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NetFlow 集約キャッシュの設定
この章では、NetFlow 集約キャッシュの設定とその手順について説明します。NetFlow のメイン
キャッシュは、NetFlow によってキャプチャされたデータを格納するために使用されるデフォルト
キャッシュです。集約キャッシュと呼ばれる 1 つまたは複数の追加キャッシュを保持することによっ
て、NetFlow 集約機能によるルータでの NetFlow データ エクスポート ストリームの制限付き集約が可
能になります。選択した集約方式によって、リモート ホストにエクスポートされるデータの種類が決
定します。

NetFlow は、ルータを通過するパケットの統計情報を提供する Cisco IOS XE アプリケーションであ
り、ネットワーク アカウンティングおよびセキュリティの新たな主要テクノロジーになりつつありま
す。

機能情報の確認
最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応し
たリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能がサポート
されているリリースのリストについては、「NetFlow 集約キャッシュの設定の機能情報」（P.35）を参照し
てください。
プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS XE ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検
索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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NetFlow 集約キャッシュの設定の前提条件
NetFlow をイネーブルにするには、次の手順を実行する必要があります。
• IP ルーティング用にルータを設定する。
• ルータ、および NetFlow を設定するインターフェイスで、シスコ エクスプレス フォワーディン
グ、高速スイッチングのいずれかがイネーブルであることを確認する。

• NetFlow はメモリおよび CPU リソースを余分に消費するので、ルータで必要とされるリソースを
確認する。
集約キャッシュにバージョン 8 エクスポート形式を使用する場合は、メイン キャッシュにバージョン 5
エクスポート形式を設定します。
集約からの Autonomous System（AS; 自律システム）情報が必要であるときに、エクスポート形式の
バージョンを設定していない場合は、エクスポート コマンドに peer-as または origin-as キーワードを
必ず指定してください。
集約キャッシュ コンフィギュレーション モードから enabled キーワードを入力して、各 NetFlow 集約
キャッシュを明示的にイネーブルにする必要があります。
マスキングを最小限にするには、ルータベースの集約をイネーブルにします。

NetFlow 集約キャッシュの設定に関する制約事項
パフォーマンス上の影響
ip flow egress コマンドを使用して出力 NetFlow アカウンティングを設定すると、アカウンティング関
連の追加計算がルータのトラフィック転送パスで発生するので、ネットワーク パフォーマンスが低下
する場合があります。

NetFlow データ エクスポートの制約事項
NetFlow バージョン 9 データ エクスポートの制約事項
• 下位互換性：バージョン 9 には、バージョン 5 およびバージョン 8 との下位互換性はありません。
バージョン 5 またはバージョン 8 が必要である場合は、そのバージョンを設定する必要がありま
す。

• エクスポートの帯域幅：バージョン 5 と比較してバージョン 9 のエクスポートではより多くの帯域
幅を使用します（テンプレート フローセットのため）。バージョン 5 と比較した場合の帯域幅使用
量の増加は、テンプレート フローセットが送信される頻度によって異なります。デフォルトでは、
帯域幅のコストの約 4 % を占める 20 パケットごとにテンプレートが再送信されます。必要に応じ
て ip flow-export template refresh-rate packets コマンドを使用することにより、再送信レートを
下げることができます。

• パフォーマンス上の影響：有効なテンプレート フローセットを生成し、維持するには追加処理が
必要であるため、バージョン 9 では全体的なパフォーマンスがわずかに低下します。
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NetFlow バージョン 8 エクスポート形式の制約事項
バージョン 8 エクスポート形式は、集約キャッシュだけに使用できます。バージョン 8 を拡張して、新
規機能をサポートすることはできません。

NetFlow 集約キャッシュの設定について
NetFlow メイン キャッシュ、NetFlow 集約キャッシュ、および NetFlow 集約方式を設定する前に、次
の情報を理解しておく必要があります。
• 「NetFlow 集約キャッシュ」（P.3）
• 「NetFlow 集約キャッシュの NetFlow データ エクスポート形式バージョン 9 および 8：概要」
（P.22）

NetFlow 集約キャッシュ
• 「NetFlow 集約キャッシュの利点」（P.3）
• 「NetFlow 集約キャッシュ方式」（P.4）
• 「NetFlow 集約方式のフィールド」（P.4）
• 「NetFlow AS 集約方式」（P.6）
• 「NetFlow AS-ToS 集約方式」（P.7）
• 「NetFlow 宛先プレフィクス集約方式」（P.9）
• 「NetFlow 宛先プレフィクス -ToS 集約方式」（P.10）
• 「NetFlow プレフィクス集約方式」（P.11）
• 「NetFlow プレフィクス - ポート集約方式」（P.13）
• 「NetFlow プレフィクス -ToS 集約方式」（P.15）
• 「NetFlow プロトコル ポート集約方式」（P.17）
• 「NetFlow プロトコル - ポート -ToS 集約方式」（P.18）
• 「NetFlow 送信元プレフィクス集約方式」（P.20）
• 「NetFlow 送信元プレフィクス -ToS 集約方式」（P.21）

NetFlow 集約キャッシュの利点
エクスポート データの集約は一般に、管理ワークステーションの NetFlow 収集ツールによって実行さ
れます。ルータベースの集約により、ルータで NetFlow エクスポート レコードの制限付き集約を実行
することができます。このように、データが NetFlow データ収集システムにエクスポートされる前に、
ルータで NetFlow エクスポート データを要約することができます。これには、次のような利点があり
ます。

• ルータとワークステーション間の必要な帯域幅が減少する。
• 必要な収集ワークステーション数が減少する。
• 1 秒あたり高フローのルータでパフォーマンスとスケーラビリティが向上する。
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NetFlow 集約キャッシュ方式
Cisco IOS XE NetFlow 集約によって、フィールドがさまざまに組み合わされた 1 つまたは複数の追加
キャッシュが保持されます。これらのフィールドの組み合わせによって、どのフローがグループ化され
るかが決まります。これらの追加キャッシュを集約キャッシュと呼びます。集約キャッシュを構成する
フィールドの組み合わせを方式と呼びます。
各集約キャッシュには、個別のキャッシュ サイズ、キャッシュ エージャ タイムアウト パラメータ、エ
クスポート宛先 IP アドレス、およびエクスポート宛先 UDP ポートを設定できます。通常のフロー
エージャ プロセスは、メイン キャッシュで実行される場合と同様にアクティブな集約キャッシュごと
に実行されます。オンデマンドのエージングもサポートされています。各集約キャッシュではフィール
ドがさまざまに組み合わされており、それによってどのデータ フローをグループ化するかが決定しま
す。デフォルトの集約キャッシュ サイズは 4096 バイトです。

ip flow-aggregation cache コマンドの引数を使用して、キャッシュ集約方式を設定します。NetFlow
では、次に示す 5 つの非 ToS ベースのキャッシュ集約方式がサポートされています。
• Autonomous System（AS; 自律システム）集約方式
• 宛先プレフィクス集約方式
• プレフィクス集約方式
• プロトコル ポート集約方式
• 送信元プレフィクス集約方式

NetFlow タイプ オブ サービス ベースのルータ集約機能により、集約キャッシュのフィールドの 1 つと
して Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）が含まれる追加のキャッシュ集約方式がサポートさ
れるようになりました。次に、6 つの ToS ベース集約方式を示します。
• AS-ToS 集約方式
• 宛先プレフィクス -ToS 集約方式
• プレフィクス - ポート集約方式
• プレフィクス -ToS 集約方式
• プロトコル - ポート -ToS 集約方式
• 送信元プレフィクス -ToS 集約方式

（注）

図 1 から図 11 は、上記の集約方式のバージョン 8 エクスポート形式を示しています。その他のエクス
ポート形式（バージョン 9 など）もサポートされています。バージョン 9 を使用する場合、その形式は
「Configuring NetFlow and
図の形式と異なります。バージョン 9 エクスポート形式の詳細については、
」の章を参照してください。
NetFlow Data Export

NetFlow 集約方式のフィールド
各キャッシュ集約方式には、その他のキャッシュ集約方式とは異なるフィールドの組み合わせがありま
す。フィールドの組み合わせによって、メイン キャッシュのフローが期限切れになったときにどの
データ フローをグループ化し、収集するかが決定します。フローとは、送信元 IP アドレス、宛先 IP
アドレス プロトコル、送信元ポートと宛先ポート、タイプ オブ サービス、およびフローがモニタされ
る同一インターフェイスなど、共通のフィールドを持つパケットの集合です。ルータでフロー集約を管
理するには、データを調べるフィールドをグループ化して収集する集約キャッシュ方式を設定する必要
があります。表 1 と表 2 に、非 ToS ベースおよび ToS ベースのキャッシュ集約方式でグループ化され
て収集される NetFlow フィールドを示します。
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表 1 に、非 ToS ベース集約方式に使用される NetFlow フィールドを示します。
表 1

非 ToS ベース集約方式に使用される NetFlow フィールド

AS

フィールド

プロトコル 送信元プレ 宛先プレ
ポート
フィクス
フィクス

プレフィク
ス

送信元プレフィクス

X

X

送信元プレフィクス マスク

X

X

宛先プレフィクス

X

X

宛先プレフィクス マスク

X

X

送信元アプリケーション ポート

X

宛先アプリケーション ポート

X

入力インターフェイス

X

出力インターフェイス

X

X

X
X

X

X

IP プロトコル
送信元 AS

X

X

宛先 AS

X

最初のタイム スタンプ

X

X

最後のタイム スタンプ

X

1

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

パケットの数

X

X

X

X

X

バイトの数

X

X

X

X

X

フローの数

1. Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの場合、この値は常に 0 になります。これは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ
では、メイン キャッシュ フロー レコードからエージング アウトしたデータを抽出するのではなく、メイン
キャッシュの処理とは無関係に各パケットを確認することによって集約キャッシュが管理されるためです。

表 2 に、ToS ベース集約方式に使用される NetFlow フィールドを示します。
表 2

ToS ベース集約方式に使用される NetFlow フィールド

プロトコル 送信元プレ 宛先プレ
ポート
フィクス
フィクス
フィールド

AS-ToS

-ToS

-ToS

-ToS

プレフィク プレフィク
ス -ToS
ス - ポート

送信元プレフィクス

X

X

X

送信元プレフィクス マ
スク

X

X

X

宛先プレフィクス

X

X

X

宛先プレフィクス マス
ク

X

X

X

送信元アプリケーショ
ン ポート

X

X

宛先アプリケーション
ポート

X

X

入力インターフェイス

X

X

出力インターフェイス

X

X

X
X

X

X

X

X
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表 2

ToS ベース集約方式に使用される NetFlow フィールド（続き）

プロトコル 送信元プレ 宛先プレ
ポート
フィクス
フィクス

AS-ToS

フィールド

-ToS

-ToS

-ToS

プレフィク プレフィク
ス -ToS
ス - ポート

X

IP プロトコル
送信元 AS

X

宛先 AS

X

ToS

X

X

最初のタイム スタンプ

X

最後のタイム スタンプ
1

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

パケットの数

X

X

X

X

X

X

バイトの数

X

X

X

X

X

X

フローの数

1. Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの場合、この値は常に 0 になります。これは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ
では、メイン キャッシュ フロー レコードからエージング アウトしたデータを抽出するのではなく、メイン
キャッシュの処理とは無関係に各パケットを確認することによって集約キャッシュが管理されるためです。

NetFlow AS 集約方式
NetFlow AS 集約方式では、NetFlow エクスポート データの量が実質的に減少し、AS 間のトラフィッ
ク フロー データが生成されます。この方式では、同一の送信元 BGP AS、宛先 BGP AS、入力イン
ターフェイス、および出力インターフェイスを持つデータ フローがグループ化されます。
集約された NetFlow データ エクスポート レコードでは、次の情報が報告されます。

• 送信元および宛先 BGP AS
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 送信元インターフェイス
• 宛先インターフェイス
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
図 1 に、AS 集約方式のデータ エクスポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ エクス
ポートの用語の定義については、表 3 を参照してください。
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AS 集約方式のデータ エクスポート形式
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図 1

表 3 に、AS 集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードのフィールドの定義を示します。
表 3

AS 集約方式のデータ エクスポート レコードのフィールドの定義

フィールド

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元 AS

送信元 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

宛先 AS

宛先 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

NetFlow AS-ToS 集約方式
NetFlow AS-ToS 集約方式では、同一の送信元 BGP AS、宛先 BGP AS、送信元と宛先のインターフェ
イス、および ToS バイトを持つフローがグループ化されます。AS-ToS 集約方式に基づいて集約された
NetFlow エクスポート レコードによって、次の情報が報告されます。
• 送信元 BGP AS
• 宛先 BGP AS
• ToS バイト
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• この集約レコードによって要約されたバイトの数
• この集約レコードによって要約されたパケットの数
• 送信元および宛先インターフェイス
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• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
この集約方式は特に、AS 間のトラフィック フロー データを生成するため、および NetFlow エクスス
ポート データの量を実質的に減少させるために役立ちます。図 2 に、AS-ToS 集約方式のデータ エク
スポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ エクスポートの用語の定義については、表 4
を参照してください。
AS-ToS 集約方式のデータ エクスポート形式
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図 2

表 4 に、AS-ToS 集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示します。
表 4

AS-ToS 集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元 AS

送信元 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

宛先 AS

宛先 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

ToS

タイプ オブ サービス バイト

PAD

ゼロ フィールド

予備

ゼロ フィールド
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NetFlow 宛先プレフィクス集約方式
宛先プレフィクス集約方式では、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックの宛先
を確認できるよう、データが生成されます。この方式では、同一の宛先プレフィクス、宛先プレフィク
ス マスク、宛先 BGP AS、および出力インターフェイスを持つデータ フローがグループ化されます。
集約された NetFlow データ エクスポート レコードでは、次の情報が報告されます。

• 宛先プレフィクス
• 宛先プレフィクス マスク
• 宛先 BGP AS
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 出力インターフェイス
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
図 3 に、宛先プレフィクス集約方式のデータ エクスポート形式を示します。集約方式で使用される
データ エクスポートの用語の定義については、表 5 を参照してください。
図 3

宛先プレフィクス集約データ エクスポート レコードの形式
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表 5 に、宛先プレフィクス集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示しま
す。
表 5

宛先プレフィクス集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数
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表 5

宛先プレフィクス集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義（続き）

用語

定義

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

宛先プレフィクス

宛先プレフィクス マスクと AND 演算された宛先 IP アドレス

宛先マスク ビット

宛先プレフィクス内のビット数

PAD

ゼロ フィールド

宛先 AS

宛先 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

予備

ゼロ フィールド

NetFlow 宛先プレフィクス -ToS 集約方式
NetFlow 宛先プレフィクス -ToS 集約方式では、同一の宛先プレフィクス、宛先プレフィクス マスク、
宛先 BGP AS、ToS バイト、および出力インターフェイスを持つフローがグループ化されます。集約さ
れた NetFlow エクスポート レコードによって、次の情報が報告されます。
• 宛先 IP アドレス
• 宛先プレフィクス マスク
• 宛先 AS
• ToS バイト
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 出力インターフェイス
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
この集約方式は特に、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックの宛先を確認でき
るデータをキャプチャするために役立ちます。図 4 に、宛先プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エク
ポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ エクスポートの用語の定義については、表 6 を
参照してください。
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宛先プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート形式
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図 4

表 6 に、宛先プレフィクス -ToS 集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示
します。
表 6

宛先プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

宛先プレフィクス

宛先プレフィクス マスクと AND 演算された宛先 IP アドレス

宛先マスク ビット

宛先プレフィクス内のビット数

ToS

タイプ オブ サービス バイト

宛先 AS

宛先 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

予備

ゼロ フィールド

NetFlow プレフィクス集約方式
NetFlow プレフィクス集約方式では、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックの
送信元と宛先を確認できるよう、データが生成されます。この方式では、同一の送信元プレフィクス、
宛先プレフィクス、送信元プレフィクス マスク、宛先プレフィクス マスク、送信元 BGP AS、宛先
BGP AS、入力インターフェイス、および出力インターフェイスを持つデータ フローがグループ化され
ます。図 5 を参照してください。
集約された NetFlow データ エクスポート レコードでは、次の情報が報告されます。
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• 送信元および宛先プレフィクス
• 送信元および宛先プレフィクス マスク
• 送信元および宛先 BGP AS
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 入力および出力インターフェイス
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
図 5 に、プレフィクス集約方式のデータ エクスポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ
エクスポートの用語の定義については、表 7 を参照してください。
図 5

プレフィクス集約方式のデータ エクスポート形式
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表 7 に、プレフィクス集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示します。
表 7

プレフィクス集約方式のデータ エクスポート レコードの用語と定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

NetFlow コンフィギュレーション ガイド

12

NetFlow 集約キャッシュの設定
NetFlow 集約キャッシュの設定について

表 7

プレフィクス集約方式のデータ エクスポート レコードの用語と定義（続き）

用語

定義

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元プレフィクス

送信元プレフィクス マスクと AND 演算された送信元 IP アド
レス、または集約されたフローの送信元 IP アドレスに属する
プレフィクス

宛先プレフィクス

宛先プレフィクス マスクと AND 演算された宛先 IP アドレス

宛先マスク ビット

宛先プレフィクス内のビット数

送信元マスク ビット

送信元プレフィクス内のビット数

予備

ゼロ フィールド

送信元 AS

送信元 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

宛先 AS

宛先 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

NetFlow プレフィクス - ポート集約方式
NetFlow プレフィクス - ポート集約方式では、共通の送信元プレフィクス、送信元マスク、宛先プレ
フィクス、宛先マスク、該当する場合は送信元ポートと宛先ポート、入力インターフェイス、出力イン
ターフェイス、プロトコル、および ToS バイトを持つフローがグループ化されます。集約された
NetFlow エクスポート レコードによって、次の情報が報告されます。

• 送信元プレフィクス
• 送信元プレフィクス マスク
• 宛先プレフィクス
• 宛先プレフィクス マスク
• 送信元ポート
• 宛先ポート
• 送信元インターフェイス
• 宛先インターフェイス
• プロトコル
• ToS バイト
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
この集約方式は特に、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックの送信元および宛
先を確認できるデータをキャプチャするために役立ちます。図 6 に、プレフィクス - ポート集約方式の
データ エクスポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ エクスポートの用語の定義につい
ては、表 8 を参照してください。
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プレフィクス - ポート集約方式のデータ エクスポート レコード
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図 6

