
スパンの終点で UCS ブレード サーバの仮想マ
シンを設定して下さい 
目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
背景説明
設定
ネットワーク図
IP アドレスのスニファー VM
IP アドレスのないスニファー VM
障害シナリオ
確認
トラブルシューティング
関連情報

概要

この資料は Cisco Unified Computing System （UCS）の外部に完全にあるトラフィックフローを
キャプチャ し、UCS の中のスニファー ツールを実行する Virtual Machine （VM）に指示するた
めにステップを記述したものです。 キャプチャ される UCS の外部にトラフィックの送信元およ
び宛先はあります。 UCS に直接接続されるまたはそれは少数のホップである可能性があります
キャプチャは物理的 な スイッチで始めることができます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCS●

VMware ESX バージョン 4.1 または それ 以降●

カプセル化されたリモートスイッチ ポートアナライザ（ERSPAN）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Catalyst 6503 実行 12.2(18)ZYA3c●

2.2(3e) を実行する Cisco UCS B シリーズ●

VMWare ESXi 5.5 ビルド 1331820●



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

UCS に SPAN トラフィックを接続されたスイッチから受信し、ローカルポートにそれを指示す
るリモート SPAN（RSPAN） 機能がありません。 従って UCS 環境でこれを達成する唯一の方
法は物理的 な スイッチのカプセル化された RSPAN （ERSPAN）機能を使用することおよび IP
を使用して VM へキャプチャされるトラフィックを送信 することによって行います。 ある特定
の実装では、スニファー ツールを実行する VM は IP アドレスがある場合がありません。 スニフ
ァー VM に IP アドレスなしで IP アドレス、またシナリオがあるときこの資料が必要な設定を説
明したものです。 ここの唯一の制限はスニファー VM がそれに送信 される トラフィックからの
GRE/ERSPAN カプセル化を読める必要があることです。

設定

ネットワーク図

このトポロジーはこの資料で考慮されました:



Catalyst 6500 の GigabitEthernet1/1 に接続される PC は監視されています。 GigabitEthernet1/1
のトラフィックはサーバの Cisco UCS の中の実行が GRE を使用して 6500 スイッチの 1.
ERSPAN 機能 トラフィックを、カプセル化するそれをキャプチャ する スニファー VM IP アドレ
スに送信 しますそれをキャプチャ され、送信 され、スニファー VM に。

IP アドレスのスニファー VM

注: このセクションに説明があるステップはスニファーが UCS ブレードのベアメタル サー
バで VM かで動作するかわりに動作するシナリオでも使用することができます。

スニファー VM は IP アドレスがある場合があるときこれらのステップが必要となります:

6500 から到達可能である IP アドレスで UCS 環境の中のスニファー VM を設定して下さい●

VM の中のスニファー ツールを実行して下さい●

6500 の ERSPAN 出典 セッションを設定し、VM の IP アドレスにキャプチャされるトラフ
ィックを直接送信 して下さい

●

6500 スイッチのコンフィギュレーションのステップ:

CAT6K-01(config)#monitor session 1 type erspan-source

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#source interface gi1/1

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#destination

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#ip address 192.0.2.2

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#origin ip address 192.0.2.1

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#erspan-id 1

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#exit

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#no shut

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#end

この例では、スニファー VM の IP アドレスは 192.0.2.2 です

IP アドレスのないスニファー VM

スニファー VM は IP アドレスがある場合がないときこれらのステップが必要となります:

