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ネットワークの設定 リモートスイッチ ポート
アナライザ（RSPAN）設定 
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目標
 
この技術情報はスイッチの RSPAN をどのようにで設定できるか手順を提供します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

Sx350 | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
SG350X | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
Sx550X | 2.2.5.68 （遅のダウンロード）
  

概要
 
スイッチポートアナライザ（SPAN）、または時々呼出されたポート ミラーリングまたはポート
監視はネットワーク アナライザによって、分析のためのネットワーク トラフィックを選択します
。 ネットワーク アナライザは、Cisco SwitchProbe デバイスのこともあれば、その他の Remote
Monitoring（RMON; リモート モニタリング）プローブのこともあります。
 
ネットワーク デバイスでポート ミラーリングがデバイスの別のポートのネットワーク モニタリ
ング接続に単一のデバイス ポート、複数のデバイス ポート、または全体の Virtual Local Area
Network （VLAN; バーチャル LAN）で見られるネットワーク パケットのコピーを送るのに使用
されています。 これはネットワーク トラフィックのモニタリングを必要とする intrusion
detection system のようなネットワーク機器のために広く使われています。 モニタリング ポート
に接続されるネットワーク アナライザは診断し、デバッグし、パフォーマンス モニタのためのデ
ータパケットを処理します。
 
リモートスイッチ ポート アナライザ（RSPAN）は SPAN の拡張です。 RSPAN はネットワーク
を渡る複数のスイッチのモニタリングを有効に し、アナライザ ポートがリモートスイッチで定義
されるようにすることによって SPAN を伸ばします。 これはネットワーク キャプチャ デバイス
を中心にすることができることを意味します。
 
RSPAN は RSPAN セッションのために専用である VLAN に RSPAN セッションの送信元ポート
からのトラフィックのミラーリングによってはたらきます。 この VLAN は他のスイッチにそれか
らトランキングされ、複数のスイッチを渡って転送されるように RSPAN セッショントラフィッ

https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
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クがします。 セッションのための宛先ポートが含まれているスイッチで、RSPAN セッション
VLAN からのトラフィックは宛先ポート単に映ります。
 
RSPAN トラフィックフロー
 

各 RSPAN セッションのためのトラフィックはユーザが指定する RSPAN VLAN 引き継がれ
ますすべての参加スイッチのその RSPAN セッションのために専用である。
開始する デバイスのソースインターフェイスからトラフィックはリフレクタ ポートを通した
RSPAN VLAN にコピーされます。
リフレクタ ポートは RSPAN VLAN にコピー パケットそのメカニズムです。 リフレクタ ポ
ートは、提携する RSPAN ソース セッションからのトラフィックだけを転送します。
RSPAN ソース セッションがディセーブルになるまで、リフレクタ ポートとして設定されて
いるポートに接続されているどのデバイスでも接続が失われます。
RSPAN トラフィックは最終的なスイッチの宛先 セッションへの中間デバイスのトランク ポ
ートにそれから転送されます。
宛先スイッチは RSPAN VLAN を監察し、宛先ポートにそれをコピーします。
 

RSPAN ポート メンバシップ ルール
 

すべてのスイッチ— RSPAN VLAN のメンバシップはタグ付けするただことができます。
開始スイッチ
 

–スパンの始点インターフェイスは RSPAN VLAN のメンバーである場合もありません。
 
–リフレクタ ポートはこの VLAN のメンバーである場合もありません。
 
–リモート VLAN にメンバーシップがないことを推奨します。
 

中間スイッチ
 

–映されたトラフィックを通過させるために使用されないすべてのポートから RSPAN メンバシッ
プを取除くことを推奨します。
 
–通常、RSPAN リモート VLAN は 2 つのポートが含まれています。
 

最終的なスイッチ
 

、送信元ポートは–映されたトラフィックのため… RSPAN VLAN のメンバーである必要がありま
す。
 
–宛先インターフェイスを含む他のすべてのポートから RSPAN メンバシップを、取除くことを推
奨します。
  
ネットワークの設定 RSPAN
 
スイッチの設定 RSPAN VLAN
 
RSPAN VLAN は RSPANソースと宛先 セッション間の SPAN トラフィックを運びます。 それに
これらの特別な特性があります:
 

RSPAN VLAN のすべてのトラフィックは常にあふれます。
Media Access Control（MAC） アドレス 学習は RSPAN VLAN に発生しません。
RSPAN VLAN トラフィック トランク ポートのフローだけ。
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STP は RSPAN VLAN トランクでないスパンの終点ポートで動作できます。
RSPAN VLAN は VLANのコンフィギュレーションモードの開始するおよび最終的なスイッチ
両方でリモートSPAN VLANのコンフィギュレーションモード コマンドの使用によって設定
するまたは後で指示に従って下さい:
 