表 8 に、プレフィクス - ポート集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示
します。
表 8

プレフィクス - ポート集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元プレフィクス

送信元プレフィクス マスクと AND 演算された送信元 IP アド
レス、または集約されたフローの送信元 IP アドレスに属する
プレフィクス

宛先プレフィクス

宛先プレフィクス マスクと AND 演算された宛先 IP アドレス

宛先マスク ビット

宛先プレフィクス内のビット数

送信元マスク ビット

送信元プレフィクス内のビット数

ToS

タイプ オブ サービス バイト

プロトコル

IP プロトコル バイト

送信元ポート

該当する場合は、送信元の UDP または TCP ポート番号

宛先ポート

宛先 User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロ
トコル）または TCP ポート番号
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表 8

プレフィクス - ポート集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義（続き）

用語

定義

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

NetFlow プレフィクス -ToS 集約方式
NetFlow プレフィクス -ToS 集約方式では、共通の送信元プレフィクス、送信元マスク、宛先プレフィ
クス、宛先マスク、送信元 BGP AS、宛先 BGP AS、入力インターフェイス、出力インターフェイス、
および ToS バイトを持つフローがグループ化されます。集約された NetFlow エクスポート レコードに
よって、次の情報が報告されます。
• 送信元プレフィクス
• 送信元プレフィクス マスク
• 宛先プレフィクス
• 宛先プレフィクス マスク
• 送信元 AS
• 宛先 AS
• 送信元インターフェイス
• 宛先インターフェイス
• ToS バイト
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
この集約方式は特に、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックの送信元および宛
先を確認できるデータをキャプチャするために役立ちます。図 7 に、プレフィクス -ToS 集約方式の
データ エクポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ エクスポートの用語の定義について
は、表 9 を参照してください。
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プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート形式
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図 7

表 9 に、プレフィクス -ToS 集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示しま
す。
表 9

プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元プレフィクス

送信元プレフィクス マスクと AND 演算された送信元 IP アド
レス、または集約されたフローの送信元 IP アドレスに属する
プレフィクス

宛先プレフィクス

宛先プレフィクス マスクと AND 演算された宛先 IP アドレス

宛先マスク ビット

宛先プレフィクス内のビット数

送信元マスク ビット

送信元プレフィクス内のビット数

ToS

タイプ オブ サービス バイト

PAD

ゼロ フィールド

送信元 AS

送信元 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

宛先 AS

宛先 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）
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表 9

プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義（続き）

用語

定義

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス

NetFlow プロトコル ポート集約方式
NetFlow プロトコル ポート集約方式では、トラフィック タイプ別にネットワーク使用量を確認できる
よう、データがキャプチャされます。この方式では、同一の IP プロトコル、送信元ポート番号、およ
び（該当する場合は）宛先ポート番号を持つデータ フローがグループ化されます。
集約された NetFlow データ エクスポート レコードでは、次の情報が報告されます。

• 送信元と宛先のポート番号
• IP プロトコル（6 = TCP、17 = UDP など）
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
図 8 に、プロトコル ポート集約方式のデータ エクスポート形式を示します。集約方式で使用される
データ エクスポートの用語の定義については、表 10 を参照してください。
プロトコル ポート集約方式のデータ エクスポート形式
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表 10 に、プロトコル ポート集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示し
ます。
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表 10

プロトコル ポート集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

プロトコル

IP プロトコル バイト

PAD

ゼロ フィールド

予備

ゼロ フィールド

送信元ポート

該当する場合は、送信元の UDP または TCP ポート番号

宛先ポート

宛先 User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロ
トコル）または TCP ポート番号

NetFlow プロトコル - ポート -ToS 集約方式
NetFlow プロトコル - ポート -ToS 集約方式では、共通の IP プロトコル、ToS バイト、送信元と（該当
する場合は）宛先のポート番号、および送信元と宛先のインターフェイスを持つフローがグループ化さ
れます。集約された NetFlow エクスポート レコードによって、次の情報が報告されます。

• 送信元アプリケーション ポート番号
• 宛先ポート番号
• 送信元および宛先インターフェイス
• IP プロトコル
• ToS バイト
• 集約レコードによって要約されたフローの数
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
この集約方式は特に、トラフィック タイプ別にネットワーク使用量を確認できるよう、データをキャ
プチャするために役立ちます。図 9 に、プロトコル - ポート -ToS 集約方式のデータ エクスポート形式
を示します。集約方式で使用されるデータ エクスポートの用語の定義については、表 11 を参照してく
ださい。
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プロトコル - ポート -ToS 集約方式のデータ エクスポート形式
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表 11 に、プロトコル - ポート -ToS 集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義
を示します。
表 11

プロトコル - ポート -ToS 集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

プロトコル

IP プロトコル バイト

ToS

タイプ オブ サービス バイト

予備

ゼロ フィールド

送信元ポート

該当する場合は、送信元の UDP または TCP ポート番号

宛先ポート

宛先 User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロ
トコル）または TCP ポート番号

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

宛先インターフェイス

出力インターフェイスの SNMP インデックス
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NetFlow 送信元プレフィクス集約方式
NetFlow 送信元プレフィクス集約方式では、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラ
フィックの送信元を確認できるよう、データがキャプチャされます。この方式では、同一の送信元プレ
フィクス、送信元プレフィクス マスク、送信元 BGP AS、および入力インターフェイスを持つデータ
フローがグループ化されます。
集約された NetFlow データ エクスポート レコードでは、次の情報が報告されます。

• 送信元プレフィクス
• 送信元プレフィクス マスク
• 送信元 BGP AS
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 入力インターフェイス
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
図 10 に、送信元プレフィクス集約方式のデータ エクスポート形式を示します。集約方式で使用される
データ エクスポートの用語の定義については、表 12 を参照してください。
図 10

送信元プレフィクス集約方式のデータ エクスポート形式
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表 12 に、送信元プレフィクス集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義を示し
ます。
表 12

送信元プレフィクス集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数
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表 12

送信元プレフィクス集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義（続き）

用語

定義

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元プレフィクス

送信元プレフィクス マスクと AND 演算された送信元 IP アド
レス、または集約されたフローの送信元 IP アドレスに属する
プレフィクス

送信元マスク ビット

送信元プレフィクス内のビット数

PAD

ゼロ フィールド

送信元 AS

送信元 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

予備

ゼロ フィールド

NetFlow 送信元プレフィクス -ToS 集約方式
NetFlow 送信元プレフィクス -ToS 集約方式では、共通の送信元プレフィクス、送信元プレフィクス マ
スク、送信元 BGP AS、ToS バイト、および入力インターフェイスを持つフローがグループ化されま
す。集約された NetFlow エクスポート レコードによって、次の情報が報告されます。
• 送信元プレフィクス
• 送信元プレフィクス マスク
• 送信元 AS
• ToS バイト
• 集約レコードによって要約されたバイトの数
• 集約レコードによって要約されたパケットの数
• 入力インターフェイス
• 最初のパケットが交換されたときのタイム スタンプと最後のパケットが交換されたときのタイム
スタンプ
この集約方式は特に、NetFlow 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックの送信元を確認で
きるよう、データをキャプチャするために役立ちます。図 11 に、送信元プレフィクス -ToS 集約方式
のデータ エクスポート形式を示します。集約方式で使用されるデータ エクスポートの用語の定義につ
いては、表 13 を参照してください。

（注）

ルータのフローに送信元 IP アドレスのプレフィクスがない場合、NetFlow では /32 エントリが作成さ
れるのではなく、マスク ビット 0 の 0.0.0.0 が使用されます。これによって、送信元アドレスをランダ
ムに使用する DoS 攻撃による集約キャッシュのスラッシングを防止できます。この動作は、宛先プレ
フィクス -ToS、プレフィクス -ToS、およびプレフィクス - ポート集約方式の宛先に対しても実行され
ます。
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送信元プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート形式
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表 13 に、送信元プレフィクス -ToS 集約方式で使用されるデータ エクスポート レコードの用語の定義
を示します。
表 13

送信元プレフィクス -ToS 集約方式のデータ エクスポート レコードの用語の定義

用語

定義

フロー

集約されたメイン キャッシュ フローの数

パケット

集約されたフロー内のパケットの数

バイト

集約されたフロー内のバイトの数

最初のタイム スタンプ

最初のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

最後のタイム スタンプ

最後のパケットが交換されたときのシステム稼動時間

送信元プレフィクス

送信元プレフィクス マスクと AND 演算された送信元 IP アド
レス、または集約されたフローの送信元 IP アドレスに属する
プレフィクス

送信元マスク ビット

送信元プレフィクス内のビット数

ToS

タイプ オブ サービス バイト

送信元 AS

送信元 IP アドレスの自律システム（ピアまたはオリジン）

送信元インターフェイス

入力インターフェイスの SNMP インデックス

予備

ゼロ フィールド

NetFlow 集約キャッシュの NetFlow データ エクスポート形式バージョン
9 および 8：概要
NetFlow 集約キャッシュに使用できるエクスポート形式は、バージョン 9 エクスポート形式とバー
ジョン 8 エクスポート形式です。
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• バージョン 9：新規のフィールドとレコード タイプのサポートに必要な汎用性を備えた、柔軟で拡
張性のある形式。バージョン 9 エクスポート形式の利用により、メイン キャッシュと集約キャッ
シュに同じバージョンを使用できます。また、この形式には拡張性があるため、今後導入される機
能に同じエクスポート形式を使用できます。

• バージョン 8：集約キャッシュからのデータ エクスポートをサポートするために追加された形式。
エクスポート データグラムには、特定の集約キャッシュ方式に対して有効である通常のバージョ
ン 5 エクスポート データのサブセットが含まれています。データ エクスポートを設定するときは、
バージョン 8 が集約キャッシュのデフォルト エクスポート バージョンになります。
バージョン 9 エクスポート形式は柔軟で拡張性があり、新規のフィールドおよびレコード タイプのサ
ポートに必要な汎用性を備えています。メイン キャッシュと集約キャッシュの両方にバージョン 9 エ
クスポート形式を使用できます。
バージョン 8 エクスポート形式は、集約キャッシュからのデータ エクスポートをサポートするために
追加されました。この形式の利用により、キャッシュ集約方式に対して有効なバージョン 5 エクスポー
ト データのサブセットをエクスポート データグラムに含めることができます。

NetFlow データ エクスポート形式の詳細については、「Configuring NetFlow Aggregation Caches」の
章の「NetFlow Data Export」を参照してください。

NetFlow 集約キャッシュの設定方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「NetFlow 集約キャッシュの設定」（P.23）（必須）
• 「集約キャッシュの設定の確認」（P.26）（任意）

NetFlow 集約キャッシュの設定
NetFlow をイネーブルにして、NetFlow 集約キャッシュを設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip flow-aggregation cache {as | as-tos | destination-prefix | destination-prefix-tos | prefix |
prefix-port | prefix-tos | protocol-port | protocol-port-tos | source-prefix | source-prefix-tos}
4. cache entries number
5. cache timeout active minutes
6. cache timeout inactive seconds
7. export destination {{ip-address | hostname} udp-port}
8. 別のエクスポート先を設定するには、ステップ 7 を繰り返します。
9. export version [9 | 8]
10. enabled
11. exit
12. interface interface-type interface-number
13. ip flow {ingress | egress}
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14. exit
15. 他のインターフェイスで NetFlow をイネーブルにするには、ステップ 12 ～ 14 を繰り返します。
16. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

enable

目的
（必須）特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

（必須）グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip flow-aggregation cache {as | as-tos |
destination-prefix | destination-prefix-tos |
prefix | prefix-port | prefix-tos |
protocol-port | protocol-port-tos |
source-prefix | source-prefix-tos}

（必須）集約キャッシュ方式を指定して、集約キャッシュ
コンフィギュレーション モードをイネーブルにします。

• as キーワードを指定すると、AS 集約キャッシュが設
定されます。

• as-tos キーワードを指定すると、AS ToS 集約キャッ
例：

シュが設定されます。

Router(config)# ip flow-aggregation cache
destination-prefix

• destination-prefix キーワードを指定すると、宛先プ
レフィクス集約キャッシュが設定されます。

• destination-prefix-tos キーワードを指定すると、宛先
プレフィクス ToS 集約キャッシュが設定されます。
• prefix キーワードを指定すると、プレフィクス集約
キャッシュが設定されます。

• prefix-port キーワードを指定すると、プレフィクス
ポート集約キャッシュが設定されます。

• prefix-tos キーワードを指定すると、プレフィクス
ToS 集約キャッシュが設定されます。
• protocol-port キーワードを指定すると、プロトコル
ポート集約キャッシュが設定されます。

• protocol-port-tos キーワードを指定すると、プロトコ
ル ポート ToS 集約キャッシュが設定されます。
• source-prefix キーワードを指定すると、送信元プレ
フィクス集約キャッシュが設定されます。

• source-prefix-tos キーワードを指定すると、送信元プ
レフィクス ToS 集約キャッシュが設定されます。
ステップ 4

cache entries number

（任意）集約キャッシュ運用パラメータを設定します。

• entries number のキーワードと引数のペアは、集約
例：
Router(config-flow-cache)# cache entries 2048
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キャッシュで可能なキャッシュ エントリの数を示しま
す。範囲は 1024 ～ 2000000 です。デフォルトは 4096
です。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

cache timeout active minutes

目的
（任意）集約キャッシュ運用パラメータを設定します。

• timeout キーワードを指定すると、集約キャッシュ内
例：
Router(config-flow-cache)# cache timeout active
15

ステップ 6

cache timeout inactive seconds

のセッションが終了します。

• active minutes のキーワードと引数のペアは、エント
リがアクティブである分数を示します。範囲は 1 ～ 60
分です。デフォルトは 30 分です。
（任意）集約キャッシュ運用パラメータを設定します。

• timeout キーワードを指定すると、集約キャッシュ内
例：
Router(config-flow-cache)# cache timeout
inactive 300

ステップ 7

export destination {{ip-address | hostname}
udp-port}

例：
Router(config-flow-cache)# export destination
172.30.0.1 991

のセッションが終了します。

• inactive seconds のキーワードと引数のペアは、集約
キャッシュ内の非アクティブなエントリがタイムアウ
トになるまでの秒数を示します。範囲は 10 ～ 600 秒
です。デフォルトは 15 秒です。
（任意）NetFlow 集約キャッシュからの情報のエクスポー
トをイネーブルにします。

• ip-address | hostname 引数は、宛先 IP アドレスまたは
ホスト名です。

• port 引数は宛先 UDP ポートです。

ステップ 8

別のエクスポート先を設定するには、ステップ 7 を繰 （任意）NetFlow 集約キャッシュごとに最大 2 つのエクス
り返します。
ポート先を設定できます。

ステップ 9

export version [9 | 8]

例：
Router(config-flow-cache)# export version 9

ステップ 10 enabled

（任意）データ エクスポート形式のバージョンを指定しま
す。

• version 9 キーワードを指定すると、エクスポート パ
ケットにバージョン 9 形式が使用されます。
（必須）集約キャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config-flow-cache)# enabled

ステップ 11 exit
例：

（必須）NetFlow 集約キャッシュ コンフィギュレーション
モードを終了し、グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

Router(config-if)# exit

ステップ 12 interface interface-type interface-number
例：

（必須）NetFlow をイネーブルにするインターフェイスを
指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Router(config)# interface fastethernet 0/0/0

ステップ 13 ip flow {ingress | egress}
例：
Router(config-if)# ip flow ingress

または

（必須）インターフェイスで NetFlow をイネーブルにしま
す。

• ingress：インターフェイスで受信中のトラフィックを
キャプチャします。

• egress：インターフェイスで送信中のトラフィックを
キャプチャします。

例：
Router(config-if)# ip flow egress
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コマンドまたはアクション
ステップ 14 exit

目的
（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 15 他のインターフェイスで NetFlow をイネーブルにす
るには、ステップ 12 ～ 14 を繰り返します。

（注）

別のインターフェイスで NetFlow をイネーブルに
する場合だけ、このコマンドを使用します。

（任意）—

ステップ 16 end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end

集約キャッシュの設定の確認
集約キャッシュの設定を確認するには、次の show コマンドを使用します。これらのコマンドによっ
て、次のことが可能になります。

• NetFlow 集約キャッシュが動作可能であることを確認する。
• 集約キャッシュの NetFlow データ エクスポートが動作可能であることを確認する。
• 集約キャッシュ統計情報を表示する。
手順の概要

1. enable
2. show ip cache [ip-address-prefix prefix-mask] flow aggregation {as | as-tos | destination-prefix |
destination-prefix-tos | prefix | prefix-port | prefix-tos | protocol-port | protocol-port-tos |
source-prefix | source-prefix-tos}
3. show ip flow export
4. end
手順の詳細
ステップ 1

enable
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パ
スワードを入力します。
Router> enable
Router#

ステップ 2

show ip cache flow aggregation {as | as-tos | destination-prefix | destination-prefix-tos | prefix |
prefix-port | prefix-tos | protocol-port | protocol-port-tos | source-prefix | source-prefix-tos}
show ip cache flow aggregation destination-prefix コマンドを使用して、宛先プレフィクス集約
キャッシュの設定を確認します。次に例を示します。
Router# show ip cache flow aggregation destination-prefix
IP Flow Switching Cache, 139272 bytes
5 active, 2043 inactive, 9 added
841 ager polls, 0 flow alloc failures
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Active flows timeout in 15 minutes
Inactive flows timeout in 300 seconds
IP Sub Flow Cache, 11144 bytes
5 active, 507 inactive, 9 added, 9 added to flow
0 alloc failures, 0 force free
1 chunk, 2 chunks added
Dst If
Null
Et0/0.1
Et1/0.1
Et0/0.1
Et1/0.1
Router#

Dst Prefix
0.0.0.0
172.16.6.0
172.16.7.0
172.16.1.0
172.16.10.0

Msk
/0
/24
/24
/24
/24

AS
0
0
0
0
0

Flows
5
1
3
16
9

Pkts
13
1
31K
104K
99K

B/Pk
52
56
1314
1398
1412

Active
138.9
0.0
187.3
188.4
183.3

show ip cache verbose flow aggregation source-prefix コマンドを使用して、送信元プレフィクス集約
キャッシュの設定を確認します。次に例を示します。
Router# show ip cache verbose flow aggregation source-prefix
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
4 active, 4092 inactive, 4 added
51 ager polls, 0 flow alloc failures
Active flows timeout in 30 minutes
Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 21640 bytes
4 active, 1020 inactive, 4 added, 4 added to flow
0 alloc failures, 0 force free
1 chunk, 1 chunk added
Src If
FEt1/0/0.1
FEt0/0/0.1
FEt1/0/0.1
FEt0/0/0.1
Router#

