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Cisco Nexus Data Broker ネットワークについて
Cisco Nexus Data Broker ネットワークは、1 つ以上の Cisco Nexus 3000、3100、または 3500 シリー
ズ スイッチと、OpenFlow 用 Cisco プラグイン および実稼働ネットワーク インフラストラクチャ
の複数の SPAN が適用されたポートおよびネットワーク タップを接続するための専用の NX-API
を備えた Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで構成されます。Cisco Nexus Data Broker は、OpenFlow

Cisco Nexus Data Broker 構成ガイド、リリース 2.2
1

フローのフィルタリング
転送パス オプションについて

プロトコルを使用してスイッチをプログラムします。Cisco Nexus Data Broker は、ネットワークを
移動するパケットをフィルタリングし、接続されたモニタリング デバイスのプールにそれらを配
信します。

転送パス オプションについて
Cisco Nexus Data Broker は、次の転送パス オプションをサポートしています。
• Multipoint-to-Multipoint：With the Multipoint-to-Multipoint（MP2MP）転送パス オプションを使
用すると、入力エッジ ポート（SPAN または TAP トラフィックがモニター ネットワークに
入ってくる）および出力配信ポートが定義されます。Cisco Nexus Data Broker はその配信ポー
トを使用して、これらの入力ポートから 1 つ以上のデバイスにトラフィックを送信していま
す。
• Any-to-Multipoint：Any-to-Multipoint（A2MP）転送パス オプションを使用すると、モニター
ネットワークの入力エッジ ポートは認識されませんが、出力配信ポートは定義されます。
Cisco Nexus Data Broker は、Single Source Shortest Path（SSSP）アルゴリズムを使用して、ルー
ト ノードからその他すべてのノードへのループのない転送パスを自動的に計算します。

フィルタおよび接続について
Filters
Cisco Nexus Data Broker では、トラフィックをフィルタリングするために使用される HTTP トラ
フィックの条件のレイヤ 2（L2）、レイヤ 3（L3）、レイヤ 4（L4）、およびレイヤ 7（L7）フィ
ルタリングを定義するためにフィルタを使用できます。フィルタで基準に一致するトラフィック
は配信ポートに、さらにそこから接続されたモニタ デバイスへとルーティングされます。
Connections
接続を使用して、設定されたモニタ デバイスにフィルタを関連付けることができます。ソースの
有無にかかわらず接続を設定できます。送信元ノードとポートのある接続ではMultipoint-to-Multipoint
転送パス オプションを使用します。ノードに送信元ポートがない接続はループフリーの
Any-to-Multipoint 転送パス オプションを使用します。
Deny オプションを使用してルールが設定されている場合、入力エッジ ポートは定義されている場
合もされていない場合もあります。Cisco Nexus Data Broker は、指定された入力エッジ ポートで、
または入力エッジ ポートが定義されていない場合はすべてのノードでトラフィックを破棄しま
す。
ルールごとに設定できるプライオリティがあります。高いプライオリティの接続は低いプライオ
リティの接続よりも優先されます。
接続は、インストールしなくても作成および保存できます。接続の保存後、インストールは Cisco
Nexus Data Broker GUI でオン/オフを切り替えることができます。
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（注）

Cisco Nexus Data Broker の切り替え機能を使用した接続のインストールまたはアンインストー
ル後、120 秒間はデバイスを再起動しないでください。そうしないと、Cisco Nexus Data Broker
によって設定されたパラメータが保存されず、Cisco Nexus Data Broker とデバイス間に不一致
が生じる可能性があります。

デフォルト フィルタ
Cisco Nexus Data Broker には、デフォルト フィルタがすべてのトラフィックに一致する状態でプ
リインストールされています。デフォルト フィルタは All Ethertype を使用して一致の選択内容と
して作成されます。デフォルト フィルタの名前は、default-match-all です。Cisco Nexus Data Broker
を最初から使用開始するとき、このフィルタはすぐに使用できます。

リダイレクションとサービス ノードについて
Cisco Nexus Data Broker を有効化した Cisco Nexus 3000 または Cisco Nexus 9300 スイッチのインラ
イン リダイレクションを介して、ファイアウォールまたはスイッチから一部のトラフィックを
サービス ノード（SourceFire IPS など）にリダイレクトできるようになりました。トラフィック
は、実稼働の入力ポートからタップアグリゲーションスイッチを介して、サービスの入力および
出力ポート経由でサービス ノードへとリダイレクトされます。最後に、トラフィックはサービス
ノードから実稼働の出力ポートにリダイレクトされます。
サービス ノードを使用したリダイレクションの設定
Cisco Nexus 3000 および Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの 2 つのポート間のトラフィックを複
製できるようになりました。一方のポートは送信元ポートであり、もう一方のポートは宛先ポー
トです。この設定により、インターフェイス間のトラフィックをすばやくコピーすることができ
ます。
また、サービス ノード（QRadar など）へのトラフィックをコピーし、スイッチにリダイレクトさ
れたトラフィックとそのトラフィックを比較することもできます。トラフィックは、リダイレク
トされるため、外部のモニタリング ツールへのトラフィックをコピーすることができます。リダ
イレクションのルールの一部として、リダイレクトされるトラフィックのコピー先となる宛先ポー
トを指定できます。トラフィックのコピーはすべてのサービス ノードの出力ポート（スイッチに
入っていくトラフィック）から送信されます。トラフィックのコピー先となるポートは、物理ポー
トにすることも、論理的なポート チャネルにすることもできます。OpenFlow を使用しており、
Ethertype 値のために * をサポートする機能を実装できます。
入力および出力の実稼働ポート間には、常に 1:1 のマッピングが存在します。スイッチは、リン
ク間の直接接続ではなく、実稼働ポートとサービス ポートの間に存在するため、入力ポートまた
は出力ポートのいずれかが運用上ダウンした場合は、ポートをシャットダウンすることが重要で
す。入力ポートがダウンした場合、出力ポートは自動的にシャットダウンされます。出力ポート
がダウンした場合、入力ポートは自動的にシャットダウンします。
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サービスノードに接続する入力ポートまたは出力ポートがダウンすると、そのサービスノードは
自動的にバイパスされます。そのサービス ノードに関連付けられたすべてのリダイレクション
は、サービス ノードをバイパスするように更新されます。
トラフィックがサービスノードによって処理されない場合、バックアップフローがあり、実稼働
の入力ポートに再度送信されます。
また、入力ポートを選択することで、およびノードの詳細を更新することで、サービス ノードの
詳細を編集できます。[Edit] をクリックして詳細を編集します。サービス ノードを削除するには、
サイド バーの [Service Nodes] 表示領域で [Remove Service Node] をクリックします。