ステップ 1.開始するスイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示モード ドロップ
ダウン リストで『Advanced』 を選択 し。
 

 
ステップ 2. VLAN管理 > VLANの設定を選択して下さい。
 

 
ステップ 3. 『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 4. VLAN ID フィールドで VLAN ID を入力して下さい。
 

 
注: この例では、VLAN 20 は VLAN ID として使用されます。
 



ステップ 5. （オプションの）は VLAN Name フィールドで VLAN 名前を入力します。
 

 
注: この例では、RSPAN VLAN は VLAN 名前として使用されます。
 
ステップ 6. （オプションの）チェック VLAN を有効に する VLANインターフェイス State check
チェック ボックス。 VLAN がシャットダウンされる場合、VLAN は上位レベルからまたはにメッ
セージを送信しませんし、受け取りません。 たとえば、IP インターフェイスが設定される VLAN
をシャットダウンすれば、VLAN にブリッジングは続きます、スイッチは VLAN の IP トラフィッ
クを送受信できません。 この機能はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 7. （オプションの）チェックは簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）のリンク ス
テータス生成を有効に する リンク ステータス SNMPトラップ チェックボックス トラップします
。 この機能はデフォルトで有効に なります。
 
ステップ 8.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
注： 詳細をスイッチの VLAN の管理について学ぶために、ここをクリックして下さい。
 
ステップ 9. （オプションの）は実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするため
に『SAVE』 をクリック します。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html


 
ステップ 10.統計情報 > SPAN 及び RSPAN > RSPAN VLAN 『Status』 を選択 すれば。
 

 
ステップ 11. RSPAN VLAN ドロップダウン リストから VLAN ID を選択して下さい。 この VLAN
は RSPAN に専ら使用する必要があります。
 



 
注: この例では、VLAN 20 は選択されます。
 
ステップ 12： [Apply] をクリックします。
 

 
ステップ 13： （オプションの）実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするため
に『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 14： 最終的なスイッチでは、ステップ 1 に RSPAN VLAN を設定する 13 を繰り返して
下さい。
 
今開始するおよび最終的なスイッチ両方の RSPAN セッションに専用されている VLAN を設定す
る必要があります。
 



開始するスイッチの設定 セッション 出典
 
ステップ 1.統計情報 > SPAN 及び RSPAN > セッション 出典 『Status』 を選択 すれば。
 

 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.セッションID ドロップダウン リストからセッション番号を選択して下さい。 セッシ
ョンID は RSPAN セッションごとに一貫する必要があります。
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注: この例では、セッション 1 は選択されます。
 
ステップ 4.望ましいソースインターフェイス タイプのための Radio ボタンをクリックし、ドロッ
プダウン リストかリストからインターフェイスを選択して下さい。
 
重要： ソースインターフェイスは宛先ポートと同じである場合もありません。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

ユニット port —ポート ドロップダウン リストからの送信元ポートとして設定 するべきポー
ト ユニット ドロップダウン リストから望ましいオプションを選択し、選択し。
VLAN： VLAN ドロップダウン リストから監視するために望ましい VLAN を選択できます。
VLAN はそれらが同じ物理的 な ネットワークにある場所に関係なくように通信するためにホ
ストのグループを助けます。 このオプションが選択される場合、編集できませんでした。
リモートは vlan —これ定義された RSPAN VLAN を表示します。 このオプションが選択され
る場合、編集できませんでした。
 

注: この例では、ユニット 1 のポート GE2 は選択されます。 これは監視されるリモートインター
フェイスです。
 
ユニットおよびポートがステップ 4 でクリックされる場合ステップ 5. （オプションの）は監察す
るために、トラフィックの種類のための望ましいモニタ Typeオプション・ボタンをクリックしま
す。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

Rx および Tx —このオプションは着信および発信パケットのポート ミラーリングを可能にし
ます。 このオプションはデフォルトで選択されます。
Rx —このオプションは着信パケットのポート ミラーリングを可能にします。
Tx —このオプションは発信パケットのポート ミラーリングを可能にします。
 

注: この例では、Rx は選択されます。
 
ステップ 6.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 7. （オプションの）は実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするため
に『SAVE』 をクリック します。
 

 
今開始するスイッチのセッション 出典を設定する必要があります。
  
開始するスイッチの設定 セッション 宛先
 
ステップ 1.統計情報 > SPAN 及び RSPAN > セッション 宛先 『Status』 を選択 すれば。
 



 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.セッションID ドロップダウン リストからセッション番号を選択して下さい。 それは
設定されたセッション 出典からの選択された ID と同じである必要があります。
 