Src Prefix
172.16.10.0
172.16.6.0
172.16.7.0
172.16.1.0

Msk AS
/24 0
/24 0
/24 0
/24 0

Flows
4
2
2
2

Pkts B/Pk Active
35K 1391
67.9
5
88
60.6
3515 1423
58.6
20K 1416
71.9

show ip cache verbose flow aggregation protocol-port コマンドを使用して、プロトコル ポート集約
キャッシュの設定を確認します。次に例を示します。
Router# show ip cache verbose flow aggregation protocol-port
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
4 active, 4092 inactive, 4 added
158 ager polls, 0 flow alloc failures
Active flows timeout in 30 minutes
Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 21640 bytes
0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
0 alloc failures, 0 force free
1 chunk, 1 chunk added
Protocol
0x01
0x11
0x01
0x01
Router#

ステップ 3

Source Port
0x0000
0x0208
0x0000
0x0000

Dest Port
0x0000
0x0208
0x0800
0x0B01

Flows
6
1
2
2

Packets
52K
3
846
10

Bytes/Packet
1405
52
1500
56

Active
104.3
56.9
59.8
63.0

show ip flow export
show ip flow export コマンドを使用して、集約キャッシュに対する NetFlow データ エクスポートが動
作可能であることを確認します。次に例を示します。
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Router# show ip flow export
Flow export v1 is disabled for main cache
Version 9 flow records
Cache for protocol-port aggregation:
Exporting flows to 172.16.20.4 (991) 172.30.0.1 (991)
Exporting using source IP address 172.16.6.2
Cache for source-prefix aggregation:
Exporting flows to 172.16.20.4 (991) 172.30.0.1 (991)
Exporting using source IP address 172.16.6.2
Cache for destination-prefix aggregation:
Exporting flows to 172.16.20.4 (991) 172.30.0.1 (991)
Exporting using source IP address 172.16.6.2
40 flows exported in 20 udp datagrams
0 flows failed due to lack of export packet
20 export packets were sent up to process level
0 export packets were dropped due to no fib
0 export packets were dropped due to adjacency issues
0 export packets were dropped due to fragmentation failures
0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures
Router#

ステップ 4

end
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードを終了します。
Router# end

NetFlow 集約キャッシュの設定の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「AS 集約キャッシュの設定：例」（P.28）
• 「宛先プレフィクス集約キャッシュの設定：例」（P.29）
• 「プレフィクス集約キャッシュの設定：例」（P.29）
• 「プロトコル ポート集約キャッシュの設定：例」（P.30）
• 「送信元プレフィクス集約キャッシュの設定：例」（P.30）
• 「AS-ToS 集約キャッシュの設定：例」（P.30）
• 「プレフィクス -ToS 集約キャッシュの設定：例」（P.31）
• 「プレフィクス集約方式の最小マスクの設定：例」（P.31）
• 「宛先プレフィクス集約方式の最小マスクの設定：例」（P.31）
• 「送信元プレフィクス集約方式の最小マスクの設定：例」（P.31）
• 「集約キャッシュに対する NetFlow バージョン 9 データ エクスポートの設定：例」（P.32）
• 「集約キャッシュに対する NetFlow バージョン 8 データ エクスポートの設定：例」（P.32）

AS 集約キャッシュの設定：例
次に、キャッシュ サイズが 2046、非アクティブ タイムアウトが 200 秒、キャッシュ アクティブ タイ
ムアウトが 45 分、エクスポート宛先 IP アドレスが 10.42.42.1、および宛先ポートが 9992 の AS 集約
キャッシュを設定する例を示します。
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configure terminal
!
ip flow-aggregation cache as
cache entries 2046
cache timeout inactive 200
cache timeout active 45
export destination 10.42.42.1 9992
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

宛先プレフィクス集約キャッシュの設定：例
次に、キャッシュ サイズが 2046、非アクティブ タイムアウトが 200 秒、キャッシュ アクティブ タイ
ムアウトが 45 分、エクスポート宛先 IP アドレスが 10.42.42.1、および宛先ポートが 9992 の宛先プレ
フィクス集約キャッシュを設定する例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache destination-prefix
cache entries 2046
cache timeout inactive 200
cache timeout active 45
export destination 10.42.42.1 9992
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

プレフィクス集約キャッシュの設定：例
次に、キャッシュ サイズが 2046、非アクティブ タイムアウトが 200 秒、キャッシュ アクティブ タイ
ムアウトが 45 分、エクスポート宛先 IP アドレスが 10.42.42.1、および宛先ポートが 9992 のプレフィ
クス集約キャッシュを設定する例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache prefix
cache entries 2046
cache timeout inactive 200
cache timeout active 45
export destination 10.42.42.1 9992
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end
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プロトコル ポート集約キャッシュの設定：例
次に、キャッシュ サイズが 2046、非アクティブ タイムアウトが 200 秒、キャッシュ アクティブ タイ
ムアウトが 45 分、エクスポート宛先 IP アドレスが 10.42.42.1、および宛先ポートが 9992 のプロトコ
ル ポート集約キャッシュを設定する例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache protocol-port
cache entries 2046
cache timeout inactive 200
cache timeout active 45
export destination 10.42.42.1 9992
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

送信元プレフィクス集約キャッシュの設定：例
次に、キャッシュ サイズが 2046、非アクティブ タイムアウトが 200 秒、キャッシュ アクティブ タイ
ムアウトが 45 分、エクスポート宛先 IP アドレスが 10.42.42.1、および宛先ポートが 9992 の送信元プ
レフィクス集約キャッシュを設定する例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache source-prefix
cache entries 2046
cache timeout inactive 200
cache timeout active 45
export destination 10.42.42.1 9992
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

AS-ToS 集約キャッシュの設定：例
次に、キャッシュ アクティブ タイムアウトが 20 分、エクスポート先 IP アドレスが 10.2.2.2、および
宛先ポートが 9991 の AS-ToS 集約キャッシュの設定例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache as-tos
cache timeout active 20
export destination 10.2.2.2 9991
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end
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プレフィクス -ToS 集約キャッシュの設定：例
次に、エクスポート先 IP アドレスが 10.4.4.4 および宛先ポートが 9995 のプレフィクス -ToS 集約
キャッシュの設定例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache prefix-tos
export destination 10.4.4.4 9995
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

プレフィクス集約方式の最小マスクの設定：例
次に、プレフィクス集約方式の最小マスクの設定例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache prefix
mask source minimum 24
mask destination minimum 28
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

宛先プレフィクス集約方式の最小マスクの設定：例
次に、宛先プレフィクス集約方式の最小マスクの設定例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache destination-prefix
mask destination minimum 32
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

送信元プレフィクス集約方式の最小マスクの設定：例
次に、送信元プレフィクス集約方式の最小マスクの設定例を示します。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache source-prefix
mask source minimum 30
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
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!
end

集約キャッシュに対する NetFlow バージョン 9 データ エクスポートの設定：例
次に、AS 集約キャッシュ方式に対する NetFlow バージョン 9 データ エクスポートの設定例を示しま
す。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache as
export destination 10.42.42.2 9991
export template refresh-rate 10
export version 9
export template timeout-rate 60
enabled
!
interface Ethernet0/0
ip flow ingress
!
end

集約キャッシュに対する NetFlow バージョン 8 データ エクスポートの設定：例
次に、AS 集約キャッシュ方式に対する NetFlow バージョン 8 データ エクスポートの設定例を示しま
す。
configure terminal
!
ip flow-aggregation cache as
export destination 10.42.42.2 9991
export destination 10.42.41.1 9991
export version 8
enabled
!
interface Fastethernet0/0/0
ip flow ingress
!
end

その他の参考資料
ここでは、NetFlow 集約キャッシュおよび集約方式の設定に関する関連資料を示します。

関連資料
関連項目

参照先

NetFlow コマンド：コマンド構文、コマンド モード、 『Cisco IOS NetFlow Command Reference』
コマンド履歴、デフォルト、使用上のガイドライン、
および例
ネットワーク トラフィック データをキャプチャし、
エクスポートするための NetFlow の設定手順
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関連項目

参照先

NetFlow 入力フィルタの設定手順

『Using NetFlow Filtering or Sampling to Select the Network Traffic
to Track』

ランダム サンプル NetFlow の設定手順

『Using NetFlow Filtering or Sampling to Select the Network Traffic
to Track』

CNS NetFlow Collection Engine のインストール、開

Cisco CNS NetFlow Collection Engine のマニュアル

始、および設定に関する情報

規格
規格

タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変
更された規格はありません。またこの機能による既存
規格のサポートに変更はありません。

—

MIB
MIB

MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または
変更された MIB はありません。またこの機能による
既存 MIB のサポートに変更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE リリース、および機能
セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。またこの機能による
既存 RFC のサポートに変更はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ
製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニ
ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード
ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する
この Web サイト上のツールにアクセスする際は、
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で
す。
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NetFlow 集約キャッシュの設定の機能情報
表 14 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。
プラットフォーム サポートとソフトウェア イメージ サポートに関する情報を入手するには、Cisco
Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リリー
ス、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS XE のソフトウェア イメージを判
別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。
Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注）

表 14

表 14 に、特定の Cisco IOS XE ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS XE
ソフトウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS XE ソフトウェア リ
リース群の後続のリリースでもこの機能がサポートされます。

NetFlow 集約キャッシュの設定の機能情報

機能名

リリース

NetFlow ToS ベース ルータ Cisco IOS XE
Release 2.1
集約

機能の設定情報

NetFlow ToS ベース ルータ集約機能を使用すると、NetFlow エクスポー
ト データのルータベースの Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）
集約を制限できます。エクスポート データの集約により、収集装置にエ
クスポート可能な NetFlow エクスポート データが要約されます。その結
果、NetFlow エクスポート データの帯域幅要件が減少し、NetFlow デー
タ収集装置のプラットフォーム要件も減少します。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR 1000 シリーズ集約
サービス ルータに導入されました。
この機能の詳細については、次の各項を参照してください。

• 「NetFlow 集約キャッシュの設定について」（P.3）
• 「NetFlow 集約キャッシュの設定方法」（P.23）
この機能により、ip flow-aggregation cache、show ip cache verbose
flow aggregation、および show ip flow export の各コマンドが変更され
ました。
ルータベース集約の

NetFlow 最小プレフィクス
マスク

Cisco IOS XE
Release 2.1

ルータベース集約の NetFlow 最小プレフィクス マスク機能を利用する
と、プレフィクス集約方式、宛先プレフィクス集約方式、および送信元
プレフィクス集約方式に最小のマスク サイズを設定できます。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR 1000 シリーズ ルー
タに導入されました。
この機能の詳細については、次の各項を参照してください。

• 「NetFlow 集約キャッシュの設定について」（P.3）
• 「NetFlow 集約キャッシュの設定方法」（P.23）
この機能により、ip flow-aggregation cache、mask destination、mask
source、および show ip cache flow aggregation の各コマンドが変更さ
れました。
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用語集
AS：Autonomous System（自律システム）。共通のルーティング戦略を共有し、共通の管理下にある
ネットワークの集合。自律システムはエリア別に分かれています。自律システムには、Internet
Assigned Numbers Authority（IANA; インターネット割り当て番号局）によって固有の 16 ビット番号
を割り当てる必要があります。

CEF：Cisco Express Forwarding。大規模かつ動的なトラフィック パターンを持つネットワークのネッ
トワーク パフォーマンスおよびスケーラビリティを最適化するレイヤ 3 IP スイッチング テクノロ
ジー。
NetFlow：フロー単位の情報を保持する Cisco IOS XE アカウンティング機能。
NetFlow 集約：NetFlow Collection Engine などの NetFlow データ収集装置にデータをエクスポートす
る前に、IOS ルータで NetFlow エクスポート データを要約する NetFlow の機能。この機能により、
NetFlow エクスポート データの帯域幅要件が減少し、NetFlow データ収集装置のプラットフォーム要
件も減少します。
：Cisco ルータおよび Catalyst シリーズ
NetFlow Collection Engine（以前の NetFlow FlowCollector）
スイッチで NetFlow と一緒に使用するシスコのアプリケーション。NetFlow Collection Engine によっ
て、NetFlow を実行するルータからパケットが収集され、それらのパケットが復号、集約、および格
納されます。NetFlow Collection Engine で設定できる各種の集約で、レポートを生成できます。

NetFlow v9：NetFlow エクスポート形式バージョン 9。NetFlow レコードをネットワーク ノードから
コレクタに送信する柔軟で拡張可能な方法です。NetFlow バージョン 9 のレコード タイプは定義可能
です。また NetFlow バージョン 9 は自己記述型であり、NetFlow Collection Engine の設定を容易にし
ます。

QoS：Quality of Service。伝送の品質とサービス可用性を反映する、伝送システムのパフォーマンスの
測定。
ToS：Type of Service（タイプ オブ サービス）。IP ヘッダー内の 2 番目のバイト。特定のデータグラム
に必要な Quality of Service（QoS）を示します。
エクスポート パケット：NetFlow サービスがイネーブルであるデバイス（ルータなど）によって作成
されたパケットのタイプ。このパケットには、NetFlow 統計情報が含まれており、別のデバイス
（NetFlow Collection Engine など）にアドレス指定されます。この他方のデバイスによってパケットが
処理されます（IP フローの情報の解析、集約、および格納）。
テンプレート フローセット：エクスポート パケット内でグループ化される 1 つまたは複数のテンプ
レート レコード。
フロー：送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル、送信元ポートと宛先ポート、タイプ オ
ブ サービス、およびフローがモニタされるインターフェイスがすべて同一のパケットの集合。入力フ
ローは入力インターフェイスに関連付けられ、出力フローは出力インターフェイスに関連付けられま
す。
フローセット：エクスポート パケットのパケット ヘッダーに続くフロー レコードの集合。フローセッ
トには、NetFlow Collection Engine で解析し、解釈する必要がある情報が含まれます。フローセット
には、テンプレート フローセットとデータ フローセットの 2 つのタイプがあります。エクスポート パ
ケットには、1 つまたは複数のフローセットが含まれます。テンプレート フローセットとデータ フ
ローセットの両方が 1 つのエクスポート パケットに混在する場合もあります。
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NetFlow および NetFlow データ エクス
ポートの設定

この章では、ネットワーク トラフィック データをキャプチャしてエクスポートするための NetFlow の
設定とその手順について説明します。NetFlow のキャプチャおよびエクスポートは、NetFlow がイ
ネーブルである各インターネットワーキング デバイスで個別に実行されます。NetFlow がネットワー
ク内の各ルータで動作可能である必要はありません。

NetFlow は、ルータを通過するパケットの統計情報を提供する Cisco IOS XE アプリケーションであ
り、ネットワーク アカウンティングおよびセキュリティの新たな主要テクノロジーになりつつありま
す。

機能情報の確認
最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応し
たリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能
がサポートされるリリースの一覧については、「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の
機能情報」（P.36）を参照してください。
プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS XE ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検
索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の前提条件」（P.2）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定に関する制約事項」（P.2）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定について」（P.3）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定方法」（P.18）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の設定例」（P.30）
• 「その他の参考資料」（P.32）
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• 「用語集」（P.35）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の機能情報」（P.36）

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の
前提条件
NetFlow をイネーブルにするには、次の手順を実行する必要があります。
• IP ルーティング用にルータを設定する。
• ルータ、および NetFlow を設定するインターフェイスで、シスコ エクスプレス フォワーディン
グ、高速スイッチングのいずれかがイネーブルであることを確認する。

• NetFlow はメモリおよび CPU リソースを余分に消費するので、ルータで必要とされるリソースを
確認する。

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定に
関する制約事項
NetFlow キャッシュのプリセット サイズ
NetFlow は、メモリを余分に消費します。メモリの制約がある場合は、エントリの数が減るように
NetFlow キャッシュのサイズをプリセットすることもできます。デフォルトのキャッシュ サイズは、
プラットフォームによって異なります。

Cisco IOS XE Release 2.1 以降のリリースの出力 NetFlow アカウンティング
出力 NetFlow アカウンティング機能では、IP トラフィックの NetFlow 統計情報だけがキャプチャされ
ます。MPLS 統計情報は、キャプチャされません。出力 NetFlow アカウンティング機能を Provider
Edge（PE; プロバイダー エッジ）ルータで使用することにより、MPLS パケットとしてルータに到着
し、ラベルのディスポジションが実行された出力 IP パケットに関する IP トラフィック フロー情報を
キャプチャできます。
出力 NetFlow アカウンティングでは、アカウンティング関連の追加計算がルータのトラフィック転送
パスで発生するので、ネットワーク パフォーマンスが低下する場合があります。
ローカルに生成されたトラフィック（出力 NetFlow アカウンティング機能が設定されているルータに
よって生成されるトラフィック）は、出力 NetFlow アカウンティング機能のフロー トラフィックとし
てカウントされません。

（注）

IPv4 パケットは、ルータを出るときに出力 NetFlow によってキャプチャされます。

NetFlow バージョン 9 データ エクスポートの制約事項
• 下位互換性：バージョン 9 には、バージョン 5 およびバージョン 8 との下位互換性はありません。
バージョン 5 またはバージョン 8 が必要である場合は、そのバージョンを設定する必要がありま
す。

• エクスポートの帯域幅：バージョン 5 と比較してバージョン 9 のエクスポートではより多くの帯域
幅を使用します（テンプレート フローセットのため）。バージョン 5 と比較した場合の帯域幅使用
量の増加は、テンプレート フローセットが送信される頻度によって異なります。デフォルトでは、

NetFlow コンフィギュレーション ガイド

2

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定
NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定について

帯域幅のコストの約 4 % を占める 20 パケットごとにテンプレートが再送信されます。必要に応じ
て ip flow-export template refresh-rate packets コマンドを使用することにより、再送信レートを
下げることができます。

• パフォーマンス上の影響：有効なテンプレート フローセットを生成し、維持するには追加処理が
必要であるため、バージョン 9 では全体的なパフォーマンスがわずかに低下します。