（注）

リダイレクションごとに最大 4 つのサービス ノードがサポートされます。

フィルタの追加
手順
ステップ 1

[Filters] タブで、[Add Filter] をクリックします。

ステップ 2

[Add Filter] ダイアログボックスの [Filter Description] セクションで、次のフィールドを入力しま
す。
名前

説明

[Name] フィールド

フィルタの名前。名前には 1 ～ 256 文字の英数
字を含めることができます。使用できる特殊文
字は、下線「_」、ハイフン「-」、プラス
「+」、等号「=」、開き括弧「(」、閉じ括弧
「)」、縦棒「|」、ピリオド「.」、およびアッ
ト マーク「@」です。
（注）

[Bidirectional] チェックボックス

ステップ 3

送信元 IP、送信元ポート、または送信元 MAC
アドレスから宛先 IP、宛先ポート、または宛先
MAC アドレス、および宛先 IP、宛先ポート、
または宛先 MAC アドレスから送信元 IP、送信
元ポート、または送信元 MAC アドレスへのト
ラフィック情報を取得する場合は、このボック
スをオンにします。

[Add Filter] ダイアログボックスの [Layer 2] セクションで、次のフィールドを入力します。
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[Ethernet Type] フィールド

必須です。レイヤ 2 トラフィックのイーサネッ
ト タイプ。表示されるデフォルト値は IPv4 で
す。または、次のいずれかを選択可能できま
す。
• IPv6
• ARP
• LLDP
• Predefined EtherTypes
• All EtherTypes
• Enter Ethernet Type：[Enter Ethernet Type] を
タイプとして選択した場合、イーサネット
のタイプを 16 進数形式で入力します。
[Predefined EtherTypes] を選択した場合は、
config.in ファイルに含まれている、事前定
義されたすべてのイーサネット タイプが
ルールと関連付けられるため、その他のパ
ラメータは設定しないでください。
（注）

[VLAN Identification Number] フィールド

レイヤ 2 トラフィックの VLAN ID。単一の
VLAN ID、VLAN ID の範囲の値、またはコン
マ区切りの VLAN ID 値、および VLAN ID の範
囲（たとえば、1-4,6,8,9-12）を入力できます。
（注）

[VLAN Priority] フィールド

フィルタごとに、複数のユーザ
定義のイーサネット タイプを設
定できるようになりました。こ
れにより、異なるトラフィック
タイプに単一のフィルタを設定
できるように、「,」で区切られ
た任意の数のイーサネット タイ
プを適用できます。

NX-API の場合、レイヤ 3 アドレスを
持つ VLAN ID はサポートされませ
ん。レイヤ 3 アドレスを持つ VLAN
IDを設定すると、整合性のないフロー
が発生します。フローのトラブル
シューティングおよび修正を行う必
要があります。

レイヤ 2 トラフィックの VLAN のプライオリ
ティ。
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ステップ 4

[Source MAC Address] フィールド

レイヤ 2 トラフィックの送信元 MAC アドレス。

[Destination MAC Address] フィールド

レイヤ 2 トラフィックの宛先 MAC アドレス。

[Add Filter] ダイアログボックスの [Layer 3] セクションで、次のフィールドを入力します。
名前

説明

[Source IP Address] フィールド

レイヤ 3 トラフィックの送信元 IP アドレス。
次のいずれかになります。
• ホスト IP アドレス（たとえば、
10.10.10.10）
• 不連続の送信元 IP アドレス（たとえば、
10.10.10.10、10.10.10.11、10.10.10.12）
• IPv4 アドレス範囲（たとえば、
10.10.10.10-10.10.10.15）
• IPv4 サブネット（たとえば、10.1.1.0/24）
• IPv6 形式のホスト IP アドレス（たとえば、
2001::0）
（注）

• [Source IP Address] フィールドに
IPv6 アドレスの範囲を入力する
ことはできません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 4 送信
元または宛先ポートの範囲を設
定できません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 2 VLAN
ID の範囲は設定できません。
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名前

説明

[Destination IP Address] フィールド

レイヤ 3 トラフィックの宛先 IP アドレス。次
のいずれかになります。
• ホスト IP アドレス（たとえば、
10.10.10.11）
• IPv4 アドレス範囲（たとえば、
10.10.10.11-10.10.10.18）
• IPv4 サブネット（たとえば、10.1.1.0/24）
• IPv6 形式のホスト IP アドレス（たとえば、
2001::4）
• サブネット（たとえば、10.0.0.0/25）
（注）

• [Destination IP Address] フィール
ドに IPv6 アドレスの範囲を入力
することはできません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 4 送信
元または宛先ポートの範囲を設
定できません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 2 VLAN
ID の範囲は設定できません。

