enhanced Link Aggregation Control Protocol（LACP）ポリシーを使用する際は、次の制限事項に
留意してください。

• Enhanced LACPへのアップグレード後に以前のバージョンのLACPに戻すことはできませ
ん。

• Enhanced LACPの設定を削除せずに、4.0（1）よりも前のバージョンの Cisco Application
Policy Infrastructure Controller（APIC）にダウングレードすることはできません。このガイ
ドの手順ダウングレード前の Enhanced LACP設定の削除（17ページ）を参照してくださ
い。

• Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edgeの VXLANモードのトラフィックでは、
常に送信元 IPアドレスが TEP IPアドレスとして使用されます。適切なロードバランシン
グを確保するため、アルゴリズム「Source and Destination TCP/UDP Port」の使用をお勧
めします。

Cisco APIC GUIを使用した DVSアップリンクポート用 LAGの作成
分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループをリンク集約グループ（LAG）
に配置し、特定のロードバランシングアルゴリズムに関連付けることによって、ポートグルー

プのロードバランシングを向上させます。CiscoApplicationPolicy InfrastructureController（APIC）
GUIを使用してこのタスクを実行することができます。
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始める前に

• VMware VDSまたは Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edge用にVMware vCenter
仮想マシンマネージャ（VMM）ドメインを作成する必要があります。

• VSwitchポリシーコンテナが存在しない場合は、1つ作成します。

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインします。

ステップ 2 [Virtual Networking] > [Inventory] > [VMM Domains] > [VMware] > [domain]に移動します。

ステップ 3 作業ペインで、[Policy] > [VSwitch Policy]を選択します。

ステップ 4 [Properties]領域でまだポリシーを選択していない場合は、選択します。

ステップ 5 [EnhancedLAGPolicy]領域で、[+]（プラス記号）アイコンをクリックし、次の手順を実行しま
す。

a) [Name]フィールドに、LAGの名前を入力します。
b) [Mode]ドロップダウンリストで、[LACP Active]または [LACP Passive]を選択します。
c) [LoadBalancingMode]ドロップダウンリストで、ロードバランシング方式を選択します。
d) [Number of Links]セレクターで、LAGに含める DVSアップリンクポートグループの数を
選択します。

2～ 8個のアップリンクポートグループを LAGに配置できます。

e) Updateをクリックし、Submitをクリックします。

ステップ 6 ステップ 5を繰り返して、DVS用の他の LAGを作成します。

次のタスク

VMwareVDSを使用している場合は、Enhanced LACPポリシーを設定しているドメインにエン
ドポイントグループ（EPG）を関連付けます。CiscoApplicationCentric InfrastructureVirtual Edge
を使用している場合は、内部的に作成した内部および外部ポートグループを Enhanced LACP
ポリシーに関連付けてから、EPGをポリシーとともにドメインに関連付けます。

NX-OSスタイル CLIを使用した DVSアップリンクポート用 LAGの作成
分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループをリンク集約グループ（LAG）
に配置し、特定のロードバランシングアルゴリズムに関連付けることによって、ポートグルー

プのロードバランシングを向上させます。NX-OSスタイル CLIを使用してこのタスクを実行
することができます。

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成
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始める前に

VMware VDSまたは Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edge用に VMware vCenter仮
想マシンマネージャ（VMM）ドメインを作成する必要があります。

手順

Enhanced LACPポリシーを作成または削除します。

例：

apic1(config-vmware)# enhancedlacp LAG name
apic1(config-vmware-enhancedlacp)# lbmode loadbalancing mode
apic1(config-vmware-enhancedlacp)# mode mode
apic1(config-vmware-enhancedlacp)# numlinks max number of uplinks
apic1(config-vmware)# no enhancedlacp LAG name to delete

次のタスク

VMwareVDSを使用している場合は、Enhanced LACPポリシーを設定しているドメインにエン
ドポイントグループ（EPG）を関連付けます。CiscoApplicationCentric InfrastructureVirtual Edge
を使用している場合は、内部的に作成した内部および外部ポートグループを Enhanced LACP
ポリシーに関連付けてから、EPGをポリシーとともにドメインに関連付けます。

REST APIを使用した DVSアップリンクポート用 LAGの作成
分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループをリンク集約グループ（LAG）
に配置し、特定のロードバランシングアルゴリズムに関連付けることによって、ポートグルー

プのロードバランシングを向上させます。REST APIを使用してこのタスクを実行することが
できます。

始める前に

VMware VDSまたは Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edge用に VMware vCenter仮
想マシンマネージャ（VMM）ドメインを作成する必要があります。