NetFlow バージョン 8 エクスポート形式の制約事項
バージョン 8 エクスポート形式は、集約キャッシュだけに使用できます。バージョン 8 を拡張して、新
規機能をサポートすることはできません。

NetFlow バージョン 5 エクスポート形式の制約事項
バージョン 5 エクスポート形式は、メイン キャッシュだけに適しています。バージョン 5 を拡張して、
新規機能をサポートすることはできません。

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定に
ついて
ここでは、ネットワーク トラフィックを分析するよう NetFlow を設定する前に理解しておく必要のあ
る情報を示します。

• 「NetFlow データ キャプチャ」（P.3）
• 「NetFlow フロー：主要フィールド」（P.4）
• 「NetFlow キャッシュの管理とデータ エクスポート」（P.4）
• 「NetFlow エクスポート形式バージョン 9、8、および 5」（P.5）
• 「出力 NetFlow アカウンティングの利点：NetFlow アカウンティングの簡素化」（P.16）
• 「NetFlow サブインターフェイス サポートの利点：データ収集の微調整」（P.18）
• 「NetFlow 複数エクスポート先：利点」（P.18）

NetFlow データ キャプチャ
NetFlow では、入力（着信）および出力（発信）パケットからデータがキャプチャされます。NetFlow
によって、次の入力 IP パケットの統計情報が収集されます。
• IP-to-IP パケット
• IP-to-Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）パケット
• フレームリレー終端パケット
• ATM 終端パケット

NetFlow では、次の機能を使用してすべての出力（発信）パケットのデータがキャプチャされます。
• 出力 NetFlow アカウンティング：NetFlow によって、IP トラフィックだけのすべての出力パケッ
トの統計情報が収集されます。
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NetFlow フロー：主要フィールド
ネットワーク フローは、所定の送信元から宛先までの単方向のパケット ストリームとして識別されま
す。送信元と宛先はいずれもネットワーク層の IP アドレスと、トランスポート層の送信元および宛先
ポート番号によって定義されます。具体的には、フローは次の主要フィールドの組み合わせで識別され
ます。

• 送信元 IP アドレス
• 宛先 IP アドレス
• 送信元ポート番号
• 宛先ポート番号
• レイヤ 3 プロトコル タイプ
• Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）
• 入力論理インターフェイス
これらの 7 つの主要フィールドにより、一意のフローを定義します。パケットの主要フィールドが 1 つ
でも別のパケットと異なる場合は、それぞれ別のフローに属するものと見なされます。フローに含まれ
るその他のアカウンティング フィールド（NetFlow エクスポート バージョン 5 フロー形式の
Autonomous System（AS; 自律システム）番号など）は、設定しているエクスポート レコード バー
ジョンによって異なります。フローは NetFlow キャッシュに格納されます。

NetFlow キャッシュの管理とデータ エクスポート
NetFlow の主要コンポーネントは、IP フロー情報が格納される NetFlow キャッシュまたはデータ ソー
スと、NetFlow Collection Engine などのネットワーク管理コレクタに NetFlow データを送信する
NetFlow エクスポートまたはトランスポート メカニズムです。NetFlow は、アクティブ フローごとに
NetFlow キャッシュ エントリ（フロー レコード）を作成することによって動作します。フロー レコー
ドは、アクティブ フローごとに NetFlow キャッシュ内に保持されます。NetFlow キャッシュ内の各フ
ロー レコードには、後から NetFlow Collection Engine などの収集装置にエクスポートできるフィール
ドが含まれています。
NetFlow は非常に効率性が高く、ルータで交換されるトラフィックの約 1.5 % がエクスポート データ
となります。NetFlow では、すべてのパケットが計上され（サンプル モード以外）、ルータまたはス
イッチに到達したすべてのネットワーク トラフィックが高い要約率で詳細に表示されます。

NetFlow 対応スイッチングのスケーラビリティとパフォーマンスを高めるには高度なフロー キャッ
シュ管理が必要であり、特に同時の短期フローを大量に処理する、密度と使用頻度の高いエッジ ルー
タにとって重要です。NetFlow キャッシュ管理ソフトウェアには、パケットが既存フローの一部であ
るかどうか、または新規のフロー キャッシュ エントリを生成すべきかどうかを効率的に判断するため
の高度なアルゴリズムが揃っています。また、これらのアルゴリズムによって NetFlow キャッシュに
存在するフロー単位のアカウンティング測定を動的に更新し、キャッシュのエージングやフローの期限
切れの判断を行うことができます。
期限切れの NetFlow キャッシュ エントリについては、次のルールが適用されます。

• 指定の時間、アイドル状態であったフローは期限切れとなり、キャッシュから削除されます。
• 長時間存続していたフローは期限切れとなり、キャッシュから削除されます （デフォルトでは、
フローの存続可能時間は最大 30 分です。基礎をなすパケット カンバセーションが中断されること
はありません）。

• キャッシュがいっぱいになると、フロー グループの積極的なエージングを同時に行うため、多数
のヒューリスティックが適用されます。
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期限切れとなったフローは「NetFlow エクスポート」データグラムにグループ化されて、NetFlow 対
応デバイスからのエクスポートが可能になります。NetFlow 機能は、インターフェイス単位で設定し
ます。NetFlow エクスポート機能を設定するには、Cisco NetFlow またはサードパーティ製のフロー
コレクタの IP アドレスとアプリケーション ポート番号を指定する必要があります。フロー コレクタと
は、NetFlow エクスポート データのフィルタリングおよび集約機能を行うデバイスです。図 1 に、メ
イン キャッシュおよび集約キャッシュからコレクタへの NetFlow データ エクスポートの例を示しま
す。
図 1

メイン キャッシュおよび集約キャッシュからの NetFlow データ エクスポート
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NetFlow エクスポート形式バージョン 9、8、および 5
以降の項では、NetFlow データ エクスポート形式バージョン 9、8、および 5 の詳細について説明しま
す。

• 「NetFlow エクスポート形式バージョン 9、8、および 5 の概要」（P.6）
• 「NetFlow エクスポート バージョンの形式」（P.6）
• 「NetFlow エクスポート パケット ヘッダーの形式」（P.7）
• 「NetFlow フロー レコードおよびエクスポート形式のコンテンツ情報」（P.8）
• 「NetFlow データ エクスポート形式の選択」（P.11）
• 「NetFlow バージョン 9 データ エクスポート形式」（P.12）
• 「NetFlow バージョン 8 データ エクスポート形式」（P.13）
• 「NetFlow バージョン 5 データ エクスポート形式」（P.14）
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NetFlow エクスポート形式バージョン 9、8、および 5 の概要
NetFlow では、User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）のデータがバージョ
ン 9、バージョン 8、バージョン 7、またはバージョン 5 のいずれかの形式でエクスポートされます。
• バージョン 9：新規のフィールドとレコード タイプのサポートに必要な汎用性を備えた、柔軟で拡
張性のある形式。バージョン 9 エクスポート形式の利用により、メイン キャッシュと集約キャッ
シュに同じバージョンを使用できます。また、この形式には拡張性があるため、今後導入される機
能に同じエクスポート形式を使用できます。

• バージョン 8：集約キャッシュからのデータ エクスポートをサポートするために追加された形式。
エクスポート データグラムには、特定の集約キャッシュ方式に対して有効である通常のバージョ
ン 5 エクスポート データのサブセットが含まれています。

• バージョン 5：BGP AS 情報とフローのシーケンス番号を追加するよう、後に拡張されたバージョ
ン （バージョン 2 ～ 4 はリリースされていません）。これが最も一般的に使用される形式です。

NetFlow エクスポート バージョンの形式
どのエクスポート バージョンでも、NetFlow エクスポート データグラムはヘッダーとフロー レコード
のシーケンスで構成されます。ヘッダーには、シーケンス番号、レコード数、システム稼動時間などの
情報が格納されます。フロー レコードには、IP アドレス、ポート、ルーティング情報などのフロー情
報が格納されます。

NetFlow バージョン 9 エクスポート形式は、最新の NetFlow エクスポート形式です。NetFlow バー
ジョン 9 エクスポート形式の識別機能は、テンプレートがベースとなります。テンプレートの利用によ
り、拡張性のあるレコード形式が実現します。この機能を使用することで、基本的なフロー レコード
形式を同時に変更することなく、将来的に NetFlow を拡張することができます。
NetFlow バージョン 9 エクスポート形式のテンプレートの使用には、他にも次のようにいくつかの重
要な利点があります。
• レイヤ 2 ～ 7 の情報、ルーティング情報、IP バージョン 6（IPv6）、IP バージョン 4（IPv4）、お
よびマルチキャスト情報といった、ルータまたはスイッチのほとんどの情報をエクスポートできま
す。これらの新しい情報により、エクスポート データを新たに応用して、ネットワーク動作を新
しい形で表示できるようになります。

• NetFlow のコレクタを提供したり、サービスを表示したりするアプリケーションを作成するサード
パーティ ビジネス パートナーは、新規の NetFlow エクスポート フィールドが追加されるたびにア
プリケーションを再コンパイルする必要はありません。代わりに、既知のテンプレート形式を記述
する外部のデータ ファイルを使用することができます。

• 新規機能は、現在の導入環境を損ねることなく、NetFlow により迅速に追加できます。

Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）の IP Information Export
（IPFIX）Working Group（WG; ワーキング グループ）および IETF Pack Sampling（PSAMP）WG
は、NetFlow バージョン 9 エクスポート形式に基づいています。
バージョン 5 エクスポート形式では、Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロト
コル）自律システム情報およびフロー シーケンス番号が追加されます。バージョン 8 エクスポート形
式は、Cisco IOS XE ルータ プラットフォームでルータベースの NetFlow 集約をイネーブルにするとき
に使用する NetFlow エクスポート形式です。
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図 2 に、NetFlow の固定形式のエクスポート バージョン 5、7、および 8 に使用される一般的なデータ
グラムを示します。
図 2

NetFlow の固定形式のエクスポート バージョン 5、7、および 8 の一般的なデータグラム

IP ࡋ࠶࠳
UDP ࡋ࠶࠳
NetFlow ࡋ࠶࠳
ࡈࡠ ࠦ࠼
ࡈࡠ ࠦ࠼

ࡈࡠ ࠦ࠼

121902

...

NetFlow エクスポート パケット ヘッダーの形式
5 つのすべてのエクスポート バージョンで、データグラムはヘッダーと 1 つまたは複数のフロー レ
コードによって構成されます。ヘッダーの最初のフィールドには、エクスポート データグラムのバー
ジョン番号が格納されます。通常、すべての形式バージョンに対応する受信アプリケーションでは、任
意の形式バージョンからの最大限のデータグラムを格納するのに十分な大きさのバッファが割り当てら
れ、ヘッダーを使用してデータグラムの解釈方法が判断されます。ヘッダーの 2 番目のフィールドに
は、データグラム内のレコード数が定義されます（このデータグラムによって表される期限切れフロー
の数を示します）。NetFlow エクスポート バージョン 5、8、および 9 のデータグラム ヘッダーには、
データグラムの損失を確認するために NetFlow コレクタで使用される「シーケンス番号」のフィール
ドも含まれます。
図 3 に、NetFlow バージョン 9 エクスポート パケット ヘッダーの形式を示します。
図 3

NetFlow バージョン 9 エクスポート パケット ヘッダーの形式
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表 1 に、NetFlow バージョン 9 エクスポート パケット ヘッダーのフィールド名と説明を示します。
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表 1

NetFlow バージョン 9 エクスポート パケット ヘッダーのフィールド名および説明

フィールド名

説明

バージョン

このパケットでエクスポートされる NetFlow レコードのバージョン。バージョ
ン 9 の場合、この値は 0x0009 になります。

カウント

このパケット内に含まれる FlowSet レコードの数（テンプレートおよびデータ）。

システム稼動時間

このデバイスが最初に起動してから現在までの時間（ミリ秒）。

UNIX 秒

0000 Coordinated Universal Time（UTC; 協定世界時）1970 から現在までの秒
数。

パッケージ シーケ このエクスポート デバイスによって送信されるすべてのエクスポート パケット
ンス
のインクリメンタル シーケンス カウンタ。この累積値を使用して、エクスポー
ト パケットの欠落がないかどうかを確認できます。
この値は、NetFlow バージョン 5 およびバージョン 8 のヘッダーから変更されま
した。これらのバージョンでは、この数値は「合計フロー数」を表していまし
た。
送信元 ID

送信元 ID フィールドは特定のデバイスからエクスポートされた各フローの固有
性を保証するために使用される、32 ビットの値です （送信元 ID フィールドは
NetFlow バージョン 5 およびバージョン 8 のヘッダーに見られるエンジン タイ
プ フィールドおよびエンジン ID フィールドに相当します）。このフィールドの
形式はベンダー固有です。シスコの実装では、最初の 2 バイトが将来の拡張用に
予約されており、常にゼロになります。3 番目のバイトは、エクスポートを行う
デバイスのルーティング エンジンに関する固有性を示します。4 番目のバイト
は、エクスポートを行うデバイスの特定のライン カードまたは Versatile
Interface Processor に関する固有性を示します。収集装置では、送信元 IP アドレ
スと送信元 ID フィールドの組み合わせを使用して、着信 NetFlow エクスポート
パケットを特定のデバイス上の固有な NetFlow インスタンスに関連付けます。

NetFlow フロー レコードおよびエクスポート形式のコンテンツ情報
ここでは、シスコのエクスポート形式のフロー レコードの詳細を示します。表 2 に、バージョン 5 およ
び 9 に使用できるフロー レコード形式のフィールドを示します （Y は、そのフィールドが使用できる
ことを示します。N は、そのフィールドが使用できないことを示します）。
表 2

形式バージョン 5 および 9 の NetFlow フロー レコード形式のフィールド

バージョン バージョン
フィールド

5

9

送信元 IP アドレス

Y

Y

宛先 IP アドレス

Y

Y

送信元 TCP/UDP アプリケーション ポート

Y

Y

宛先 TCP/UDP アプリケーション ポート

Y

Y

ネクスト ホップ ルータ IP アドレス

Y

Y

入力物理インターフェイス インデックス

Y

Y

出力物理インターフェイス インデックス

Y

Y

このフローのパケット カウント

Y

Y

このフローのバイト カウント

Y

Y

フロー タイムスタンプの開始

Y

Y
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表 2

形式バージョン 5 および 9 の NetFlow フロー レコード形式のフィールド（続き）

バージョン バージョン
フィールド

5

9

フロー タイムスタンプの終了

Y

Y

IP プロトコル（例：TCP=6、UDP=17）

Y

Y

Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）バイト

Y

Y

TCP フラグ（TCP フラグの累積 OR）

Y

Y

送信元 AS 番号

Y

Y

宛先 AS 番号

Y

Y

送信元サブネット マスク

Y

Y

宛先サブネット マスク

Y

Y

フラグ（複数のフローのうち、どのフローが無効であるかを示します）

Y

Y

その他のフロー フィールド1

N

Y

1. バージョン 9 エクスポート形式で使用できるその他のフロー フィールドのリストについては、図 5 を参照してく
ださい。

図 4 に、バイトの各位置のコンテンツとその説明を含む、NetFlow バージョン 5 エクスポート レコー
ド形式の例を示します。太字の用語は、バージョン 5 形式に追加された値を示します。

↪㊂

ᤨ㑆

ࡐ࠻
↪₸
QoS

NetFlow バージョン 5 エクスポート レコード形式
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̒ ㅍାర TCP/UDP ࡐ࠻
̒ ተవ TCP/UDP ࡐ࠻
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̒ ജ ifIndex
̒ ജ ifIndex
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図 4

表 3 に、NetFlow バージョン 5 エクスポート レコード形式のフィールド名と説明を示します。
表 3

NetFlow バージョン 5 エクスポート レコード形式のフィールド名および説明

コンテンツ バイト

説明

srcaddr

0～3

送信元 IP アドレス

dstaddr

4～7

宛先 IP アドレス

nexthop

8 ～ 11

ネクスト ホップ ルータの IP アドレス

input

12 ～ 13

入力インターフェイス SNMP ifIndex

output

14 ～ 15

出力インターフェイス SNMP ifIndex
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表 3

NetFlow バージョン 5 エクスポート レコード形式のフィールド名および説明（続き）

コンテンツ バイト

説明

dPkts

16 ～ 19

フロー内のパケット

dOctets

20 ～ 23

フロー内のオクテット（バイト）

first

24 ～ 27

フロー開始時のシステム稼動時間

last

28 ～ 31

フローの最後のパケットが受信されたときのシステム稼動時間

srcport

32 ～ 33

レイヤ 4 送信元ポート番号または同等のポート番号

dstport

34 ～ 35
36

レイヤ 4 宛先ポート番号または同等のポート番号

tcp_flags

37

TCP フラグの累積 OR

prot

38

レイヤ 4 プロトコル（例：6=TCP、17=UDP）

tos

39

IP タイプオブサービス バイト

src_as

40 ～ 41

送信元の自律システム番号（オリジンまたはピア）

dst_as

42 ～ 43
44

宛先の自律システム番号（オリジンまたはピア）

src_mask
dst_mask

45

宛先アドレス プレフィクス マスク ビット

pad2

46 ～ 47

PAD 2 は未使用（ゼロ）バイトです。

pad1

未使用（ゼロ）バイト

送信元アドレス プレフィクス マスク ビット

図 5 に、バージョン 9 エクスポート形式の一般的なフロー レコードを示します。NetFlow バージョン
9 エクスポート レコード形式は、従来の NetFlow の固定形式エクスポート レコードとは異なります。
NetFlow バージョン 9 では、テンプレートに NetFlow データが記述され、フロー セットに実際のデー
タが含まれます。このため、柔軟なエクスポートが実現します。バージョン 9 の現在のフィールドの詳
細およびエクスポート形式アーキテクチャについては、『NetFlow Version 9 Flow-Record Format』の
マニュアルを参照してください。
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NetFlow バージョン 9 エクスポート パケットの例
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図 5

すべてのエクスポート バージョンについて、最近期限切れとなったフローの数があらかじめ決められ
た最大数に達した時点か、1 秒おきのいずれかが先に発生したタイミングで、NetFlow データ エクス
ポート パケットを送信する宛先（NetFlow Collection Engine を実行するワークステーションなど）を
指定します。バージョン 5 データグラムの場合は、最大 30 個のフローを約 1500 バイトからなる 1 つ
の UDP データグラムで送信できます。
バージョン 9 のフロー レコード形式、データ タイプ、およびエクスポート データ フィールドと、該当
する場合はプラットフォーム固有の情報については、
『NetFlow Solutions Service Guide』の付録 2 を参
照してください。