[Protocol] ドロップダウン リスト

レイヤ 3 トラフィックのインターネット プロト
コルを選択します。次のいずれかになります。
• ICMP
• TCP
• UDP
• Enter Protocol
タイプとして [Enter Protocol] を選択した場合
は、10 進数、16 進数、または 8 進数形式の IP
プロトコル番号を入力します。

[ToS Bits] フィールド

レイヤ 3 IP ヘッダー内の Type of Service（ToS）
ビット。Differentiated Services Code Point
（DSCP）値だけが使用されます。
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ステップ 5

[Add Filter] ダイアログボックスの [Layer 4] セクションで、次のフィールドを入力します。
名前

説明

[Source Port] ドロップダウン リスト

レイヤ 4 トラフィックの送信元ポートを選択し
ます。次のいずれかになります。
• FTP (Data)
• FTP (Control)
• SSH
• TELNET
• HTTP
• HTTPS
• Enter Source Port
[Enter Source Port] を選択した場合は、単一
のポート番号か、または送信元ポート番号
の範囲のいずれかを入力します。
（注）

• レイヤ 4 送信元ポートの範囲を
設定すると、レイヤ 3 IP 送信元
または宛先ポートの範囲を設定
できません。
• レイヤ 4 送信元ポートの範囲を
設定すると、レイヤ 2 VLAN ID
の範囲は設定できません。
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名前

説明

[Destination Port] ドロップダウン リスト

レイヤ 4 トラフィックの宛先ポートを選択しま
す。次のいずれかになります。
• FTP (Data)
• FTP (Control)
• SSH
• TELNET
• HTTP
• HTTPS
• Enter Destination Port
[Enter Destination Port] を選択した場合は、
単一のポート番号か、または宛先ポート番
号の範囲のいずれかを入力します。
（注）

• レイヤ 4 宛先ポートの範囲を設
定すると、レイヤ 3 IP 送信元ま
たは宛先ポートの範囲を設定で
きません。
• レイヤ 4 宛先ポートの範囲を設
定すると、レイヤ 2 VLAN ID の
範囲は設定できません。

ステップ 6

[Add Filter] ダイアログボックスの [Layer 7] セクションで、次のフィールドを入力します。
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名前

説明

[HTTP Method] フィールド

HTTP メソッドの一致を設定し、そのメソッド
に基づいてトラフィックをリダイレクトできま
す。単一フィルタ内での一致のための 1 つ以上
のメソッドを選択します。このオプションは、
宛先ポートが HTTP または HTTPS のときにの
み使用できます。
• Connect
• Delete
• get
• Head
• Post
• Put
• Trace
（注）

（注）

[TCP Option Length] フィールド

レイヤ 7 の一致は、NX-API モードを
使用している場合のみでサポートさ
れており、OpenFlow ではサポートさ
れていません。
TCP のオプションの長さはレイヤ 7
トラフィックのメソッドのいずれか
を選択すると有効になります。

フィルタ設定を拡張して、テキスト ボックスに
TCP オプションの長さを指定することができま
す。テキストボックスのデフォルト値は 0 で
す。フィルタ内のすべてのメソッドが同一のオ
プションの長さを備えています。
10 進形式で TCP オプションの長さを入力しま
す。
（注）

ステップ 7

[Add Filter] をクリックします。
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フィルタの編集
手順
ステップ 1

[Configure Filters] タブで、編集するフィルタの [Name] の横にある [Edit] をクリックします。

ステップ 2

[Edit Filter] ダイアログボックスで、次のフィールドを編集します。
名前

説明

[Name] フィールド

フィルタの名前。名前には 1 ～ 256 文字の英数
字を含めることができます。使用できる特殊文
字は、下線「_」、ハイフン「-」、プラス
「+」、等号「=」、開き括弧「(」、閉じ括弧
「)」、縦棒「|」、ピリオド「.」、およびアッ
ト マーク「@」です。
（注）

[Bidirectional] チェックボックス

ステップ 3

名前を保存すると、それを変更する
ことはできません。

送信元 IP、送信元ポート、または送信元 MAC
アドレスから宛先 IP、宛先ポート、または宛先
MAC アドレス、および宛先 IP、宛先ポート、
または宛先 MAC アドレスから送信元 IP、送信
元ポート、または送信元 MAC アドレスへのト
ラフィック情報を取得する場合は、このボック
スをオンにします。

[Edit Filter] ダイアログボックスの [Layer 2] セクションで、次のフィールドを入力します。
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[Ethernet Type] フィールド

必須です。レイヤ 2 トラフィックのイーサネッ
ト タイプ。表示されるデフォルト値は IPv4 で
す。または、次のいずれかを選択できます。
• IPv6
• ARP
• LLDP
• Predefined EtherTypes
• All EtherTypes
• Enter Ethernet Type：[Enter Ethernet Type] を
タイプとして選択した場合、イーサネット
のタイプを 16 進数形式で入力します。
[Predefined EtherTypes] を選択した場合は、
config.in ファイルに含まれている、事前定
義されたすべてのイーサネット タイプが
ルールと関連付けられるため、その他のパ
ラメータは設定しないでください。
（注）

[VLAN Identification Number] フィールド

レイヤ 2 トラフィックの VLAN ID。単一の
VLAN ID、VLAN ID の範囲の値、またはコン
マ区切りの VLAN ID 値、および VLAN ID の範
囲（たとえば、1-4,6,8,9-12）を入力できます。
（注）

NX-API の場合、レイヤ 3 アドレスを
持つ VLAN ID はサポートされませ
ん。レイヤ 3 アドレスを持つ VLAN
IDを設定すると、整合性のないフロー
が発生します。フローのトラブル
シューティングおよび修正を行う必
要があります。

