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概要

このドキュメントでは、イーサネット ポート間のトラフィックを監視するための Cisco Nexus
7000 シリーズ デバイス上のスイッチド ポート アナライザ（SPAN）の設定と確認の例を示しま
す。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

Nexus 7000 シリーズ スイッチの設定に関する基本知識●

スイッチ型ポートアナライザ （SPAN）の基本的な知識を持って下さい●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Nexus 7000 シリーズ NX-OS デバイスに基づくものです。

この文書に記載されている情報は特定のラボ 環境のデバイスから作成されました。 このドキュメ
ントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 ネ
ットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があり
ます。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

SPAN の概要

イーサネットポートのための SPAN は宛先ポートにトラフィックのコピーを送る送信元ポートの
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ためのすべてのトラフィックをモニタします。 宛先ポートと接続されるネットワーク アナライザ
はトラフィックを分析します送信元ポートを通して通過させる。

送信元ポートはシングル ポートまたはまた監視されるポートと呼ばれる VLAN のどちらである場
合もあります。 （入力）、送信されて（出力）、または双方向受け取られる送信元ポートのため
のすべてのパケットを監視できます（両方）。 パケットの複製は analyzation のための宛先ポー
トに送信 されます。

VLANベース SPAN （VSPAN）に関しては、VLAN のすべてのポートは送信元ポートです。 従っ
て VLAN のトラフィックはモニタされます。 スイッチのトランク ポートの VLAN によって
SPAN トラフィック モニタを制限するために基づくフィルタを適用できます。

宛先ポートは、SwitchProbe デバイスや他のリモート モニタリング（RMON）プローブなどのデ
バイス、またはセキュリティ デバイスに接続したポートで、1 つまたは複数のソース ポートから
コピーしたパケットを受信して分析することができます。

スイッチは複数の SPANセッション（48 までセッション）をサポートしますが、2 セッションだ
け同時に実行することができ、他はシャットダウンされます。 スイッチのポートは送信元ポート
か宛先ポートで設定されます。

注スパンは同じ複製 エンジンを使用するかもしれ、マルチキャストするモジュールであります各
する複製 エンジンがことができる複製の量への物理的 な制限が。 Nexus 7000 モジュールは各モ
ジュールのための複数の複製エンジンを備え、通常の状況で、マルチキャストは SPANセッショ
ンによって変化しないです。 しかしモジュールに受信多数の高い率マルチキャスト ストリームが
あればおよび使用を同じ複製 エンジン監視するポートにですマルチキャスト複製を影響を与える
ことは可能性のある。

設定

このセクションでは Nexus 7000 シリーズの単一 SPANセッションを、設定するための情報が切
り替えます表示されます。 この例では、スイッチ インターフェイス イーサネット 3/11 は送信元
ポートで設定され、インターフェイス イーサネット 3/48 は宛先ポートで設定されました。

この設定例では、宛先ポートおよびステップ 2 を SPANセッションを設定する方法を設定する方
法を示すステップ 1 は示します。

注このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録
ユーザ専用）を使用してください。

設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

ステップ 1●

ステップ 2●

ステップ 1

宛先ポート 設定 switch7000-1#configure
terminalswitch7000-1(config)#interface ethernet 3/48!---

Configures the switchport parameters for a

port.switch7000-1(config-if)#switchport!--- Configures
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the switchport interface as a SPAN

destination.switch7000-1(config-if)#switchport

monitorswitch7000-1(config-if)#no shutswitch7000-

1(config-if)#exit

ステップ 2
SPANセッション 設定 switch7000-1(config)#monitor
session 1!---Configure the source port with traffic

direction.switch7000-1(config-monitor)#source interface

ethernet 3/11 both!--- Configure the destination

port.switch7000-1(config-monitor)#destination interface

ethernet 3/48!--- To enable the SPAN session, by default

session in shutdown state.switch7000-1(config-

monitor)#no shutswitch7000-1(config-monitor)#exit!--- To

save the configurations in the device.switch7000-

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

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

Output Interpreter Tool（OIT）（登録ユーザ専用）では、特定の show コマンドがサポートされ
ています。 OIT を使用して、show コマンド出力の解析を表示できます。

show monitor コマンドは SPANセッションのステータスを提供します。

switch7000-1#show monitorSession  State        Reason                  Description-------  -----

------  ------------------------------------------------------1        up           The session

is up

show monitor セッションはすべてのコマンド現在の SPAN設定の概略を表示します。

switch7000-1#show monitor session all      session 1---------------type              :

localstate             : upsource intf       :    rx            : Eth3/11    tx            :

Eth3/11    both          : Eth3/11source VLANs      :    rx            :    tx            :

both          :filter VLANs      : filter not specifieddestination ports : Eth3/48

これらのコマンドから Nexus 7000 シリーズ スイッチの SPAN設定を確認できます。

関連情報

スイッチ型ポートアナライザ （SPAN） サポートページ●

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのサポート ページ●

スイッチ製品に関するサポート ページ●

LAN スイッチングに関するサポート ページ●

テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems●
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http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/system_management/command/reference/sm_cmd_show.html#wp1255941
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/system_management/command/reference/sm_cmd_show.html#wp1255143
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk816/tk834/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&amp;level0=268438038&amp;referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&amp;level0=268435696&amp;referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