手順

ステップ 1 LAGを作成し、ロードバランシングアルゴリズムに関連付けます。

例：

<polUni>
<vmmProvP vendor="VMware">

<vmmDomP name="mininetlacpavs">
<vmmVSwitchPolicyCont>

<lacpEnhancedLagPol name="lag2" mode="passive" lbmode="vlan" numLinks="4">
</lacpEnhancedLagPol>

</vmmVSwitchPolicyCont>

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成
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</vmmDomP>
</vmmProvP>
</polUni>

ステップ 2 手順を繰り返して、DVS用の他の LAGを作成します。

次のタスク

VMwareVDSを使用している場合は、Enhanced LACPポリシーを設定しているドメインにエン
ドポイントグループ（EPG）を関連付けます。CiscoApplicationCentric InfrastructureVirtual Edge
を使用している場合は、内部的に作成した内部および外部ポートグループを Enhanced LACP
ポリシーに関連付けてから、EPGをポリシーとともにドメインに関連付けます。

Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインへの内部ポー
トグループの関連付け（Cisco APIC GUIを使用する方法）

Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edgeで内部的に作成した内部および外部ポートグ
ループを、Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインに関連付けます。Cisco
Application Policy Infrastructure Controller（APIC）GUIを使用してこのタスクを実行することが
できます。

始める前に

分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループ用にリンク集約グループ（LAG）
を作成し、ロードバランシングアルゴリズムを LAGに関連付けておく必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインします。

ステップ 2 [Virtual Networking] > [Inventory] > [VMM Domains] > [VMware] > [domain]に移動します。

ステップ 3 作業ペインで、[Policy] > [General]を選択します。

ステップ 4 [Enhanced LAG Policy]ドロップダウンリストで、ポリシーを選択します。

ステップ 5 [Submit]をクリックします。

次のタスク

Enhanced LACPポリシーが含まれている VMware vCenterドメインに、エンドポイントグルー
プ（EPG）を関連付けます。

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成
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Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインへの内部ポー
トグループの関連付け（NX-OSスタイル CLIを使用する方法）

Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edgeで内部的に作成した内部および外部ポートグ
ループを、Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインに関連付けます。NX-OS
スタイル CLIを使用してこのタスクを実行することができます。

始める前に

分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループ用にリンク集約グループ（LAG）
を作成し、ロードバランシングアルゴリズムを LAGに関連付けておく必要があります。

手順

Enhanced LACPポリシーを持つVMMドメインに、内部エンドポイントグループ（EPG）を関
連付けます（または関連付けを解除します）。

例：

apic1(config-vmware)# lag-policy name of the policy to associate
apic1(config-vmware)# no lag-policy name of the policy to deassociate

次のタスク

Enhanced LACPポリシーが含まれている VMware vCenterドメインに、EPGを関連付けます。

Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインへの内部ポー
トグループの関連付け（REST APIを使用する方法）

Cisco Application Centric Infrastructure Virtual Edgeで内部的に作成した内部および外部ポートグ
ループを、Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインに関連付けます。REST
APIを使用してこのタスクを実行することができます。

始める前に

分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループ用にリンク集約グループ（LAG）
を作成し、ロードバランシングアルゴリズムを LAGに関連付けておく必要があります。

手順

例：

<vmmProvP vendor="VMware">
<vmmDomP name="mininetlacpavs" enfPref="sw" mcastAddr="225.1.1.1" prefEncapMode="vlan"

enableAVE="true">

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成
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<vmmRsPrefEnhancedLagPol
tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininetlacpavs/vswitchpolcont/enlacplagp-lag2"/>

</vmmDomP>
</vmmProvP>

次のタスク

Enhanced LACPポリシーが含まれている VMware vCenterドメインに、エンドポイントグルー
プ（EPG）を関連付けます。

EnhancedLACPポリシーを持つVMwarevCenterドメインへのアプリケー
ション EPGの関連付け（Cisco APIC GUIを使用する方法）

LAGとロードバランシングアルゴリズムを持つVMware vCenterドメインに、アプリケーショ
ンエンドポイントグループ（EPG）を関連付けます。Cisco Application Policy Infrastructure
Controller（APIC）GUIを使用してこのタスクを実行することができます。

始める前に

分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループ用にリンク集約グループ（LAG）
を作成し、ロードバランシングアルゴリズムを LAGに関連付けておく必要があります。

この手順では、まだアプリケーション EPGを VMware vCenterドメインに関連付けていないと
仮定します。すでに関連付けを済ませている場合は、ドメインの関連付けを編集します。

（注）

手順

ステップ 1 Cisco APICにログインします。
ステップ 2 [Tenants] > [tenant] > [Application Profiles] > [application_profile] > [Application EPGs] > [EPG] >