[VLAN Priority] フィールド

レイヤ 2 トラフィックの VLAN のプライオリ
ティ。

[Source MAC Address] フィールド

レイヤ 2 トラフィックの送信元 MAC アドレス。
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定できるようになりました。こ
れにより、異なるトラフィック
タイプに単一のフィルタを設定
できるように、「,」で区切られ
た任意の数のイーサネット タイ
プを適用できます。

フローのフィルタリング
フィルタの編集

[Destination MAC Address] フィールド

ステップ 4

レイヤ 2 トラフィックの宛先 MAC アドレス。

[Edit Filter] ダイアログボックスの [Layer 3] セクションで、次のフィールドを入力します。
名前

説明

[Source IP Address] フィールド

レイヤ 3 トラフィックの送信元 IP アドレス。
次のいずれかになります。
• ホスト IP アドレス（たとえば、
10.10.10.10）
• 不連続の送信元 IP アドレス（たとえば、
10.10.10.10、10.10.10.11、10.10.10.12）
• IPv4 アドレス範囲（たとえば、
10.10.10.10-10.10.10.15）
• IPv4 サブネット（たとえば、10.1.1.0/24）
• IPv6 形式のホスト IP アドレス（たとえば、
2001::0）
（注）

• [Source IP Address] フィールドに
IPv6 アドレスの範囲を入力する
ことはできません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 4 送信
元または宛先ポートの範囲を設
定できません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 2 VLAN
ID の範囲は設定できません。
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フローのフィルタリング
フィルタの編集

名前

説明

[Destination IP Address] フィールド

レイヤ 3 トラフィックの宛先 IP アドレス。次
のいずれかになります。
• ホスト IP アドレス（たとえば、
10.10.10.11）
• IPv4 アドレス範囲（たとえば、
10.10.10.11-10.10.10.18）
• IPv4 サブネット（たとえば、10.1.1.0/24）
• IPv6 形式のホスト IP アドレス（たとえば、
2001::4）
• サブネット（たとえば、10.0.0.0/25）
（注）

• [Destination IP Address] フィール
ドに IPv6 アドレスの範囲を入力
することはできません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 4 送信
元または宛先ポートの範囲を設
定できません。
• レイヤ 3 送信元 IP アドレスの範
囲を設定すると、レイヤ 2 VLAN
ID の範囲は設定できません。

[Protocol] ドロップダウン リスト

レイヤ 3 トラフィックのインターネット プロト
コルを選択します。次のいずれかになります。
• ICMP
• TCP
• UDP
• Enter Protocol
タイプとして [Enter Protocol] を選択した場合
は、10 進数、16 進数、または 8 進数形式の IP
プロトコル番号を入力します。

[ToS Bits] フィールド
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レイヤ 3 IP ヘッダー内の Type of Service（ToS）
ビット。Differentiated Services Code Point
（DSCP）値だけが使用されます。

フローのフィルタリング
フィルタの編集

ステップ 5

[Edit Filter] ダイアログボックスの [Layer 4] セクションで、次のフィールドを入力します。
名前

説明

[Source Port] ドロップダウン リスト

レイヤ 4 トラフィックの送信元ポートを選択し
ます。次のいずれかになります。
• FTP (Data)
• FTP (Control)
• SSH
• TELNET
• HTTP
• HTTPS
• Enter Source Port
[Enter Source Port] を選択した場合は、単一
のポート番号か、または送信元ポート番号
の範囲のいずれかを入力します。
（注）

• レイヤ 4 送信元ポートの範囲を
設定すると、レイヤ 3 IP 送信元
または宛先ポートの範囲を設定
できません。
• レイヤ 4 送信元ポートの範囲を
設定すると、レイヤ 2 VLAN ID
の範囲は設定できません。
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フローのフィルタリング
フィルタの編集

名前

説明

[Destination Port] ドロップダウン リスト

レイヤ 4 トラフィックの宛先ポートを選択しま
す。次のいずれかになります。
• FTP (Data)
• FTP (Control)
• SSH
• TELNET
• HTTP
• HTTPS
• Enter Destination Port
[Enter Destination Port] を選択した場合は、
単一のポート番号か、または宛先ポート番
号の範囲のいずれかを入力します。
（注）

• レイヤ 4 宛先ポートの範囲を設
定すると、レイヤ 3 IP 送信元ま
たは宛先ポートの範囲を設定で
きません。
• レイヤ 4 宛先ポートの範囲を設
定すると、レイヤ 2 VLAN ID の
範囲は設定できません。

ステップ 6

[Edit Filter] ダイアログボックスの [Layer 7] セクションで、次のフィールドを入力します。
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フローのフィルタリング
フィルタの削除

名前

説明

[HTTP Method] フィールド

HTTP メソッドの一致を設定し、そのメソッド
に基づいてトラフィックをリダイレクトできま
す。単一フィルタ内での一致のための 1 つ以上
のメソッドを選択します。このオプションは、
宛先ポートが HTTP または HTTPS のときにの
み使用できます。
• Connect
• Delete
• get
• Head
• Post
• Put
• Trace
（注）

[TCP Option Length] フィールド

TCP のオプションの長さはレイヤ 7
トラフィックのメソッドのいずれか
を選択すると有効になります。

フィルタ設定を拡張して、テキスト ボックスに
TCP オプションの長さを指定することができま
す。テキストボックスのデフォルト値は 0 で
す。フィルタ内のすべてのメソッドが同一のオ
プションの長さを備えています。
10 進形式で TCP オプションの長さを入力しま
す。
（注）