NetFlow データ エクスポート形式の選択
NetFlow では、エクスポート形式バージョン 9、8、または 5 の UDP データグラムにデータがエクス
ポートされます。表 4 に、特定の NetFlow エクスポート形式を選択する状況について説明します。
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表 4

特定の NetFlow エクスポート形式を選択する状況

エクスポート
形式
バージョン 9

選択する状況
マルチキャスト、DoS、IPv6 などの各種テクノロジーからデータをエクスポートす
る必要がある場合。
バージョン 9 エクスポート形式では、メイン キャッシュと集約キャッシュからのエ
クスポートがサポートされます。

バージョン 8

集約キャッシュからデータをエクスポートする必要がある場合。バージョン 8 エク
スポート形式は、集約キャッシュからのエクスポートだけに使用できます。

バージョン 5

NetFlow メイン キャッシュからデータをエクスポートする必要があり、新規機能を
サポートする予定がない場合。
バージョン 5 エクスポート形式では、集約キャッシュからのエクスポートはサポー
トされません。

NetFlow バージョン 9 データ エクスポート形式
NetFlow バージョン 9 データ エクスポートでは、シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチング
および高速スイッチングがサポートされます。

NetFlow バージョン 9 は、NetFlow レコードをネットワーク ノードからコレクタに送信する柔軟で拡
張可能な方法です。NetFlow バージョン 9 のレコード タイプは定義可能です。また NetFlow バージョ
ン 9 は自己記述型であり、NetFlow Collection Engine の設定を容易にします。
バージョン 9 エクスポートを使用すると、設定した間隔で NetFlow Collection Engine（以前の
NetFlow FlowCollector）に送信できる新規の形式をルータに定義できます。必要な機能をイネーブル
にすると、それらの機能に対応するフィールド値が NetFlow Collection Engine に送信されます。

NetFlow Collection Engine を提供したり、NetFlow のサービスを表示したりするアプリケーションの
製造元であるサードパーティ ビジネス パートナーは、新規の NetFlow テクノロジーが追加されるたび
にアプリケーションを再コンパイルする必要はありません。その代わり、NetFlow v9 エクスポート形
式機能を利用することで、既知のテンプレート形式とフィールド タイプが記述された外部のデータ
ファイルを使用できます。
NetFlow バージョン 9 については、次の点を考慮してください。
• レコード形式はテンプレートによって定義されます。
• テンプレートの記述は、ルータから NetFlow Collection Engine に伝達されます。
• フロー レコードは最小限のテンプレート情報とともにルータから NetFlow Collection Engine に送
信されるので、NetFlow Collection Engine でレコードを適切なテンプレートに関連付けることが
できます。

• バージョン 9 は基礎をなすトランスポート（UDP、TCP、SCTP など）とは無関係です。

NetFlow バージョン 9 テンプレートベース フロー レコード形式
NetFlow バージョン 9 エクスポート形式の主な特徴は、テンプレートベースだということです。テン
プレートには、NetFlow レコード形式と、レコード内のフィールドの属性（タイプや長さなど）が記
述されます。ルータで各テンプレートに ID が割り当てられ、テンプレートの記述と一緒に NetFlow
Collection Engine に伝達されます。テンプレート ID は、ルータから NetFlow Collection Engine への
その後のすべての通信に使用されます。
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NetFlow バージョン 9 エクスポート フロー レコード
NetFlow の基本出力はフロー レコードです。NetFlow バージョン 9 エクスポート形式では、テンプ
レートに定義されているものと同じフィールドのシーケンスと後に、フロー レコードが続きます。

NetFlow フロー レコードが属するテンプレートは、テンプレートに属する NetFlow フロー レコードの
グループの前に付加されるテンプレート ID によって決定します。既存の NetFlow フロー レコード形
式の詳細については、『NetFlow Services Solutions Guide』を参照してください。

NetFlow バージョン 9 エクスポート パケット
NetFlow バージョン 9 のエクスポート パケットは、パケット ヘッダーとフローセットで構成されます。
パケット ヘッダーによって新規バージョンが識別され、その他の情報が提供されます。バージョン 9
エクスポート パケット ヘッダーの詳細については、図 3 を参照してください。フローセットには、テ
ンプレート フローセットとデータ フローセットの 2 種類があります。テンプレート フローセットに
は、データ フローセット（またはフロー レコード）に含まれるフィールドが記述されます。各データ
フローセットには、同じテンプレート ID を持つ 1 つまたは複数のフローの値または統計情報が含まれ
ます。NetFlow Collection Engine でテンプレート フローセットが受信されると、フローセットとエク
スポート元アドレスが格納されるので、フローセット ID と送信元の組み合わせに一致する後続のデー
タ フローセットをテンプレート フローセットのフィールド定義にしたがって解析できます。バージョ
ン 9 では、NetFlow Collection Engine Version 4.0 がサポートされます。バージョン 9 のエクスポート
パケットの例については、図 5 を参照してください。

NetFlow バージョン 8 データ エクスポート形式
バージョン 8 データ エクスポート形式は、Cisco IOS XE ルータ プラットフォームでルータベースの
NetFlow 集約機能がイネーブルである場合に使用される NetFlow エクスポート形式です。バージョン
8 形式は、設定されている集約キャッシュ方式に基づいたバージョン 5 エクスポート データのサブセッ
トを含むエクスポート データグラムに対応します。たとえば、宛先プレフィクス集約方式に対して
バージョン 5 エクスポート データの特定のサブセットがエクスポートされ、送信元プレフィクス集約
方式に対して別のサブセットがエクスポートされます。
バージョン 8 エクスポート形式は、Cisco IOS NetFlow 集約機能に導入されました。NetFlow ToS ベース
ルータ集約機能に対しては、バージョン 8 形式も使用する追加の 6 つの集約方式が定義されています。集
約キャッシュに対するバージョン 8 データ エクスポートの設定については、「Configuring NetFlow
Aggregation Caches」の章を参照してください。
バージョン 8 データグラムは、バージョン番号（つまり、8）とタイムスタンプの情報を含むヘッダー
と、その後に続く NetFlow キャッシュの個々のエントリに対応する 1 つまたは複数のレコードによっ
て構成されます。
図 6 に、NetFlow バージョン 8 エクスポート パケット ヘッダーの形式を示します。

NetFlow コンフィギュレーション ガイド

13

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定
NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定について

図 6

NetFlow バージョン 8 エクスポート パケット ヘッダーの形式
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表 5 に、NetFlow バージョン 8 エクスポート パケット ヘッダーのフィールド名と定義を示します。
表 5

NetFlow バージョン 8 エクスポート パケット ヘッダーのフィールド名および説明

フィールド名

説明

バージョン

フロー エクスポート形式のバージョン番号。この場合は 8 です。

カウント

データグラム内のエクスポート レコードの数。

システム稼動時間

ルータが最後に起動してから現在までの時間（ミリ秒）。

UNIX 秒

0000 UTC 1970 から現在までの秒数。

UNIX ナノ秒

0000 UTC 1970 からの残余時間（ナノ秒）。

フロー シーケンス番号

このエクスポート ストリームに関する、送信された合計フローのシー
ケンス カウンタ。

エンジン タイプ

スイッチング エンジンのタイプ。RP = 0 および LC = 1。

エンジン ID

NetFlow エンジンのスロット番号。

集約

使用される集約方式のタイプ。

集約バージョン

集約サブ形式のバージョン番号。現在値は「2」です。

サンプリング間隔

サンプル NetFlow が設定されている場合に使用される間隔値。

予備

ゼロ フィールド。

NetFlow バージョン 5 データ エクスポート形式
バージョン 5 データ エクスポート形式によって、Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲート
ウェイ プロトコル）自律システム情報およびフロー シーケンス番号のサポートが追加されます。

NetFlow では、エクスポート データグラムの送信に UDP が使用されるので、データグラムが失われる
場合があります。バージョン 5 ヘッダーの形式には、フロー エクスポート情報が失われていないかど
うかを確認するためのフロー シーケンス番号が含まれます。このシーケンス番号は、前のデータグラ

NetFlow コンフィギュレーション ガイド
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ムのシーケンス番号に前のデータグラム内のフローの数を足したものとなります。新しいデータグラム
を受信すると、受信したアプリケーションでは、ヘッダー内のシーケンス番号から予測されるシーケン
ス番号を差し引くことによって、欠落しているフローの数を取得できます。
バージョン 5 エクスポート形式のすべてのフィールドは、ネットワーク バイト オーダーになります。
図 7 に、NetFlow バージョン 5 エクスポート パケット ヘッダーの形式を示します。
図 7

NetFlow バージョン 5 エクスポート パケット ヘッダーの形式
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表 6 に、NetFlow バージョン 5 エクスポート パケット ヘッダーのフィールド名と説明を示します。
表 6

NetFlow バージョン 5 エクスポート パケット ヘッダーのフィールド名および説明

フィールド

説明

バージョン

このパケットでエクスポートされる NetFlow レコードのバージョン。

カウント

このパケット内に含まれる FlowSet レコードの数（テンプレートおよび
データ）。

システム稼動時間

このデバイスが最初に起動してから現在までの時間（ミリ秒）。

UNIX 秒

0000 UTC 1970 から現在までの秒数。

UNIX ナノ秒

0000 UTC 1970 からの残余時間（ナノ秒）。

フロー シーケンス番号

表示される合計フローのシーケンス番号。

予備

ゼロ フィールド。

エンジン タイプ

フロー スイッチング エンジンのタイプ（RP の場合は 0、VIP/LC の場
合は 1）。

エンジン ID

フロー スイッチング エンジンの VIP または LC スロット番号。

NetFlow コンフィギュレーション ガイド
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表 7 に、バージョン 5 エクスポート形式ヘッダーのネットワーク バイト オーダーを示します。
表 7

バージョン 5 エクスポート形式ヘッダーのネットワーク バイト オーダー

バイト

コンテンツ

説明

0～3

バージョンおよびカ
ウント

NetFlow エクスポート形式のバージョン番号と、このパ
ケットでエクスポートされるフローの数（1 ～ 30）

4～7

システム稼動時間

ルータが起動されてから現在までの時間（ミリ秒）

8 ～ 11

unix_secs

0000 UTC 1970 から現在までの秒数

12 ～ 15

unix_nsecs

0000 UTC 1970 からの残余時間（ナノ秒）

16 ～ 19

flow_sequence

表示される合計フローのシーケンス カウンタ

20 ～ 23

予備

未使用（ゼロ）バイト

表 8 に、バージョン 5 フロー レコード形式のバイトの定義を示します。
表 8

バージョン 5 フロー レコード形式

バイト

コンテンツ

説明

0～3

srcaddr

送信元 IP アドレス。

4～7

dstaddr

宛先 IP アドレス。

8 ～ 11

nexthop

ネクスト ホップ ルータの IP アドレス。

12 ～ 15

入力および出力インターフェイスの SNMP インデックス。

16 ～ 19

input および output
dPkts

20 ～ 23

dOctets

フローのパケット内のレイヤ 3 バイトの合計。

24 ～ 27

First

フロー開始時のシステム稼動時間。

28 ～ 31

Last

フローの最後のパケットが受信されたときのシステム稼動時
間。

32 ～ 35

srcport および dstport TCP/UDP 送信元と宛先のポート番号または同等のポート番

フロー内のパケット。

号。

36 ～ 39

pad1、tcp_flags、
prot、および tos

未使用（ゼロ）バイト、TCP プラグの累積 OR、IP プロト
コル（例：6 = TCP、17 = UDP）および IP ToS。

40 ～ 43

src_as および dst_as

送信元および宛先の自律システム（オリジンまたはピア）

44 ～ 47

src_mask、
dst_mask、および
pad2

送信元および宛先のアドレス プレフィクス マスク ビット。
Pad 2 は未使用（ゼロ）バイトです。

出力 NetFlow アカウンティングの利点：NetFlow アカウンティングの
簡素化
出力 NetFlow アカウンティング機能の利用により、NetFlow の設定が簡素化されます。次の例で、そ
の仕組みを示します。
図 8 と図 9 では、サーバに関する着信および発信（入力および出力）の両方のフロー統計情報が必要
とされています。サーバはルータ B に接続されています。ネットワークのコアを示す図中の「クラウ
ド」には、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）Virtual
Private Networks（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）が含まれています。
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矢印で示されているすべてのトラフィックを計上する必要があります。実線の矢印は IP トラフィック
を示し、点線の矢印は MPLS VPN を示しています。
図 8 には、出力 NetFlow アカウンティング機能が導入される前に、フロー トラフィックがどのように
追跡されていたかを示します。図 9 には、出力 NetFlow アカウンティング機能が導入された後は、フ
ロー トラフィックがどのように追跡されるようになったかを示します。この例では、出力 NetFlow ア
カウンティング機能によって設定手順が簡素化され、サーバに関する着信フローおよび発信フローの統
計情報の収集と追跡が容易になります。
出力 NetFlow アカウンティング機能が導入される前は入力フローしか追跡できなかったため、ルータ
B からの入力フローおよび出力フローを追跡するには、次の NetFlow 設定を行う必要がありました。

• ルータ A からルータ B への入力 IP トラフィックを追跡するために、ルータ B のインターフェイス
で NetFlow をイネーブルにする。
• ルータ B からルータ D への入力 IP トラフィックを追跡するために、ルータ D のインターフェイス
で NetFlow をイネーブルにする。
• ルータ B からルータ A への MPLS VPN の入力トラフィックを追跡するために、ルータ A のイン
ターフェイスで NetFlow をイネーブルにする。
• ルータ D からルータ B への MPLS VPN の入力トラフィックを追跡するために、ルータ B のイン
ターフェイスで NetFlow をイネーブルにする。
図 8

入力だけの NetFlow の例

A

D

C

B

ࠨࡃ

121274

ࡈࡠߪߎߎߢ
ࠞ࠙ࡦ࠻ߐࠇ߹ߔ

図 8 で使用しているような設定でサーバのフロー統計情報を取得するには、3 つの各ルータからの
NetFlow 統計情報を 1 つにまとめる必要があります。
これに対し、図 9 の例では、NetFlow、出力 NetFlow アカウンティング機能、および MPLS 出力
NetFlow アカウンティング機能を使用してルータ B に関する入力フローおよび出力フローの統計情報
をキャプチャすることで、サーバに関する必要なフロー統計情報を取得しています。
図 9 では、次の NetFlow 設定がルータ B に適用されます。

• ルータ A からルータ B への入力 IP トラフィックを追跡するために、ルータ B のインターフェイス
で NetFlow をイネーブルにする。
• ルータ B からルータ D への出力 IP トラフィックを追跡するために、ルータ B のインターフェイス
で出力 NetFlow アカウンティング機能をイネーブルにする。
• ルータ B からルータ D への MPLS VPN の入力トラフィックを追跡するために、ルータ B のイン
ターフェイスで NetFlow をイネーブルにする。
• ルータ B からルータ A への MPLS VPN の入力トラフィックを追跡するために、ルータ B のイン
ターフェイスで NetFlow をイネーブルにする。
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ルータ B で NetFlow を設定した後は、ルータ B で show ip cache flow コマンドまたは show ip cache
verbose flow コマンドを入力することによって、サーバに関するすべての NetFlow 統計情報を表示で
きます。
図 9

出力 NetFlow アカウンティングの例
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NetFlow サブインターフェイス サポートの利点：データ収集の微調整
NetFlow はサブインターフェイス単位で設定できます。ネットワークに何千ものサブインターフェイ
スが存在する場合に、ほんのいくつかのサブインターフェイスからだけエクスポート レコードを収集
するには、そのようにサブインターフェイス単位で設定できます。その結果、NetFlow データ エクス
ポートの帯域幅要件が減少し、NetFlow データ収集装置のプラットフォーム要件も減少します。
選択したサブインターフェイスに NetFlow を設定することには、次の利点があります。

• ルーティング デバイスと NetFlow 管理ワークステーション間に必要な帯域幅が減少する。
• NetFlow ワークステーションの要件が減少する。つまり、処理用のワークステーションに送信され
るフローの数が減少します。

NetFlow 複数エクスポート先：利点
NetFlow 複数エクスポート先機能の利用により、NetFlow データに複数の宛先を設定できます。この
機能をイネーブルにすると、NetFlow データのまったく同じ 2 つのストリームが宛先ホストに送信さ
れます。現在、最大で 2 つのエクスポート先を設定できます。
NetFlow 複数エクスポート先機能により、冗長データ ストリームが提供されるので、完全な NetFlow
データを受信できる可能性が増します。同じエクスポート データが複数の NetFlow コレクタに送信さ
れるので、パケットの損失が減少します。

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定方法
ここでは、ネットワーク トラフィック データをキャプチャしてエクスポートするための NetFlow の設
定とその手順について説明します。ネットワーク トラフィック データをキャプチャしてエクスポート
するように NetFlow を設定するには、次の作業を行います。

• 「NetFlow の設定」（P.19）（必須）
• 「NetFlow が動作可能であることの確認と NetFlow 統計情報の表示」（P.20）（任意）
• 「バージョン 9 エクスポート形式を使用する NetFlow データ エクスポートの設定」（P.22）（任意）
• 「NetFlow データ エクスポートが動作可能であることの確認」（P.25）（任意）
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• 「ルータ上の NetFlow 統計情報の消去」（P.26）（任意）
• 「NetFlow メイン キャッシュ パラメータのカスタマイズ」（P.27）（任意）

NetFlow の設定
NetFlow を設定する（イネーブルにする）には、次の手順を実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-type interface-number
4. ip flow {ingress | egress}
5. exit
6. 他のインターフェイスで NetFlow をイネーブルにするには、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。
7. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

enable

目的
（必須）特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

（必須）グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface interface-type interface-number

例：

（必須）NetFlow をイネーブルにするインターフェイスを
指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Router(config)# interface fastethernet 0/0/0

ステップ 4

ip flow {ingress | egress}

例：
Router(config-if)# ip flow ingress

または
例：
Router(config-if)# ip flow egress

（必須）インターフェイスで NetFlow をイネーブルにしま
す。

• ingress：インターフェイスで受信中のトラフィックを
キャプチャします。

• egress：インターフェイスで送信中のトラフィックを
キャプチャします。
これは、「出力 NetFlow アカウンティングの利点：
NetFlow アカウンティングの簡素化」（P.16）で説明し
ている出力 NetFlow アカウンティング機能です。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

exit

目的
（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：

別のインターフェイスで NetFlow をイネーブルに
する場合だけ、このコマンドを使用します。

Router(config-if)# exit

（注）

ステップ 6

他のインターフェイスで NetFlow をイネーブルにす
るには、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。