[Domains(VMs and Bare-Metals)]に移動します。

ステップ 3 [ドメイン (VMおよびベアメタル）]を右クリックし [VMMドメインの関連付けの追加]をク
リックします。

ステップ 4 [Add VMM Domain Association]ダイアログボックスで、次の手順を完了します。

a) [VMM Domain Profile]ドロップダウンリストで、EPGを関連付けるドメインを選択しま
す。

b) [Enhanced Lag Policy]で、EPGに適用するドメイン用に設定したポリシーを選択します。
c) ドメインの関連付けについて残りの適切な値を追加し、[Submit]をクリックします。

ステップ 5 必要に応じて、テナント内の他のアプリケーション EPGについてステップ 2～ 4を繰り返し
ます。

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成

15

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成

Enhanced LACPポリシーを持つ VMware vCenterドメインへのアプリケーション EPGの関連付け（Cisco APIC GUIを使用する方法）



EnhancedLACPポリシーを持つVMwarevCenterドメインへのアプリケー
ション EPGの関連付け（NX-OSスタイル CLIを使用する方法）

LAGとロードバランシングアルゴリズムを持つVMware vCenterドメインに、アプリケーショ
ンエンドポイントグループ（EPG）を関連付けます。NX-OSスタイル CLIを使用してこのタ
スクを実行することができます。アプリケーション EPGとドメインとの関連付けを解除する
こともできます。

始める前に

分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループ用にリンク集約グループ（LAG）
を作成し、ロードバランシングアルゴリズムを LAGに関連付けておく必要があります。

手順

ステップ 1 アプリケーション EPGをドメインに関連付けるか、または関連付けを解除します。

例：

apic1(config-tenant-app-epg-domain)# lag-policy name of the LAG policy to associate
apic1(config-tenant-app-epg-domain)# no lag-policy name of the LAG policy to deassociate

ステップ 2 必要に応じて、テナント内の他のアプリケーションEPGについてステップ1を繰り返します。

EnhancedLACPポリシーを持つVMwarevCenterドメインへのアプリケー
ション EPGの関連付け（REST APIを使用する方法）

LAGとロードバランシングアルゴリズムを持つVMware vCenterドメインに、アプリケーショ
ンエンドポイントグループ（EPG）を関連付けます。REST APIを使用してこのタスクを実行
することができます。アプリケーション EPGとドメインとの関連付けを解除することもでき
ます。

始める前に

分散型仮想スイッチ（DVS）のアップリンクポートグループ用にリンク集約グループ（LAG）
を作成し、ロードバランシングアルゴリズムを LAGに関連付けておく必要があります。

手順

ステップ 1 EPGをVMware vCenterドメインに関連付け、LAGをロードバランシングアルゴリズムに関連
付けます。

例：

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成
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<polUni>
<fvTenant
dn="uni/tn-coke"
name="coke">
<fvCtx name="cokectx"/>
<fvAp
dn="uni/tn-coke/ap-sap"
name="sap">
<fvAEPg
dn="uni/tn-coke/ap-sap/epg-web3"
name="web3" >
<fvRsBd tnFvBDName="cokeBD2" />
<fvRsDomAtt resImedcy="immediate" switchingMode="native"
tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininetlacpavs">
<fvAEPgLagPolAtt >
<fvRsVmmVSwitchEnhancedLagPol

tDn="uni/vmmp-VMware/dom-mininetlacpavs/vswitchpolcont/enlacplagp-lag2"/>
</fvAEPgLagPolAtt>

</fvRsDomAtt>
</fvAEPg>

</fvAp>
</fvTenant>

</polUni>

ステップ 2 必要に応じて、テナント内の他のアプリケーションEPGについてステップ1を繰り返します。

ダウングレード前の Enhanced LACP設定の削除
Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）を 4.0（1）よりも前のリリースにダウ
ングレードする場合、事前にEnhancedLACPの設定を削除する必要があります。設定を削除す
るには、ここで説明している手順を実行します。

手順

ステップ 1 すべての ESXiホスト上のアップリンクを、リンク集約グループ（LAG）から通常のアップリ
ンクに再割り当てします。

ステップ 2 分散型仮想スイッチ（DVS）に関連付けられているすべての EPGから、LAGとの関連付けを
削除します。

この手順の実行中はトラフィックの消失が予想されます。

ステップ 3 ポートチャネル設定を、スタティックチャネルまたはMAC固定に変更します。これで、ポー
トチャネルが起動するとトラフィックが回復します。

ステップ 4 仮想マシンマネージャ（VMM）から LAG関連の設定をすべて削除します。

ステップ 5 VMware vCenterから、LAG関連のすべてのポリシーが削除されたことを確認します。

次のタスク

4.0(1)よりも前のリリースの Cisco APICにダウングレードします。

ポートチャネルと仮想ポートチャネルの構成
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