ステップ 7

テキストボックスの値は、4 の倍数に
なっている必要があり、0 ～ 40 の範
囲にすることができます。

[Edit Filter] をクリックします。

フィルタの削除
関連付けられたルールを持つフィルタを削除できます。これにより、すべてのルールを同時に削
除します。
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フローのフィルタリング
接続の追加

手順
ステップ 1

[Configure Filters] タブで、削除する 1 つまたは複数のフィルタの横のチェック ボックスをオンに
して、[Remove Filters] をクリックします。
フィルタに関連付けられているルールがあれば、この情報が [Remove Filters] ダイアログ ボックス
に表示されます。

ステップ 2

[Remove Filters] ダイアログ ボックスで、[Remove Filters] をクリックします。

接続の追加
はじめる前に
• 接続に割り当てるフィルタを追加します。
• モニタリング デバイスを設定します（オプション）。
• 1 つのエッジ ポートまたは複数のエッジ ポートを設定します（オプション）。

手順
ステップ 1

[Connections] タブで、[Add Connection] をクリックします。

ステップ 2

[Add Connection] ダイアログボックスで、[Connection Details] 領域の接続の [Connection Name] およ
び [Priority] を追加できます。
フィールド

説明

Connection Name

接続名。
名前には 1 ～ 256 文字の英数字を含めることが
できます。使用できる特殊文字は、下線「_」、
ハイフン「-」、プラス「+」、等号「=」、開
き括弧「(」、閉じ括弧「)」、縦棒「|」、ピリ
オド「.」、およびアット マーク「@」です。

Description

新しい接続の作成時に説明を入力します。

Priority

接続のために設定するプライオリティ。
デフォルトは 100 で、有効な範囲は 0 ～ 10000
です。

ステップ 3

[Allow Matching Traffic] 領域で、次のフィールドを変更します。
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フローのフィルタリング
接続の追加

フィールド

説明

[Allow Filters] ドロップダウンリスト

一致するトラフィックを許可するために使用す
るフィルタを選択します。
（注）

[Set VLAN] フィールド

接続のために設定する VLAN ID。

[Strip VLAN at delivery port] チェック ボックス

配信ポートに到達するまでにパケットから
VLAN タグを削除するには、このチェックボッ
クスをオンにします。
（注）

ステップ 4

[Strip VLAN at delivery port] の動作は、
単一のエッジ ポートと、単一の分離
したノードの 1 つ以上の配信デバイ
スの接続にのみ有効です。

[Destination Devices] リスト

フィルタに関連付けるモニタリング デバイス。
名前の横のボックスをオンにして、1 つ以上の
デバイスを選択できます。

[Traffic Drop Filters] ドロップダウンリスト

（注）

[Drop Matching Traffic] 領域で次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

Traffic Drop Filters

デフォルト フィルタの [Default-Match-all] を選
択するか、またはその他のフィルタを使用して
一致するトラフィックを破棄します。
（注）

ステップ 5

[Traffic Drop Filters] に選択したものと
同一のフィルタを [Allow Filters] に選
択することはできません。

[Allow Filters] に選択したものと同一
のフィルタを [Traffic Drop Filters] に
選択することはできません。

[Source Ports (Optional)] 領域で次のフィールドに入力します。
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フローのフィルタリング
接続の追加

フィールド

説明

[Select Source Node] ドロップダウン リスト

割り当てる送信元ノードを選択します。
（注）

（注）

[Select Source Port] ドロップダウンリスト

割り当てる送信元ノードのポートを選択しま
す。
（注）
（注）

（注）

ステップ 6

送信元ノードを選択しないと、
Any-to-Multipoint のループフリーの転
送パス オプションが使用され、すべ
ての未配信のポートからのトラフィッ
クがフィルタに対して評価されます。
新しいリダイレクションを設定する
と、各入力ポートの一部となるフロー
の数を確認できます。ポート番号を
クリックすると、フローの詳細が表
示されます。

エッジ ポートのみを送信元ポートと
して使用できます。
新しい接続の追加時に送信元ポートを
選択しなかった場合は、次の警告メッ
セージが表示されます。「No source
port is selected.Connection will be setup
from all configured Edge-SPAN and
Edge-TAP ports.」[OK] をクリックし
て、接続のインストール/作成を続行
します。これにより、Any-to-Multipoint
接続をインストールしておらず、既存
のトラフィックを妨げていないことが
確実になります。[Cancel] をクリック
して、接続設定のページに移動しま
す。

Edge-Tap または SPAN ポートと同様に、ポートはトポロジ内の各スイッチの上部に表示
され、マウスでスイッチにポインタを合わせたときに特定のモニタリング ツールが一
部となっている転送ルールの数を表示します。ポップアップ テーブル（モニタリング
ツールが内部で使用されている）にルール（接続）名が表示されます。

次のいずれかを実行します。
• [Save Connection] をクリックすると、接続が保存されますが、これは後からインストールす
るためのものではありません。
• [Install Connection] をクリックすると、接続が保存され、インストールが同時に行われます。
• 保存せずに接続を終了するには、[Close] をクリックします。
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フローのフィルタリング
接続の変更

[Connection Setup] 画面に、次のフィールドが表示されます。
• Name
• Allow Filters
• Deny Filters
• Source Ports
• Devices
• Priority
• Last Modified By
• Description

接続の変更
はじめる前に
接続を変更する前に、接続を追加する必要があります。

手順
ステップ 1

[Connection Setup] タブで、変更する接続の [Name] の横にある [Edit] をクリックします。

ステップ 2

[Modify Connection] ダイアログボックスで、[Connection Details] 領域の接続の [Connection Name]
および [Priority] を変更できます。
フィールド