（任意）—

ステップ 7

end

（必須）現在のコンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end

NetFlow が動作可能であることの確認と NetFlow 統計情報の表示
NetFlow が動作可能であることを確認し、NetFlow 統計情報を表示するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. enable
2. show ip cache flow
3. show ip cache verbose flow
4. end
手順の詳細
ステップ 1

enable
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パ
スワードを入力します。
Router> enable
Router#

ステップ 2

show ip cache flow
このコマンドを使用して、NetFlow が動作可能であることを確認し、NetFlow 統計情報の要約を表示
します。コマンドからの出力例を、次に示します。
Router# show ip cache flow
IP packet size distribution (1103746 total packets):
1-32
64
96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.249 .694 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
.000 .000 .027 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
35 active, 4061 inactive, 980 added
2921778 ager polls, 0 flow alloc failures
Active flows timeout in 30 minutes
Inactive flows timeout in 15 seconds
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IP Sub Flow Cache, 21640 bytes
0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
0 alloc failures, 0 force free
1 chunk, 1 chunk added
last clearing of statistics never
Protocol
Total
Flows
Packets Bytes Packets Active(Sec) Idle(Sec)
-------Flows
/Sec
/Flow /Pkt
/Sec
/Flow
/Flow
TCP-FTP
108
0.0
1133
40
2.4
1799.6
0.9
TCP-FTPD
108
0.0
1133
40
2.4
1799.6
0.9
TCP-WWW
54
0.0
1133
40
1.2
1799.6
0.8
TCP-SMTP
54
0.0
1133
40
1.2
1799.6
0.8
TCP-BGP
27
0.0
1133
40
0.6
1799.6
0.7
TCP-NNTP
27
0.0
1133
40
0.6
1799.6
0.7
TCP-other
297
0.0
1133
40
6.8
1799.7
0.8
UDP-TFTP
27
0.0
1133
28
0.6
1799.6
1.0
UDP-other
108
0.0
1417
28
3.1
1799.6
0.9
ICMP
135
0.0
1133
427
3.1
1799.6
0.8
Total:
945
0.0
1166
91
22.4
1799.6
0.8
SrcIf
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
.
.
.
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
FEt0/0/0
Router#

ステップ 3

SrcIPaddress
192.168.67.6
10.10.18.1
10.10.18.1
10.234.53.1
10.10.19.1
10.10.19.1
192.168.87.200
192.168.87.200

DstIf
FEt1/0/0.1
Null
Null
FEt1/0/0.1
Null
Null
FEt1/0/0.1
FEt1/0/0.1

172.16.1.84
172.16.1.84
172.16.1.85
172.16.1.85
10.251.10.1
10.162.37.71

FEt1/0.1
FEt1/0.1
FEt1/0.1
FEt1/0.1
FEt1/0.1
Null

DstIPaddress
172.16.10.200
172.16.11.5
172.16.11.5
172.16.10.2
172.16.11.6
172.16.11.6
172.16.10.2
172.16.10.2

172.16.10.19
172.16.10.19
172.16.10.20
172.16.10.20
172.16.10.2
172.16.11.3

Pr
01
11
11
01
11
11
06
06

SrcP
0000
0043
0045
0000
0044
00A2
0014
0015

06
06
06
06
01
06

DstP
0C01
0043
0045
0800
0044
00A2
0014
0015

0087
0050
0089
0050
0000
027C

Pkts
51
51
51
51
51
51
50
52

0087
0050
0089
0050
0800
027C

50
51
49
50
51
49

show ip cache verbose flow
このコマンドを使用して、NetFlow が動作可能であることを確認し、NetFlow 統計情報の詳細な要約
を表示します。コマンドからの出力例を、次に示します。
Router# show ip cache verbose flow
ToS
IP packet size distribution (1130681 total packets):
1-32
64
96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.249 .694 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
.000 .000 .027 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
35 active, 4061 inactive, 980 added
2992518 ager polls, 0 flow alloc failures
Active flows timeout in 30 minutes
Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 21640 bytes
0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
0 alloc failures, 0 force free
1 chunk, 1 chunk added
last clearing of statistics never
Protocol
Total
Flows
Packets Bytes Packets Active(Sec) Idle(Sec)

NetFlow コンフィギュレーション ガイド

21

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定
NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定方法

-------TCP-FTP
TCP-FTPD
TCP-WWW
TCP-SMTP
TCP-BGP
TCP-NNTP
TCP-other
UDP-TFTP
UDP-other
ICMP
Total:
SrcIf
Port Msk
FEt0/0/0
0000 /0
FEt0/0/0
0043 /0
FEt0/0/0
0045 /0
FEt0/0/0
0000 /0
FEt0/0/0
0044 /0
.
.
.
FEt0/0/0
0087 /0
FEt0/0/0
0050 /0
FEt0/0/0
0089 /0
FEt0/0/0
0050 /0
FEt0/0/0
0000 /0
FEt0/0/0
027C /0
Router#

ステップ 4

Flows
108
108
54
54
27
27
297
27
108
135
945

/Sec
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

SrcIPaddress
AS
192.168.67.6
0
10.10.18.1
0
10.10.18.1
0
10.234.53.1
0
10.10.19.1
0

172.16.1.84
0
172.16.1.84
0
172.16.1.85
0
172.16.1.85
0
10.251.10.1
0
10.162.37.71
0

/Flow
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1417
1133
1166

/Pkt
40
40
40
40
40
40
40
28
28
427
91

/Sec
2.4
2.4
1.2
1.2
0.6
0.6
6.6
0.6
3.0
3.0
21.9

/Flow
1799.6
1799.6
1799.6
1799.6
1799.6
1799.6
1799.7
1799.6
1799.6
1799.6
1799.6

/Flow
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.8
1.0
0.9
0.8
0.8

DstIf
Port Msk AS
FEt1/0.1
0C01 /0 0
Null
0043 /0 0
Null
0045 /0 0
FEt1/0.1
0800 /0 0
Null
0044 /0 0

DstIPaddress
NextHop
172.16.10.200
0.0.0.0
172.16.11.5
0.0.0.0
172.16.11.5
0.0.0.0
172.16.10.2
0.0.0.0
172.16.11.6
0.0.0.0

Pr TOS Flgs Pkts
B/Pk Active
01 00 10
799
28 1258.1
11 00 10
799
28 1258.0
11 00 10
799
28 1258.0
01 00 10
799
28 1258.1
11 00 10
799
28 1258.1

FEt1/0/0.1
0087 /0 0
FEt1/0/0.1
0050 /0 0
FEt1/0/0.1
0089 /0 0
FEt1/0/0.1
0050 /0 0
FEt1/0/0.1
0800 /0 0
Null
027C /0 0

172.16.10.19
0.0.0.0
172.16.10.19
0.0.0.0
172.16.10.20
0.0.0.0
172.16.10.20
0.0.0.0
172.16.10.2
0.0.0.0
172.16.11.3
0.0.0.0

06 00
06
06
06
01
06

00
40
00 00
40
00 00
40
00 00
40
00 10
1500
00 00
40

799
1258.1
799
1258.0
798
1256.5
799
1258.0
799
1258.1
798
1256.4

end
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードを終了します。
Router# end

バージョン 9 エクスポート形式を使用する NetFlow データ エクスポート
の設定
バージョン 9 エクスポート形式を使用して NetFlow データ エクスポートを設定するには、次の手順を
実行します。
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前提条件
この作業には、NetFlow の設定手順は含まれていません。NetFlow データ エクスポートを使用してト
ラフィック データをエクスポートするには、ルータの少なくとも 1 つのインターフェイスで NetFlow
をイネーブルにすることによって NetFlow を設定する必要があります。NetFlow の設定の詳細につい
ては、「NetFlow の設定」（P.19）を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip flow-export destination {{ip-address | hostname} udp-port}
4. 追加のエクスポート先を設定するには、ステップ 3 を繰り返します。
5. ip flow export source interface-type interface-number
6. ip flow-export version 9 [origin-as | peer-as] [bgp-nexthop]
7. ip flow-export template refresh-rate packets
8. ip flow-export template timeout-rate minutes
9. ip flow-export template options export-stats
10. ip flow-export template options refresh-rate packets
11. ip flow-export template options timeout-rate minutes
12. end
手順の詳細
コマンド
ステップ 1

enable

目的
（必須）特権 EXEC モードを開始します。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

（必須）グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip flow-export destination {{ip-address （必須）NetFlow コレクタの
| hostname} udp-port}

IP アドレスまたはホスト名と、
NetFlow コレクタが待機している UDP ポートを指定します。

例：
Router(config)# ip flow-export
destination 172.16.10.2 99

ステップ 4

追加の NetFlow エクスポート先を設定するに （任意）NetFlow に最大 2 つのエクスポート先を設定できます。
は、ステップ 3 を繰り返します。
これは、「NetFlow 複数エクスポート先：利点」（P.18）で説明して
いる NetFlow 複数エクスポート先機能です。
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コマンド
ステップ 5

（任意）指定したインターフェイスからの IP アドレスを、NetFlow
データ エクスポートによって宛先ホストに送信される UDP データ
グラムの送信元 IP アドレスとして使用します。

例：

（注）

Router(config)# ip flow-export source
fastethernet 0/0/0

ステップ 6

目的

ip flow-export source interface-type
interface-number

ip flow-export version 9 [origin-as |
peer-as] [bgp-nexthop]

例：
Router(config)# ip flow-export version 9

ルータの管理インターフェイスの IP アドレスまたはイン
ターフェイス名を送信元アドレスとして使用しないでくだ
さい。

（任意）NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートをイ
ネーブルにします。

• version 9 キーワードを指定すると、エクスポート パケットに
バージョン 9 形式が使用されます。
• origin-as キーワードを指定すると、エクスポート統計情報に
送信元と宛先の発信元（オリジン）AS が含まれます。
• peer-as キーワードを指定すると、エクスポート統計情報に送
信元と宛先のピア AS が含まれます。
• bgp-nexthop キーワードを指定すると、エクスポート統計情
報に BGP ネクストホップ関連の情報が含まれます。

ステップ 7

ip flow-export template refresh-rate
packets

（任意）NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートをイ
ネーブルにします。

• template キーワードは、テンプレート固有の設定を指定しま

例：

す。

Router(config)# ip flow-export template
refresh-rate 15

• refresh-rate packets のキーワードと引数のペアは、テンプ
レートが再送信される前にエクスポートされるパケットの数を
指定します。1 ～ 600 個のパケットを指定できます。デフォル
トは 20 パケットです。

ステップ 8

ip flow-export template timeout-rate
minutes

• template キーワードを指定すると、timeout-rate キーワード

例：

がテンプレートに適用されます。

Router(config)# ip flow-export template
timeout-rate 90

ステップ 9

（任意）NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートをイ
ネーブルにします。

ip flow-export template options
export-stats

• timeout-rate minutes のキーワードと引数のペアは、テンプ
レートが再送信されるまでの経過時間を指定します。1 ～
3600 分を指定できます。デフォルトは 30 分です。
（任意）NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートをイ
ネーブルにします。

• template キーワードは、テンプレート固有の設定を指定しま

例：

す。

Router(config)# ip flow-export template
options export-stats

• options キーワードは、テンプレート オプションを指定しま
す。

• export-stats キーワードを指定すると、エクスポート統計情報
にエクスポートされたフローの合計数とエクスポートされたパ
ケットの合計数が含まれます。
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コマンド

目的

ステップ 10 ip flow-export template options
refresh-rate packets

（任意）NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートをイ
ネーブルにします。

• template キーワードは、テンプレート固有の設定を指定しま

例：

す。

Router(config)# ip flow-export template
options refresh-rate 25

• options キーワードは、テンプレート オプションを指定しま
す。

• refresh-rate packets のキーワードと引数のペアは、テンプ
レートが再送信される前にエクスポートされるパケットの数を
指定します。1 ～ 600 個のパケットを指定できます。デフォル
トは 20 パケットです。
ステップ 11 ip flow-export template options
timeout-rate minutes

（任意）NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートをイ
ネーブルにします。

• template キーワードは、テンプレート固有の設定を指定しま

例：

す。

Router(config)# ip flow-export template
options timeout-rate 120

• options キーワードは、テンプレート オプションを指定しま
す。

• timeout-rate minutes のキーワードと引数のペアは、テンプ
レートが再送信されるまでの経過時間を指定します。1 ～
3600 分を指定できます。デフォルトは 30 分です。
ステップ 12 end

（必須）現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# end

NetFlow データ エクスポートが動作可能であることの確認
NetFlow データ エクスポートが動作可能であることを確認し、NetFlow データ エクスポートの統計情
報を表示するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. enable
2. show ip flow export
3. show ip flow export template
4. end
手順の詳細
ステップ 1

enable
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パ
スワードを入力します。
Router> enable
Router#

ステップ 2

show ip flow export
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このコマンドを使用して、メイン キャッシュやその他すべてのイネーブルのキャッシュに関する統計
情報を含む、NetFlow データ エクスポートの統計情報を表示します。コマンドからの出力例を、次に
示します。
Router# show ip flow export
Flow export v9 is enabled for main cache
Exporting flows to 172.16.10.2 (99)
Exporting using source interface FastEthernet0/0/0
Version 9 flow records
0 flows exported in 0 udp datagrams
0 flows failed due to lack of export packet
0 export packets were sent up to process level
0 export packets were dropped due to no fib
0 export packets were dropped due to adjacency issues
0 export packets were dropped due to fragmentation failures
0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures
Router#

ステップ 3

show ip flow export template
このコマンドを使用して、テンプレート固有の設定に関する NetFlow データ エクスポートの統計情報
（テンプレート タイムアウト レートやリフレッシュ レートなど）を表示します。コマンドからの出力
例を、次に示します。
Router# show ip flow export template
Template Options Flag = 1
Total number of Templates added = 1
Total active Templates = 1
Flow Templates active = 0
Flow Templates added = 0
Option Templates active = 1
Option Templates added = 1
Template ager polls = 0
Option Template ager polls = 140
Main cache version 9 export is enabled
Template export information
Template timeout = 90
Template refresh rate = 15
Option export information
Option timeout = 120
Option refresh rate = 25
Router#

ステップ 4

end
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードを終了します。
Router# end

ルータ上の NetFlow 統計情報の消去
ルータ上の NetFlow 統計情報を消去するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. clear ip flow stats
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3. end
手順の詳細
ステップ 1

enable
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パ
スワードを入力します。
Router> enable
Router#

ステップ 2

clear ip flow stats
このコマンドを使用して、ルータ上の NetFlow 統計情報を消去します。次に例を示します。
Router# clear ip flow stats

ステップ 3

end
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードを終了します。
Router# end

NetFlow メイン キャッシュ パラメータのカスタマイズ
NetFlow は、アクティブ フローごとに NetFlow キャッシュ エントリ（フロー レコード）を作成するこ
とによって動作します。フロー レコードは、すべてのアクティブ フローに対する NetFlow キャッシュ
内に保持されます。NetFlow キャッシュ内の各フロー レコードには、後から NetFlow Collection
Engine などの収集装置にエクスポートできるフィールドが含まれています。NetFlow では、フローへ
のデータの累積が可能です。各フローは、IP アドレス、インターフェイス、アプリケーション、およ
び Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）などの固有の特性によって識別されます。
メインの NetFlow キャッシュに対するパラメータをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

ルーティング デバイスでの NetFlow キャッシュ エントリの管理
ルーティング デバイスでは 1 秒に 1 回 NetFlow キャッシュがチェックされ、次の場合にフローは期限
切れとなります。

• フロー キャッシュが満杯になっている。
• フローが非アクティブになっている。デフォルトでは、15 秒以内に変更されなかったフローは非
アクティブに分類されます。

• アクティブ フローは、指定した分数だけモニタされます。デフォルトでは、アクティブ フローは
30 分モニタされた後、キャッシュからフラッシュされます。
ルーティング デバイスのデフォルトのタイマー設定は、非アクティブ タイマーが 15 秒、アクティブ
タイマーが 30 分です。非アクティブ タイマーには、10 ～ 600 秒の範囲で時間間隔を独自に設定でき
ます。アクティブ タイマーに設定できる時間間隔の範囲は、1 ～ 60 分です。
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NetFlow キャッシュ サイズ
インターフェイスで NetFlow をイネーブルにした後、NetFlow により、NetFlow キャッシュに多数の
エントリを格納できるようにメモリが予約されます。通常は NetFlow キャッシュのサイズで、
NetFlow トラフィック レートのニーズは満たされます。キャッシュのデフォルト サイズは 64K フロー
キャッシュ エントリです。各キャッシュ エントリに 64 バイトのストレージが必要です。デフォルトの
エントリ数が設定されたキャッシュには、約 4 MB の DRAM が必要です。必要に応じて、キャッシュ
に保持するエントリ数を増減することができます。大量のフロー トラフィックを処理する環境（イン
ターネット コア ルータなど）には、131072（128K）のように値を大きくすることを推奨します。フ
ロー トラフィックの情報を取得するには、show ip cache flow を使用します。

ip flow-cache entries コマンドを使用すると、NetFlow キャッシュのサイズを 1024 ～ 524,288 エント
リの間で設定できます。cache entries コマンドを使用すると（NetFlow 集約の設定後）、NetFlow 集約
キャッシュのサイズを 1024 ～ 2,000,000 エントリの間で設定できます。

注意

NetFlow キャッシュ エントリの値は変更しないことを推奨します。この機能は適切に使用しない
と、ネットワークに問題が生じるおそれがあります。NetFlow キャッシュ エントリをデフォルト値
に戻すには、no ip flow-cache entries グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

制約事項
NetFlow をイネーブルにした後で NetFlow メイン キャッシュに関するパラメータを変更した場合は、
ルータをリブートするか、NetFlow がイネーブルである各インターフェイスで NetFlow をディセーブ
ルにしてから再びイネーブルにするまで、パラメータの変更は有効になりません。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-type interface-number
4. no ip flow {ingress | egress}
5. exit
6. NetFlow がイネーブルであるすべてのインターフェイスに対して、ステップ 3 ～ 5 を繰り返しま
す。