UCS 環境の中のスニファー VM を設定して下さい●

VM の中のスニファー ツールを実行して下さい●

同じホストの IP アドレスがありおよび IP アドレスで 6500 から到達可能であるそれを設定
できる第 2 VM を作成して下さい

●

VMWare vSwitch のポートグループを混合モードにあるために設定して下さい●

6500 の ERSPAN 出典 セッションを設定し、第 2 VM の IP アドレスにキャプチャされるト
ラフィックを送信 して下さい

●

これらのステップが VMWare ESX で必要な設定を示します: 既にポートグループに設定してもら
っている場合ステップ 2 に直接行って下さい。

1. 仮想マシン ポートグループを作成し、それに 2 つの仮想マシンを割り当てて下さい

Networking タブにナビゲート し、vSphere 標準スイッチの下でネットワーキングを『Add』
をクリック して下さい

●



型仮想マシンのポートグループを作成して下さい●

このイメージに示すようにポートグループに物理インターフェイスを（vmnic）割り当てて下
さい。

●



イメージに示すようにポートグループおよび追加の名前を関連した VLAN 設定して下さい。●



設定を確認し、イメージに示すように『Finish』 をクリック して下さい。●



2. ポートグループをイメージに示すように混合モードにあるために設定して下さい。

ポートグループは Networking タブの下で今現われる必要があります●

『Properties』 をクリック して下さい●

ポートグループを選択し、『Edit』 をクリック して下さい●

Security タブに行き、このイメージに示すように受け入れるために設定 する 混合モードを変
更して下さい

●



3. 仮想マシン設定セクションからのポートグループに 2 つの仮想マシンを割り当てて下さい。



4. 2 つの仮想マシンは Networking タブの下でポートグループに今現われる必要があります。

この例では、IP との VM は IP アドレスがあり、スニファーによって VM が IP アドレスなしにス
ニファー ツールの VM である第 2 VM です。

5. これは 6500 スイッチのコンフィギュレーションのステップを説明します:

CAT6K-01(config)#monitor session 1 type erspan-source



CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#source interface gi1/1

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#destination

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#ip address 192.0.2.3

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#origin ip address 192.0.2.1

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#erspan-id 1

CAT6K-01(config-mon-erspan-src-dst)#exit

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#no shut

CAT6K-01(config-mon-erspan-src)#end

この例では、第 2 VM （IP との VM）の IP アドレスは 192.0.2.3 です。

この設定によって、6500 はキャプチャされるパケットをカプセル化し、IP アドレスによって VM
にそれを送信 します。 VMWare vSwitch の混合モードはこれらのパケットを同様に見ることをス
ニファー VM が可能にします。

障害シナリオ

このセクションは物理的 な スイッチのローカルSPAN 機能を ERSPAN 機能の代りに使用すると
きよくみられる障害シナリオを解説しています。 このトポロジーはここに考慮されます:



PC A からの PC B へのトラフィックはローカルSPAN 機能を使用してモニタされます。 SPAN
トラフィックの宛先は UCS ファブリック相互接続（FI）に接続されるポートに指示されます。

スニファー ツールの仮想マシンはサーバ 1.の UCS の中で動作します。

これは 6500 スイッチの設定です:

CAT6K-01(config)#monitor session 1 source interface gigabitEthernet 1/1, gigabitEthernet 1/2

CAT6K-01(config)#monitor session 1 destination interface gigabitEthernet 1/3

ポート Gig1/1 および Gig1/2 のすべてのトラフィック フローはポート Gig1/3 に複製されます。
これらのパケットの送信元および宛先 MACアドレスは UCS FI に不明です。

UCS イーサネット エンドホスト モードでは、FI はこれらの未知のユニキャスト パケットを廃棄



します。

UCS イーサネットのスイッチ モードでは、FI は 6500 に接続されるポートの送信元MACアドレ
スを（Eth1/1）学習し、次にサーバにダウンストリーム パケットをあふれます。 この出来事の順
序は起こります:

知識の容易さに関しては、インターフェイス Gig1/1 および Gig1/2 の PC A （MAC アドレ
ス aaaa.aaaa.aaaa と）および PC B の間でだけ（MAC アドレス bbbb.bbbb.bbbb と）行く
トラフィックを考えて下さい

1.

最初のパケットは PC から A から PC B であり、これは UCS FI Eth1/1 で見られます2.
FI は Eth1/1 の MAC アドレス aaaa.aaaa.aaaa を学習します3.
FI は宛先MAC アドレス bbbb.bbbb.bbbb を認識しないし、同じ VLAN のすべてのポートに
パケットをあふれます

4.

スニファー VM は、同じ VLAN でまた、このパケットを見ます5.
次のパケットは PC B から PC A にあります6.
これが Eth1/1 を見つけるとき、MAC アドレス bbbb.bbbb.bbbb は Eth1/1 で学習されます7.
パケットの宛先は MAC アドレス aaaa.aaaa.aaaa のためです8.
FI は MAC アドレス aaaa.aaaa.aaaa が Eth1/1 で学習され、パケットが Eth1/1 自体で受信
されたと同時にこのパケットを廃棄します

9.

aaaa.aaaa.aaaa MAC アドレス bbbb.bbbb.bbbb に宛てた後続パケットは、同じ理由で廃
棄されます

10.

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

バーチャル スイッチまたはポートグループの混合モードの設定●

Catalyst 6500 の SPAN、RSPAN および ERSPAN●

オープンソースツールとの非カプセル化 ERSPAN トラフィック●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://kb.vmware.com/kb/1004099
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-2SX/configuration/guide/book/span.html
http://brezular.com/2015/05/03/decapsulation-erspan-traffic-with-open-source-tools/
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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