説明

Connection Name

接続名。
名前には 1 ～ 256 文字の英数字を含めることが
できます。使用できる特殊文字は、下線「_」、
ハイフン「-」、プラス「+」、等号「=」、開
き括弧「(」、閉じ括弧「)」、縦棒「|」、ピリ
オド「.」、およびアット マーク「@」です。

Description

新しい接続の作成時に説明を入力します。

Priority

接続のために設定するプライオリティ。
デフォルトは 100 で、有効な範囲は 0 ～ 10000
です。
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フローのフィルタリング
接続の変更

ステップ 3

[Allow Matching Traffic] 領域で、次のフィールドを変更します。
フィールド

説明

[Allow Filters] ドロップダウンリスト

一致するトラフィックを許可するために使用す
るフィルタを選択します。
（注）

[Set VLAN] フィールド

接続のために設定する VLAN ID。

[Strip VLAN at delivery port] チェック ボックス

配信ポートに到達するまでにパケットから
VLAN タグを削除するには、このチェックボッ
クスをオンにします。
（注）

ステップ 4

フィルタに関連付けるモニタリング デバイス。
名前の横のボックスをオンにして、1 つ以上の
デバイスを選択できます。

[Traffic Drop Filters] ドロップダウンリスト

（注）

[Drop Matching Traffic] 領域で次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

Traffic Drop Filters

デフォルト フィルタの [Default-Match-all] を選
択するか、またはその他のフィルタを使用して
一致するトラフィックを破棄します。
[Allow Filters] に選択したものと同一
のフィルタを [Traffic Drop Filters] に
選択することはできません。

[Source Ports (Optional)] 領域で次のフィールドに入力します。
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[Strip VLAN at delivery port] の動作は、
単一のエッジ ポートと、単一の分離
したノードの 1 つ以上の配信デバイ
スの接続にのみ有効です。

[Destination Devices] リスト

（注）

ステップ 5

[Traffic Drop Filters] に選択したものと
同一のフィルタを [Allow Filters] に選
択することはできません。

フローのフィルタリング
接続の複製

フィールド

説明

[Select Source Node] ドロップダウン リスト

割り当てる送信元ノードを選択します。
（注）

[Select Source Port] ドロップダウンリスト

割り当てる送信元ノードのポートを選択しま
す。
（注）

ステップ 6

送信元ノードを選択しないと、
Any-to-Multipoint のループフリーの転
送パス オプションが使用され、すべ
ての未配信のポートからのトラフィッ
クがフィルタに対して評価されます。

エッジ ポートのみを送信元ポートと
して使用できます。

[Submit] または [Close] をクリックします。

接続の複製
はじめる前に
接続を変更する前に、接続を追加する必要があります。

手順
ステップ 1

[Connection Setup] タブで、複製する接続の [Name] の横にある [Clone] をクリックします。

ステップ 2

[Clone Connection] ダイアログボックスで、[Connection Details] 領域の接続の [Connection Name] お
よび [Priority] を変更できます。
フィールド

説明

Connection Name

接続名。
名前には 1 ～ 256 文字の英数字を含めることが
できます。使用できる特殊文字は、下線「_」、
ハイフン「-」、プラス「+」、等号「=」、開
き括弧「(」、閉じ括弧「)」、縦棒「|」、ピリ
オド「.」、およびアット マーク「@」です。

Description

新しい接続の作成時に説明を入力します。
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フローのフィルタリング
接続の複製

フィールド

説明

Priority

接続のために設定するプライオリティ。
デフォルトは 100 で、有効な範囲は 0 ～ 10000
です。

ステップ 3

[Allow Matching Traffic] 領域で、次のフィールドを変更します。
フィールド

説明

[Allow Filters] ドロップダウンリスト

一致するトラフィックを許可するために使用す
るフィルタを選択します。
（注）

[Set VLAN] フィールド

接続のために設定する VLAN ID。

[Strip VLAN at delivery port] チェック ボックス

配信ポートに到達するまでにパケットから
VLAN タグを削除するには、このチェックボッ
クスをオンにします。
（注）

ステップ 4

[Strip VLAN at delivery port] の動作は、
単一のエッジ ポートと、単一の分離
したノードの 1 つ以上の配信デバイ
スの接続にのみ有効です。

[Destination Devices] リスト

フィルタに関連付けるモニタリング デバイス。
名前の横のボックスをオンにして、1 つ以上の
デバイスを選択できます。

[Traffic Drop Filters] ドロップダウンリスト

（注）

[Drop Matching Traffic] 領域で次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

Traffic Drop Filters

デフォルト フィルタの [Default-Match-all] を選
択するか、またはその他のフィルタを使用して
一致するトラフィックを破棄します。
（注）
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[Traffic Drop Filters] に選択したものと
同一のフィルタを [Allow Filters] に選
択することはできません。

[Allow Filters] に選択したものと同一
のフィルタを [Traffic Drop Filters] に
選択することはできません。

フローのフィルタリング
接続の削除

ステップ 5

[Source Ports (Optional)] 領域で次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Select Source Node] ドロップダウン リスト

割り当てる送信元ノードを選択します。
（注）

[Select Source Port] ドロップダウンリスト

割り当てる送信元ノードのポートを選択しま
す。
（注）

ステップ 6

送信元ノードを選択しないと、
Any-to-Multipoint のループフリーの転
送パス オプションが使用され、すべ
ての未配信のポートからのトラフィッ
クがフィルタに対して評価されます。

エッジ ポートのみを送信元ポートと
して使用できます。

次のいずれかを実行します。
• [Save Cloned Connection] をクリックすると、接続が保存されますが、これは後からインストー
ルするためのものではありません。
• [Install Cloned Connection] をクリックすると、接続が保存され、インストールが同時に行われ
ます。
• 保存せずに接続を終了するには、[Close] をクリックします。