7. ip flow-cache entries number
8. ip flow-cache timeout active minutes
9. ip flow-cache timeout inactive seconds
10. interface interface-type interface-number
11. ip flow {ingress | egress}
12. exit
13. NetFlow がイネーブルであった残りのインターフェイスに対して、ステップ 10 ～ 12 を繰り返し
ます。

14. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

enable

目的
（必須）特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

（必須）グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface interface-type interface-number

例：
Router(config)# interface fastethernet 0/0/0

ステップ 4

no ip flow {ingress | egress}

例：
Router(config-if)# no ip flow ingress

または

（NetFlow がすでにインターフェイスでイネーブルである
場合に必須）NetFlow をディセーブルにするインターフェ
イスを指定して、インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
（NetFlow がインターフェイスでイネーブルである場合に
必須）インターフェイスで NetFlow をディセーブルにしま
す。

• ingress：インターフェイスで受信中のトラフィックを
キャプチャします。

• egress：インターフェイスで送信中のトラフィックを
例：

キャプチャします。

Router(config-if)# no ip flow egress

ステップ 5

exit

例：
Router(config-if)# exit

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。
（注）

別のインターフェイスで NetFlow をディセーブル
にする場合だけ、このコマンドを使用します。

ステップ 6

NetFlow がイネーブルであった残りのインターフェイ （NetFlow がその他のインターフェイスでイネーブルであ
スに対して、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。
る場合に必須）—

ステップ 7

ip flow-cache entries number

例：
Router(config)# ip flow-cache entries 131072

ステップ 8

ip flow-cache timeout active minutes

例：
Router(config)# ip flow-cache timeout active 20

（任意）NetFlow キャッシュに保持されるエントリの数を
変更します。

• number 引数は、保持されるエントリの数です。有効
範囲は 1024 ～ 2000000 エントリです。デフォルトは
200000 です。
（任意）フロー キャッシュのタイムアウト パラメータを指
定します。

• active キーワードは、アクティブ フローのタイムアウ
トを指定します。

• minutes 引数は、アクティブ フローがタイムアウトに
なるまでにキャッシュ内に保持される分数を指定しま
す。範囲は 1 ～ 60 です。デフォルト値は 30 です。
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

ip flow-cache timeout inactive seconds

目的
（任意）フロー キャッシュのタイムアウト パラメータを指
定します。

• inactive キーワードは、非アクティブ フローのタイム

例：
Router(config)# ip flow-cache timeout inactive
130

アウトを指定します。

• seconds 引数は、非アクティブ フローがタイムアウト
になるまでにキャッシュ内に保持される秒数を指定し
ます。範囲は 10 ～ 600 です。デフォルトは 15 です。

ステップ 10 interface interface-type interface-number
例：

（必須）NetFlow をイネーブルにするインターフェイスを
指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Router(config)# interface fastethernet 0/0/0

ステップ 11 ip flow {ingress | egress}

（必須）インターフェイスで NetFlow をイネーブルにしま
す。

• ingress：インターフェイスで受信中のトラフィックを

例：
Router(config-if)# ip flow ingress

キャプチャします。

• egress：インターフェイスで送信中のトラフィックを

または

キャプチャします。

例：
Router(config-if)# ip flow egress

ステップ 12 exit

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

例：
Router(config-if)# exit

（注）

別のインターフェイスで NetFlow をイネーブルに
する場合だけ、このコマンドを使用します。

ステップ 13 ステップ 3 ～ 5 で NetFlow をディセーブルにした残 （他のインターフェイスで NetFlow をイネーブルにする必
りのインターフェイスに対して、ステップ 10 ～ 12 を 要がある場合に必須）—
繰り返します。
ステップ 14 end

（必須）現在のコンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の
設定例
ここでは、基本的な NetFlow の設定例を示します。

• 「出力 NetFlow アカウンティングの設定：例」（P.31）
• 「NetFlow サブインターフェイス サポートの設定：例」（P.31）
• 「NetFlow 複数エクスポート先の設定：例」（P.31）
• 「NetFlow バージョン 5 データ エクスポートの設定：例」（P.32）
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出力 NetFlow アカウンティングの設定：例
次に、出力 NetFlow アカウンティングの設定方法の例を示します。
configure terminal
!
interface fastethernet 0/0/0
ip flow egress
!

NetFlow サブインターフェイス サポートの設定：例
ここでは、NetFlow サブインターフェイス サポートの設定例を示します。次の例があります。

• 「サブインターフェイスでの入力（受信）トラフィックに対する NetFlow サブインターフェイス サ
ポート：例」（P.31）
• 「サブインターフェイスでの出力（送信）トラフィックに対する NetFlow サブインターフェイス サ
ポート：例」（P.31）
サブインターフェイスでの入力（受信）トラフィックに対する NetFlow サブインターフェイス サ
ポート：例
configure terminal
!
interface fastethernet 0/0/0.1
ip flow ingress
!

サブインターフェイスでの出力（送信）トラフィックに対する NetFlow サブインターフェイス サ
ポート：例
configure terminal
!
interface fastethernet 1/0/0.1
ip flow egress
!

（注）

NetFlow では、多くの CPU 処理時間と帯域幅を必要とする各サブインターフェイスのステータスも確
認されます。複数のサブインターフェイスが設定されており、それらのすべてのサブインターフェイス
に NetFlow データ キャプチャを設定する必要がある場合は、個々のサブインターフェイスではなく、
メインのインターフェイスに NetFlow を設定することを推奨します。

NetFlow 複数エクスポート先の設定：例
次に、NetFlow 複数エクスポート先機能を設定する例を示します。
configure terminal
!
ip flow-export destination 10.10.10.10 9991
ip flow-export destination 172.16.10.2 9991
!
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（注）

メイン キャッシュおよび各集約キャッシュに最大 2 つのエクスポート先を設定できます。

NetFlow バージョン 5 データ エクスポートの設定：例
次に、バージョン 5 エクスポート形式とピア AS 情報を使用して NetFlow データ エクスポートを設定
する例を示します。
configure terminal
!
ip flow-export version 5 peer-as
ip flow-export destination 172.16.10.2 99
exit
Router# show ip flow export
Flow export v5 is enabled for main cache
Exporting flows to 172.16.10.2 (99)
Exporting using source IP address 172.16.6.1
Version 5 flow records, peer-as
0 flows exported in 0 udp datagrams
0 flows failed due to lack of export packet
0 export packets were sent up to process level
0 export packets were dropped due to no fib
0 export packets were dropped due to adjacency issues
0 export packets were dropped due to fragmentation failures
0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures
Router#

その他の参考資料
関連資料
関連項目

参照先

NetFlow コマンド：コマンド構文、コマンド モード、 『Cisco IOS NetFlow Command Reference』
コマンド履歴、デフォルト、使用上のガイドライン、
および例
NetFlow 入力フィルタの設定手順

『Using NetFlow Filtering or Sampling to Select the Network Traffic
to Track』

ランダム サンプル NetFlow の設定手順

『Using NetFlow Filtering or Sampling to Select the Network Traffic
to Track』

NetFlow 集約キャッシュの設定手順

『Configuring NetFlow Aggregation Caches』

CNS NetFlow Collection Engine のインストール、開

Cisco CNS NetFlow Collection Engine のマニュアル

始、および設定に関する情報

NetFlow フロー レコード形式の説明
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規格
規格

タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変
更された規格はありません。またこの機能による既存
規格のサポートに変更はありません。

—

MIB
MIB

MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または
変更された MIB はありません。またこの機能による
既存 MIB のサポートに変更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE リリース、および機能
セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。またこの機能による
既存 RFC のサポートに変更はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ
製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニ
ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード
ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する
この Web サイト上のツールにアクセスする際は、
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で
す。

NetFlow コンフィギュレーション ガイド

34

NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定
用語集

用語集
AS：Autonomous System（自律システム）。共通のルーティング戦略を共有し、共通の管理下にある
ネットワークの集合。自律システムはエリア別に分かれています。自律システムには、Internet
Assigned Numbers Authority（IANA; インターネット割り当て番号局）によって固有の 16 ビット番号
を割り当てる必要があります。

CEF：Cisco Express Forwarding。大規模かつ動的なトラフィック パターンを持つネットワークのネッ
トワーク パフォーマンスおよびスケーラビリティを最適化するレイヤ 3 IP スイッチング テクノロ
ジー。
BGP：Border Gateway Protocol（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）。Exterior Gateway Protocol
（EGP）に代わるドメイン間ルーティング プロトコル。BGP システムは、他の BGP システムと到達可
能情報を交換します。RFC 1163 によって定義されています。
BGP ネクストホップ：特定の宛先に到達するためにルータで使用されるネクストホップの IP アドレ
ス。

NetFlow：ルータを通過するパケットの統計情報が得られる Cisco IOS アプリケーション。ネットワー
ク アカウンティングおよびセキュリティの新たな主要テクノロジーになりつつあります。
NetFlow 集約：NetFlow Collection Engine などの NetFlow データ収集装置にデータをエクスポートす
る前に、IOS ルータで NetFlow エクスポート データを要約する NetFlow の機能。この機能により、
NetFlow エクスポート データの帯域幅要件が減少し、NetFlow データ収集装置のプラットフォーム要
件も減少します。
NetFlow v9：NetFlow エクスポート形式バージョン 9。NetFlow レコードをネットワーク ノードから
コレクタに送信する柔軟で拡張可能な方法です。NetFlow バージョン 9 のレコード タイプは定義可能
です。また NetFlow バージョン 9 は自己記述型であり、NetFlow Collection Engine の設定を容易にし
ます。
エクスポート パケット：NetFlow サービスがイネーブルであるデバイス（ルータなど）によって作成
されたパケットのタイプ。別のデバイス（NetFlow Collection Engine など）にアドレス指定されます。
このパケットには、NetFlow 統計情報が含まれます。この他方のデバイスによってパケットが処理さ
れます（IP フローの情報の解析、集約、および格納）。
高速スイッチング：ルート キャッシュを使用して、ルータを介したパケット スイッチングを迅速に処
理するシスコの機能。
フロー：送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル、送信元ポートと宛先ポート、タイプ オ
ブ サービス、およびフローがモニタされるインターフェイスがすべて同一のパケットの集合。入力フ
ローは入力インターフェイスに関連付けられ、出力フローは出力インターフェイスに関連付けられま
す。
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NetFlow および NetFlow データ エクスポートの設定の機能
情報
表 9 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。
プラットフォーム サポートとソフトウェア イメージ サポートに関する情報を入手するには、Cisco
Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リリー
ス、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS XE のソフトウェア イメージを判
別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。
Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注）

表 9

表 9 に、特定の Cisco IOS XE ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS XE ソ
フトウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS XE ソフトウェア リリー
ス群の後続のリリースでもこの機能がサポートされます。

NetFlow および NetFlow データ エクスポートを設定するための機能情報

機能名

NetFlow

リリース

Cisco IOS XE
Release 2.1

機能の設定情報

NetFlow は、ネットワーク トラフィック データのキャ
プチャに使用される Cisco IOS XE アプリケーション
です。NetFlow の利用により、ルータを通過するパ
ケットの統計情報を得ることができます。NetFlow は、
ネットワーク アカウンティングおよびセキュリティの
新たな主要テクノロジーになりつつあります。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR
1000 シリーズ集約サービス ルータに導入されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照し
てください。

• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定について」（P.3）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定方法」（P.18）
この機能により、flow-sampler、ip flow egress、ip
flow-egress input-interface、match、show ip cache
flow、show ip cache verbose flow、および
show ip flow interface の各コマンドが変更されまし
た。
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表 9

NetFlow および NetFlow データ エクスポートを設定するための機能情報（続き）

機能名
出力 NetFlow アカウンティング

リリース

Cisco IOS XE Release
2.1

機能の設定情報
出力 NetFlow アカウンティング機能の利用により、
ルータを出る出力トラフィックの NetFlow 統計情報を
収集することができます。NetFlow の以前のバージョ
ンで収集できるのは、ルータに入る入力トラフィック
の統計情報だけです。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR
1000 シリーズ ルータに導入されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照し
てください。

• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定について」（P.3）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定方法」（P.18）
この機能により、flow-sampler、ip flow egress、ip
flow-egress input-interface、match、show ip cache
flow、show ip cache verbose flow、および
show ip flow interface の各コマンドが変更されまし
た。

NetFlow サブインターフェイス サポー
ト

Cisco IOS XE Release
2.1

NetFlow サブインターフェイス サポート機能は、サブ
インターフェイス単位での NetFlow のイネーブル化を
可能します。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR
1000 シリーズ ルータに導入されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照し
てください。

• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定について」（P.3）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定方法」（P.18）
この機能により、ip flow ingress、show ip interface
の各コマンドが導入または変更されました。
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表 9

NetFlow および NetFlow データ エクスポートを設定するための機能情報（続き）

機能名

リリース

NetFlow 複数エクスポート先：

Cisco IOS XE Release
2.1

機能の設定情報

NetFlow 複数エクスポート先機能の利用により、
NetFlow データに複数の宛先を設定できます。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR
1000 シリーズ ルータに導入されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照し
てください。

• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定について」（P.3）
• 「NetFlow および NetFlow データ エクスポートの
設定方法」（P.18）
この機能により、ip flow-aggregation cache、ip
flow-export destination、および show ip flow export
の各コマンドが変更されました。

NetFlow v9 エクスポート形式
（Netflow Data Export （NDE; NetFlow
NetFlow データ エクスポート）バー
ジョン 5）

Cisco IOS XE Release
2.1

（Netflow Data Export （NDE; NetFlow
NetFlow データ エクスポート）バー
ジョン 8）

NetFlow v9 エクスポート形式は柔軟で拡張性があり、
新規のフィールドおよびレコード タイプのサポートに
必要な汎用性を備えています。この形式は、マルチ
キャストおよび NAT など、NetFlow をサポートする
新規のテクノロジーに対応します。
この機能は、Cisco IOS XE Release 2.1 で Cisco ASR
1000 シリーズ ルータに導入されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照し
てください。

• 「NetFlow エクスポート形式バージョン 9、8、お
よび 5」（P.5）
• 「バージョン 9 エクスポート形式を使用する
NetFlow データ エクスポートの設定」（P.22）
この機能により、debug ip flow export、export、
ip flow-export、および show ip flow export の各コマ
ンドが変更されました。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
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トラックへのネットワーク トラフィックの
NetFlow サンプリングを使用した選択
この章では、NetFlow サンプリングの使用によるトラックへのネットワーク トラフィックの選択とそ
の手順について説明します。この章で説明するランダム サンプル NetFlow 機能を使用して、トラ
フィックの特定のサブセットからデータを収集できます。ランダム サンプル NetFlow 機能は、n 個（n
はユーザが設定できるパラメータ）の連続するパケットからランダムに選択された 1 つのパケットだけ
を処理することで、Cisco ルータを流れるトラフィックのサブセットの NetFlow データを提供します。

NetFlow は、ルータを通過するパケットの統計情報を提供する Cisco IOS XE アプリケーションであ
り、ネットワーク アカウンティングおよびセキュリティの新たな主要テクノロジーになりつつありま
す。

機能情報の確認
最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応し
たリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能
がサポートされるリリースの一覧については、「トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サ
ンプリングを使用した選択の機能情報」（P.11）を参照してください。
プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS XE ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検
索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択の前提条件」
（P.2）
• 「トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択に関する制約事
項」（P.2）
• 「トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択について」
（P.2）
• 「NetFlow サンプリングの設定方法」（P.4）

トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択
トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択の前提条件

• 「NetFlow サンプリングの設定例」（P.8）
• 「その他の参考資料」（P.9）
• 「トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択の機能情報」
（P.11）
• 「用語集」（P.12）

トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプ
リングを使用した選択の前提条件
ランダム サンプル NetFlow 機能を設定する前に、次の手順を実行する必要があります。

• IP ルーティング用にルータを設定する。
• ルータおよびランダム サンプル NetFlow を設定するインターフェイスでシスコ エクスプレス フォ
ワーディングを設定する。高速スイッチングはサポートされていません。

• NetFlow データをエクスポートする場合は、NetFlow バージョン 5 またはバージョン 9 データ エ
クスポートを設定する（設定しないと、NetFlow データはキャッシュ内では表示されますが、エク
スポートされません）。

• サンプラ オプション テンプレートを使用したり、NetFlow サンプラ ID を表示したりする場合は、
NetFlow バージョン 9 を設定する。

トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプ
リングを使用した選択に関する制約事項
完全な NetFlow は、これがインターフェイスでイネーブルになっている場合、ランダム サンプル
NetFlow より優先されます（したがってランダム サンプル NetFlow は効果がなくなります）。つまり、
ランダム サンプル NetFlow をインターフェイスでイネーブルにする前に、完全な NetFlow をそのイン
ターフェイスでディセーブルにする必要があります。
物理インターフェイスでランダム サンプル NetFlow をイネーブルにしても、サブインターフェイスで
はランダム サンプル NetFlow は自動的にイネーブルになりません。サブインターフェイスで明示的に
設定する必要があります。また、物理インターフェイス（またはサブインターフェイス）でランダム
サンプル NetFlow をディセーブルにしても、完全な NetFlow はイネーブルになりません。この制約事
項により、完全な NetFlow への移行によって物理インターフェイス（またはサブインターフェイス）
に負荷がかかりすぎないようにします。完全な NetFlow を使用する場合は、これを明示的にイネーブ
ルにする必要があります。
バージョン 5 データ エクスポートとランダム サンプル NetFlow を同時にイネーブルにする場合、サン
プラ オプション テンプレートはエクスポートされません。サンプラ オプション テンプレートを使用す
る場合は、NetFlow バージョン 9 を使用してください。

トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプ
リングを使用した選択について
NetFlow サンプリングを設定する前に、次の項目について理解している必要があります。
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• 「NetFlow トラフィックのサンプリング」（P.3）
• 「ランダム サンプル NetFlow：サンプリング モード」（P.3）
• 「ランダム サンプル NetFlow：NetFlow サンプラ」（P.3）