 
注: この例では、セッション 1 は選択されます。



ステップ 4.宛先組版面からのリモート VLAN Radio ボタンをクリックして下さい。 ネットワーク
アナライザは、実行しているコンピューター Wireshark のようなこのポートに、接続されます。
 
重要： 宛先インターフェイスは送信元ポートと同じである場合もありません。
 

 
注: リモート VLAN が選択される場合、ネットワーク トラフィックは自動的に有効に なります。
 
ステップ 5 リフレクタ港湾地域で、ユニット ドロップダウン リストから望ましいオプションを
選択して下さい。 選択して下さいポート ドロップダウン リストからの送信元ポートとして設定
するべきポート。
 

 
注: この例では、ユニット 1 のポート GE20 は選択されます。
 
ステップ 6.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7. （オプションの）は実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするため
に『SAVE』 をクリック します。
 



 
今開始するスイッチのセッション 宛先を設定する必要があります。
  
中間スイッチ
 
また RSPANソースおよび宛先 セッションを分ける中間スイッチがある場合もあります。 これら
のスイッチは RSPAN を実行することができる必要はありません RSPAN VLAN の必要条件に応
答する必要があります。
 
VLAN Trunking Protocol （VTP）、VLAN ID および関連する RSPAN 特性に目に見える VLAN 1
に 1005 に関しては VTP によって伝搬させます。 拡張 VLAN 範囲（1006 に 4094）の RSPAN
VLAN ID を割り当てれば、すべての中間スイッチを手動で設定して下さい。
 
学ぶために中間スイッチのトランク ポートとしてインターフェイス VLAN を割り当てる方法を手
順のためにここをクリックして下さい。
 
ネットワーク全体に渡た RSPAN セッションを定義する各 RSPAN VLAN のネットワークの多重
RSPAN VLAN を持っていることは同時に正常です。 すなわち、ネットワークの複数の
RSPANソース セッションはどこでも RSPAN セッションにパケットを貢献できます。 同じ
RSPAN VLAN を監察するおよびユーザにトラフィックを示すネットワーク全体の多重 RSPAN宛
先 セッションを持っていることもまた可能性のあるです。 RSPAN VLAN ID はセッションを分け
ます。
  
最終的なスイッチの設定 セッション 出典
 
ステップ 1.統計情報 > SPAN 及び RSPAN > セッション 出典 『Status』 を選択 すれば。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html


 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はセッションID ドロップダウン リストからセッション番号を選択
します。 セッションID はセッションごとに一貫する必要があります。
 



 
注: この例では、セッション 1 は選択されます。
 
ステップ 4.ソースインターフェイス領域からのリモート VLAN Radio ボタンをクリックして下さ
い。
 

 
注: リモート VLAN のモニタ型は自動的に設定されます。
 
ステップ 5.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 6. （オプションの）は実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするため
に『SAVE』 をクリック します。
 

 
今最終的なスイッチのセッション 出典を設定する必要があります。
 



最終的なスイッチの設定 セッション 宛先
 
ステップ 1.統計情報 > SPAN 及び RSPAN > セッション 宛先 『Status』 を選択 すれば。
 

 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.セッションID ドロップダウン リストからセッション番号を選択して下さい。 それは
設定されたセッション 出典からの選択された ID と同じである必要があります。
 



 
注: この例では、セッション 1 は選択されます。
 
ステップ 4.宛先組版面からのローカル インターフェイス Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 5 港湾地域で、ユニット ドロップダウン リストから望ましいオプションを選択して下
さい。 選択して下さいポート ドロップダウン リストからの送信元ポートとして設定 するべきポ
ート。
 

 
注: この例では、ユニット 1 のポート GE20 は選択されます。
 
ステップ 6. （オプションの）チェック ネットワーク トラフィックを有効に する有効ネットワー
ク トラフィック チェックボックス。
 

 
ステップ 7.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 8. （オプションの）は実行コンフィギュレーション ファイルをアップデートするため
に『SAVE』 をクリック します。
 



 
今最終的なスイッチのセッション 宛先を設定する必要があります。
  
WireShark の RSPAN VLAN キャプチャされるパケットを分析して下さい
 
このシナリオでは、設定されたソースインターフェイスのホストに、ユニット 1 （GE1/2）の
GE2、192.168.1.100 の IP アドレスがあります。 設定された宛先インターフェイスのホストに、
ユニット 1 の GE20 （GE1/20 による VLAN 20）、192.168.1.127 の IP アドレスがある間。 こ
のポートに接続される Wireshark はホストで動作しています。
 
フィルタ ip.addr == 192.168.1.100 を使用する、Wireshark はリモート ソース インターフェイス
からのキャプチャされるパケットを示します。
 



 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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