接続の削除
手順
ステップ 1

[Connection Setup] タブに移動します。

ステップ 2

削除する単一または複数の接続のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Remove Connections] をクリックします。
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フローのフィルタリング
サービス ノードの追加

サービス ノードの追加
手順
ステップ 1

トポロジ図で、ノードをクリックします。

ステップ 2

サイド バーで、[Add Service Node] をクリックします。[Add Service Node] ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 3

[Service Node Name] ウィンドウにサービス ノードの名前を入力します。

ステップ 4

[Service Node Ingress Port] ウィンドウのサービス ノードの入力ポートを選択します。

ステップ 5

[Service Node Egress Port] ウィンドウのサービス ノードの出力ポートを選択します。

ステップ 6

サービス ノード アイコンを選択します。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

リダイレクションの追加
（注）

リダイレクションの設定機能は、リリース 6.0(2) U 5(2) 以降を実行している Cisco Nexus 3000
シリーズ スイッチでサポートされます。この機能は、Cisco Nexus 9300 スイッチの Release 7.x
以降および OpenFlow でサポートされています。

はじめる前に
• リダイレクションに割り当てるフィルタを追加します。
• モニタリング デバイスを設定します（オプション）。
• 1 つのエッジ ポートまたは複数のエッジ ポートを設定します（オプション）。
• 実稼働の入力ポート、実稼働の出力ポート、およびサービス ノードは、同じリダイレクショ
ン スイッチ上に配置してください。

手順
ステップ 1

[Redirections] タブで、[Add Redirection] をクリックします。

ステップ 2

[Add Redirection] ダイアログボックスで、[Redirection Details] エリアにリダイレクションの
[Redirection Name] および [Priority] を追加できます。
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フィールド

説明

Redirection Name

リダイレクションの名前。
名前には 1 ～ 256 文字の英数字を含めることができます。使用で
きる特殊文字は、下線「_」、ハイフン「-」、プラス「+」、等号
「=」、開き括弧「(」、閉じ括弧「)」、縦棒「|」、ピリオド
「.」、およびアット マーク「@」です。
（注）

リダイレクションの名前を保存すると、それを変更する
ことはできません。

Description

新しいリダイレクションの作成時に説明を入力します。

[Set auto priority] チェック
ボックス

リダイレクションの自動プライオリティを有効にするには、この
オプションをオンにします。リダイレクションのプライオリティ
は、選択した入力ポートにインストールされた既存のリダイレク
ションに基づいて設定されます。

Priority

リダイレクションのために設定するプライオリティ。有効な値の
範囲は 0 ～ 10000 です。デフォルトは 100 です。

[Automatic Fail-safe] チェック リダイレクションのフェールセーフ機能を有効にするには、この
ボックス
オプションをオンにします。この機能を有効にすると、実稼働の
入力ポートおよび出力ポートから直接のフローが作成され、これ
はすべての低プライオリティの EtherType トラフィックに一致し
ます。

ステップ 3

[Matching Traffic] エリアで、次のフィールドを変更します。
フィールド

説明

[Filters] ドロップダウンリスト

一致するトラフィックを許可するために使用す
るフィルタを選択します。
（注）

ステップ 4

フィルタに対する同じリダイレクショ
ンは選択できません。

[Redirection Switch] エリアで、次のフィールドを変更します。
フィールド

説明

[Select Redirection Switch] ドロップダウンリスト 割り当てるリダイレクション スイッチを選択し
ます。
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（注）

ステップ 5

[Service Nodes (OPTIONAL)] エリアで、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Select Service Node] ドロップダウンリスト

割り当てるリダイレクション サービス ノード
を選択し、[Add Service Node] をクリックしま
す。

（注）

ステップ 6

1 つのリダイレクション スイッチあたり 1 つの入力ポートと 1 つの出力ポートのみを持
つことができます。

複数のサービス ノードを追加する場合は、パケットを転送する順番に追加する必要が
あります。

[Production Ports] エリアで、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Select Production Ingress Port] ドロップダウンリ 割り当てる実稼働の入力ポートを選択します。
スト
（注）
入力ポートを 1 つだけ選択できます。
複数の入力ポートは許可されません。
入力ポートと出力ポートに同じポー
トを使用することはできません。
（注）
新しいリダイレクションを設定する
と、各入力ポートの一部となるフロー
の数を確認できます。ポート番号を
クリックすると、フローの詳細が表
示されます。
[Select Production Egress Port] ドロップダウンリ 割り当てる実稼働の出力ポートを選択します。
スト
（注）
入力ポートを 1 つだけ選択できます。
複数の入力ポートは許可されません。
入力ポートと出力ポートに同じポー
トを使用することはできません。

ステップ 7

[Delievery Devices to copy traffic (OPTIONAL)] エリアで、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Select Device] ドロップダウン リスト

割り当てるデバイス（たとえば、ドロップダウ
ンリストからスイッチ）を選択し、[Add Device]
をクリックします。
（注）

ステップ 8

次のいずれかを実行します。
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• [Save Redirection] をクリックしてリダイレクションを保存しますが、これは後からインストー
ルするためのものではありません。
• [Install Redirection] をクリックしてリダイレクションを保存し、同時にそれをインストールし
ます。
• 保存せずにリダイレクションを終了するには、[Close] をクリックします。
ステップ 9

[Install Redirection] をクリックしてリダイレクションを保存し、同時にそれをインストールする場
合、リダイレクション スイッチのリダイレクション パスは実稼働の入力ポート、サービス ノー
ド、および実稼働の出力ポートに表示されます。