NetFlow トラフィックのサンプリング
NetFlow は、Cisco ルータでの非常に細かい、フロー単位のトラフィック統計情報を提供します。フ
ローは、同じサブインターフェイス上のルータに到着し、IP ヘッダー内の送信元 IP アドレスおよび宛
先 IP アドレス、レイヤ 4 プロトコル、TCP/UDP 送信元ポートおよび宛先ポート、そして Type of
Service（ToS; タイプ オブ サービス）バイトが同じであるパケットの単方向ストリームです。ルータは
NetFlow 統計情報を NetFlow キャッシュに蓄積して、それらをさらに処理するために外部デバイスに
エクスポートできます（Cisco Networking Services（CNS）NetFlow Collection Engine と同様です）。
完全な NetFlow では、完全な NetFlow がイネーブルになっているサブインターフェイスに届くすべて
のトラフィックが使用されます。ですが、このトラフィックのサブセットについてのみ NetFlow デー
タを収集する場合があります。ランダム サンプル NetFlow 機能によって、着信トラフィックを
NetFlow 処理に関係のあるトラフィックだけに制限することができます。ランダム サンプル NetFlow
機能は、n 個の連続するパケットからランダムに選択された 1 つのパケットだけを処理することで、
Cisco ルータ上のトラフィックのサブセットの NetFlow データを提供します。

（注）

ランダム サンプル NetFlow は、サンプル NetFlow よりも統計面でさらに正確です。パケットのサンプ
リングを行う NetFlow の機能は、サンプル NetFlow という名前で最初に提供されました。サンプル
NetFlow 機能で使用されるのは、確定的サンプリング方式です。これは、インターフェイス単位で
NetFlow 処理を行うために n 個ごとに 1 個のパケットを選択します。たとえば、サンプリング レート
を 100 個ごとに 1 個のパケットに設定すると、サンプル NetFlow は 1 個目のパケット、101 個目のパ
ケット、201 個目のパケット、301 個目のパケット、のようにサンプリングを行います。サンプル
NetFlow ではランダム サンプリングを行うことができないため、トラフィックが固定パターンで届く
場合に統計情報が不正確になることがあります。

ランダム サンプル NetFlow：サンプリング モード
サンプリング モードでは、NetFlow 処理が行われるトラフィックのサブセットを選択するアルゴリズ
ムが使用されます。ランダム サンプル NetFlow 機能が使用するランダム サンプリング モードでは、
NetFlow 処理のために平均して n 個の連続するパケットから 1 つのパケットが選択されるように、着信
パケットがランダムに選択されます。たとえば、サンプリング レートを 100 個ごとに 1 個のパケット
に設定すると、NetFlow は 5 番目、120 番目、199 番目、302 番目のパケット、のようにサンプリング
を行う場合があります。このサンプル設定により、全体のトラフィックの 1 % が NetFlow データとし
て提供されます。n の値は設定可能なパラメータであり、指定できる範囲は 1 ～ 65535 個のパケットで
す。

ランダム サンプル NetFlow：NetFlow サンプラ
NetFlow サンプラ マップは、NetFlow サンプリングを行うためのプロパティの集合（サンプリング
レートおよび NetFlow サンプラ名など）を定義します。各 NetFlow サンプラ マップを 1 つまたは複数
の物理インターフェイスおよびサブインターフェイスに適用できます。NetFlow サンプラ マップは 8
個まで定義できます。
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たとえば、mysampler1 という名前のサンプラ マップを、ランダム サンプリング モード、サンプリン
グ レートが 100 個ごとに 1 個のパケット、というプロパティで作成するとします。この NetFlow サン
プラ マップを任意の数のサブインターフェイスに適用できます。各サブインターフェイスは
mysampler1 を参照して NetFlow サンプリングを実行します。これらのサブインターフェイスからのト
ラフィックは（サンプリングの観点から）マージされます。これにより、サブインターフェイス単位の
NetFlow サンプリングよりもさらにランダムにサンプリングが行われますが、統計的には、参加して
いるサブインターフェイスごとに 100 個ごとに 1 個のパケットというサンプリング レートと同じにな
ります。
ランダム サンプル NetFlow でのサンプリングは、NetFlow サンプラによって行われます。NetFlow サ
ンプラは、物理インターフェイスまたはサブインターフェイスに適用されている NetFlow サンプラ
マップのインスタンスとして定義されます。完全な NetFlow が物理インターフェイスで設定されている
場合、この物理インターフェイスのすべてのサブインターフェイスで、ランダム サンプル NetFlow より
優先されます。

NetFlow サンプリングの設定方法
ここでは、NetFlow サンプリングの設定に必要な次の手順について説明します。

• 「ランダム サンプル NetFlow の設定による NetFlow データ エクスポートの影響の軽減」（P.4）

ランダム サンプル NetFlow の設定による NetFlow データ エクスポートの
影響の軽減
ランダム サンプル NetFlow 機能の設定を行い、これを確認するには、次のタスクを実行します。

• 「NetFlow サンプラ マップの定義」（P.4）（必須）
• 「NetFlow サンプラ マップのインターフェイスへの適用」（P.5）（必須）
• 「ランダム サンプル NetFlow の設定の確認」（P.6）（任意）

NetFlow サンプラ マップの定義
NetFlow サンプラ マップを定義するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. flow-sampler-map sampler-map-name
4. mode random one-out-of sampling-rate
5. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的
（必須）特権 EXEC モードをイネーブルにします。

enable

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

（必須）グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

flow-sampler-map sampler-map-name

（必須）NetFlow サンプラ マップを定義し、フロー サンプ
ラ マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

• sampler-map-name 引数は、定義する NetFlow サンプ

例：
Router(config)# flow-sampler-map mysampler1

ステップ 4

mode random one-out-of sampling-rate

（必須）ランダム モードをイネーブルにし、NetFlow サン
プラのサンプリング レートを指定します。

• random キーワードを指定すると、サンプリングでラ

例：
Router(config-sampler)# mode random one-out-of
100

ステップ 5

ラ マップの名前です。

end

ンダム モードが使用されます。

• one-out-of sampling-rate のキーワードと引数のペア
は、サンプリングを行うサンプリング レート（n 個ご
とに 1 個のパケット）を指定します。n には、1 ～
65535（個のパケット）を指定できます。
（必須）現在のコンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sampler)# end

NetFlow サンプラ マップのインターフェイスへの適用
NetFlow サンプラ マップをインターフェイスに適用するには、次の手順を実行します。
NetFlow サンプラ マップを物理インターフェイス（またはサブインターフェイス）に適用し、NetFlow
サンプラを作成できます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-type interface-number
4. flow-sampler sampler-map-name
5. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的
（必須）特権 EXEC モードをイネーブルにします。

enable

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
例：

す。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

（必須）グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface interface-type interface-number

（必須）インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# fastethernet 1/0/0.2

ステップ 4

flow-sampler sampler-map-name

例：
Router(config-if)# flow-sampler mysampler1

ステップ 5

end

（必須）NetFlow サンプラ マップをインターフェイスに適
用し、NetFlow サンプラを作成します。

• sampler-map-name 引数は、インターフェイスに適用
する NetFlow サンプラ マップの名前です。
（必須）現在のコンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end

ランダム サンプル NetFlow の設定の確認
ランダム サンプル NetFlow の設定を確認するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. show flow-sampler
3. show ip cache verbose flow
4. show ip flow export template
5. end
手順の詳細
ステップ 1

enable
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パ
スワードを入力します。
Router> enable
Router#

ステップ 2

show flow-sampler
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NetFlow サンプリングの設定方法

このコマンドを使用して、1 つまたはすべてのランダム サンプル NetFlow サンプラのアトリビュート
（モード、サンプリング レート、およびサンプリングされたパケット数など）を表示し、サンプラ設定
を確認します。次に例を示します。
Router# show flow-sampler
Sampler : mysampler1, id : 1, packets matched : 10, mode : random sampling mode
sampling interval is : 100
Sampler : myflowsampler2, id : 2, packets matched : 5, mode : random sampling mode
sampling interval is : 200

特定の NetFlow サンプラのアトリビュートを確認するには、show flow-sampler sampler-map-name
コマンドを使用します。たとえば、mysampler1 という NetFlow サンプラの場合には次のように入力し
ます。
Router# show flow-sampler mysampler1
Sampler : mysampler1, id : 1, packets matched : 0, mode : random sampling mode
sampling interval is : 100

ステップ 3

show ip cache verbose flow
このコマンドを使用して、ランダム サンプル NetFlow が設定されている時のヘッダー内の NetFlow
フィールドをさらに表示します。次に例を示します。
Router# show ip cache verbose flow
...
SrcIf
SrcIPaddress
DstIf
Port Msk AS
Port Msk AS

DstIPaddress
NextHop

BGP: BGP NextHop
Fet1/0/0
8.8.8.8
FEt0/0/0*
9.9.9.9
0000 /8 302
0800 /8 300
3.3.3.3
BGP: 2.2.2.2
Sampler: 1 Class: 1 FFlags: 01

Pr TOS Flgs Pkts
B/Pk Active

01 00

10
100

3
0.1

次に、サンプラ、クラス ID、および一般的なフラグが設定されている場合の show ip cache verbose
flow コマンドの NetFlow 出力例を示します。フローについて表示される内容は、フローで設定されて
いるフラグによって異なります。フローがサンプラによってキャプチャされた場合は、出力にサンプラ
ID が示されます。フローが MQC によってマークされた場合は、表示にクラス ID が含まれます。一般
的なフラグが設定されている場合は、出力にフラグが含まれます。
次の NetFlow flag（FFlag; NetFlow フラグ）が show ip cache verbose flow コマンドの出力に表示さ
れます。

• FFlags: 01（#define FLOW_FLAGS_OUTPUT 0x0001）：出力フロー
• FFlags: 02（#define FLOW_FLAGS_DROP 0x0002）：ドロップされたフロー（たとえば、ACL
によるドロップ）

• FFlags: 08（#define FLOW_FLAGS_IPV6 0x0008）：IPv6 フロー
• FFlags: 10（#define FLOW_FLAGS_RSVD 0x0010）：予備

IPv6 および RSVD の FFlag はほとんど使用されません。FFlag がゼロである場合、出力の FFlag の行
は省略されます。複数のフラグが定義されている（論理和をとる）場合、両方のフラグが 16 進形式で
表示されます。
ステップ 4

show ip flow export template
このコマンドを使用して、NetFlow データ エクスポートの統計情報を表示します（テンプレートのタ
イムアウトおよびリフレッシュ レートなど）。次に例を示します。
Router# show ip flow export template
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NetFlow サンプリングの設定例

Template Options Flag = 0
Total number of Templates added = 0
Total active Templates = 0
Flow Templates active = 0
Flow Templates added = 0
Option Templates active = 0
Option Templates added = 0
Template ager polls = 0
Option Template ager polls = 0
Main cache version 9 export is enabled
Template export information
Template timeout = 30
Template refresh rate = 20
Option export information
Option timeout = 30
Option refresh rate = 20

ステップ 5

end
このコマンドを使用して、特権 EXEC モードを終了します。
Router# end

トラブルシューティングのヒント

debug flow-sampler コマンドを使用して、ランダム サンプル NetFlow のデバッグ出力を表示します。

NetFlow サンプリングの設定例
ここでは、NetFlow サンプリングの設定例を示します。
（P.8）
• 「ランダム サンプル NetFlow の設定による NetFlow データ エクスポートの影響の軽減：例」

ランダム サンプル NetFlow の設定による NetFlow データ エクスポートの
影響の軽減：例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「NetFlow サンプラ マップの定義：例」（P.8）
• 「NetFlow サンプラ マップのインターフェイスへの適用：例」（P.9）

NetFlow サンプラ マップの定義：例
次に、mysampler1 という名前の NetFlow サンプラ マップの定義方法の例を示します。
configure terminal
!
flow-sampler-map mysampler1
mode random one-out-of 100
end

NetFlow コンフィギュレーション ガイド
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その他の参考資料

NetFlow サンプラ マップのインターフェイスへの適用：例
次に、シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチングをイネーブルにし、mysampler1 という名
前の NetFlow サンプラ マップをインターフェイス FastEthernet 1/0/0 に適用して、このインターフェイ
スで NetFlow サンプラを作成する方法の例を示します。
configure terminal
!
ip cef
!
interface fastethernet 1/0/0
flow-sampler mysampler1
end

その他の参考資料
ここでは、NetFlow サンプリングの設定に関連する参考資料について説明します。

関連資料
関連項目

参照先

NetFlow コマンド：コマンド構文、コマンド モード、 『Cisco IOS NetFlow Command Reference』
コマンド履歴、デフォルト、使用上のガイドライン、
および例
ネットワーク トラフィック データをキャプチャし、
エクスポートするための NetFlow の設定手順

『Configuring NetFlow and NetFlow Data Export』

ランダム サンプル NetFlow の設定手順

『Using NetFlow Sampling to Select the Network Traffic to Track 』

NetFlow 集約キャッシュの設定手順

『Configuring NetFlow Aggregation Caches』

CNS NetFlow Collection Engine のインストール、開

Cisco CNS NetFlow Collection Engine のマニュアル

始、および設定に関する情報

規格
規格

タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変
更された規格はありません。またこの機能による既存
規格のサポートに変更はありません。

—

MIB
MIB

MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または
変更された MIB はありません。またこの機能による
既存 MIB のサポートに変更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE リリース、および機能
セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs
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その他の参考資料

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された RFC はありません。またこの機能による
既存 RFC のサポートに変更はありません。

—

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ
製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニ
ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード
ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する
この Web サイト上のツールにアクセスする際は、
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で
す。
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トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択の機能情報

トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプ
リングを使用した選択の機能情報
表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。
プラットフォーム サポートとソフトウェア イメージ サポートに関する情報を入手するには、Cisco
Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リリー
ス、機能セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS XE のソフトウェア イメージを判
別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。
Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注）

表 1

機能名

表 1 に、特定の Cisco IOS XE ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS XE ソ
フトウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS XE ソフトウェア リリー
ス群の後続のリリースでもこの機能をサポートします。

トラックへのネットワーク トラフィックの NetFlow サンプリングを使用した選択の機能情報

リリース

ランダム サンプル NetFlow Cisco IOS XE Release

2.1

機能の設定情報
ランダム サンプル NetFlow 機能は、n 個（n はユーザが設定できる
パラメータ）の連続するパケットからランダムに選択された 1 つの
パケットだけを処理することで、Cisco ルータ上のトラフィックのサ
ブセットの NetFlow データを提供します。パケットは着信するとす
ぐに（それらのパケットの NetFlow キャッシュ エントリが作成され
る前に）サンプリングされます。統計目的でトラフィック サンプリ
ングを行うことで、重要な NetFlow データが提供されるのと同時に、
ルータのリソース（特に CPU リソース）の消費が大幅に削減されま
す。ランダム サンプル NetFlow は主に、ネットワーク トラフィック
を正確に把握するために完全な NetFlow を必要としないトラフィッ
ク エンジニアリング、容量計画、およびアプリケーションで使用さ
れます。

Cisco IOS XE Release 2.1 では、Cisco ASR 1000 シリーズ
Aggregation Services Router で初めてこの機能がサポートされまし
た。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してください。

• 「NetFlow トラフィックのサンプリング」（P.3）
• 「ランダム サンプル NetFlow：サンプリング モード」（P.3）
• 「ランダム サンプル NetFlow：NetFlow サンプラ」（P.3）
• 「ランダム サンプル NetFlow の設定による NetFlow データ エク
スポートの影響の軽減」（P.4）
この機能により、debug flow-sampler、flow-sampler、
flow-sampler-map、ip flow-export、mode（フロー サンプラ マッ
プ コンフィギュレーション）、show flow-sampler の各コマンドが追
加または変更されました。
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用語集

用語集
ACL：Access Control List（アクセス コントロール リスト）。ルータが保持するユーザおよびユーザの
グループのリスト。このリストを使用して、各種サービスのためにルータとのアクセスを制御します。

BGP：Border Gateway Protocol（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）。Exterior Gateway Protocol
（EGP）に代わるドメイン間のルーティング プロトコル。BGP システムは、他の BGP システムと到達
可能情報を交換します。BGP は RFC 1163 で定義されています。
CEF：Cisco Express Forwarding。大規模かつ動的なトラフィック パターンを持つネットワークのネッ
トワーク パフォーマンスおよびスケーラビリティを最適化するレイヤ 3 IP スイッチング テクノロ
ジー。
MQC：Modular QoS Command-Line Interface（モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）。ト
ラフィック ポリシーを作成してそれをインターフェイスにアタッチできるようにする CLI 構造。トラ
フィック ポリシーには、トラフィック クラスおよび 1 つまたは複数の QoS 機能が含まれます。トラ
フィック ポリシーの QoS 機能によって、トラフィックの処理方法が決まります。
NBAR：Network-Based Application Recognition。Transmission Control Protocol （TCP; 伝送制御プ
ロトコル）や User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）のポート番号を動的に
割り当てる Web ベースのアプリケーションやクライアント / サーバ アプリケーションを含む、多様な
アプリケーションを認識する、Cisco IOS ソフトウェアの分類エンジンです。ネットワークはアプリ
ケーションを認識すると、そのアプリケーション向けの特定のサービスを起動できます。NBAR は
Cisco Content Networking アーキテクチャの重要な機能であり、QoS 機能と連携して動作してネット
ワーク帯域幅の効率的な利用を可能にします。

NetFlow：フロー単位で情報を管理する Cisco IOS XE セキュリティおよびアカウンティング機能。
NetFlow サンプラ：少なくとも 1 つの物理インターフェイスまたはサブインターフェイスに適用され
ている NetFlow サンプラ マップで定義されるプロパティの集合。
NetFlow サンプラ マップ：NetFlow サンプリング向けのプロパティの集合（サンプリング レートな
ど）の定義。

NetFlow v9：NetFlow エクスポート形式バージョン 9。NetFlow レコードをネットワーク ノードから
コレクタに送信する柔軟で拡張可能な方法です。NetFlow バージョン 9 のレコード タイプは定義可能
です。また NetFlow バージョン 9 は自己記述型であり、NetFlow Collection Engine の設定を容易にし
ます。

ToS：Type of Service（タイプ オブ サービス）。特定のデータグラム向けに必要な Quality of Service を
示す、IP ヘッダーの 2 番目のバイト。
高速スイッチング：ルート キャッシュを使用して、ルータを介したパケット スイッチングを迅速に処
理するシスコの機能。
フロー：ある送信元と宛先の間のパケットの単方向ストリーム。送信元と宛先は、ネットワーク層の
IP アドレスおよびトランスポート層の送信元ポート番号と宛先ポート番号によってそれぞれ定義され
ます。
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