ステップ 10

[Flow Statistics] をクリックしてリダイレクション スイッチのフロー統計を表示します。
次のフィールドは、フロー統計情報に関する情報を提供します。
• [In Port] フィールド：トラフィックが一致した入力ポート。アスタリスク（「*」）は入力
ポートを示します。
• [DL DRC] フィールド：着信トラフィックに一致する送信元 MAC アドレス。アスタリスク
（「*」）は送信元 MAC アドレスを示します。
• [DL Dst] フィールド：着信トラフィックに一致する宛先 MAC アドレス。アスタリスク
（「*」）は宛先 MAC アドレスを示します。
• [DL Type] フィールド：着信トラフィックに一致する EtherType。たとえば、「IPv4」または
「IPv6」はすべての IP トラフィックのタイプに使用されます。
• [DL VLAN] フィールド：着信トラフィックに一致する VLAN ID。アスタリスク（「*」）は
VLAN ID を示します。
• [VLAN PCP] フィールド：着信トラフィックに一致する VLAN のプライオリティ。このフィー
ルドにはアスタリスク（「*」）がほとんど常に表示されます。
• [NW Src] フィールド：着信トラフィックの IPv4 または IPv6 送信元アドレス。アスタリスク
（「*」）は IPv4 または IPv6 EtherType に基づく発信元アドレスを示します。
• [NW Dst] フィールド：着信トラフィックの IPv4 または IPv6 宛先アドレス。アスタリスク
（「*」）は IPv4 または IPv6 EtherType に基づく宛先アドレスを示します。
• [NW Proto] フィールド：着信トラフィックに一致するネットワーク プロトコル。たとえば、
「6」は TCP プロトコルを示します。
• [TP Src] フィールド：着信トラフィックに一致するようにネットワーク プロトコルに関連付
けられた送信元ポート。アスタリスク（「*」）はポート値を示します。
• [TP Dst] フィールド：着信トラフィックに一致するようにネットワーク プロトコルに関連付
けられた宛先ポート。アスタリスク（「*」）はポート値を示します。
• [Action] フィールド：「OUTPUT = OF|2」など、指定した条件に一致するトラフィックに対
して実行される出力アクション。
• [Byte Count] フィールド：指定したフロー接続と一致する集約トラフィックのボリューム（バ
イト単位）。
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• [Packet Count] フィールド：指定したフロー接続と一致する集約トラフィックのボリューム
（パケット単位）。
• [Duration Seconds] フィールド：特定のフロー接続がスイッチにインストールされた時間（ミ
リ秒単位）
• [Idle Timeout] フィールド：フロー テーブルから削除される前にフローをアイドル状態にでき
る時間（ミリ秒）。
• [Priority] フィールド：フローに割り当てられたプライオリティ。より高いプライオリティ値
を持つフローが優先されます。
ステップ 11

[Close] をクリックして、フロー統計の表示ウィンドウを閉じます。

リダイレクションの変更
はじめる前に
リダイレクションを変更する前に、リダイレクションを追加する必要があります。

手順
ステップ 1

[Redirection Setup] タブで、変更する接続の [Name] の横にある [Edit] をクリックします。

ステップ 2

[Modify Redirection] ダイアログボックスで、[Redirection Details] 領域のリダイレクションの
[Redirection Name] および [Priority] を変更できます。
フィールド

説明

Redirection Name

リダイレクションの名前。
名前には 1 ～ 256 文字の英数字を含めることができます。使用で
きる特殊文字は、下線「_」、ハイフン「-」、プラス「+」、等号
「=」、開き括弧「(」、閉じ括弧「)」、縦棒「|」、ピリオド
「.」、およびアット マーク「@」です。
（注）

Description

新しいリダイレクションの作成時に説明を入力します。

[Set auto priority] チェック
ボックス

リダイレクションの自動プライオリティを有効にするには、この
オプションをオンにします。リダイレクションのプライオリティ
は、選択した入力ポートにインストールされた既存のリダイレク
ションに基づいて設定されます。
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フィールド

説明

Priority

リダイレクションのために設定するプライオリティ。有効な値の
範囲は 0 ～ 10000 です。デフォルトは 100 です。

[Automatic Fail-safe] チェック リダイレクションのフェールセーフ機能を有効にするには、この
ボックス
オプションをオンにします。この機能を有効にすると、実稼働の
入力ポートおよび出力ポートから直接のフローが作成され、これ
はすべての低プライオリティの EtherType トラフィックに一致し
ます。

ステップ 3

[Matching Traffic] エリアで、次のフィールドを変更します。
フィールド

説明

[Filters] ドロップダウンリスト

一致するトラフィックを許可するために使用す
るフィルタを選択します。
（注）

ステップ 4

フィルタに対する同じリダイレクショ
ンは選択できません。

[Redirection Switch] エリアで、次のフィールドを変更します。
フィールド

説明

[Select Redirection Switch] ドロップダウンリスト 割り当てるリダイレクション スイッチを選択し
ます。
（注）

ステップ 5

ステップ 6

フィルタに対する同じリダイレクショ
ン スイッチは選択できません。

[Service Nodes (OPTIONAL)] エリアで、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Select Service Node] ドロップダウンリスト

割り当てるリダイレクション サービス ノード
を選択し、[Add Service Node] をクリックしま
す。

[Production Ports] エリアで、次のフィールドに入力します。
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フィールド

説明

[Select Production Ingress Port] ドロップダウンリ 割り当てる実稼働の入力ポートを選択します。
スト
（注）
入力ポートを 1 つだけ選択できます。
複数の入力ポートは許可されません。
入力ポートと出力ポートに同じポー
トを使用することはできません。
[Select Production Egress Port] ドロップダウンリ 割り当てる実稼働の出力ポートを選択します。
スト
（注）
入力ポートを 1 つだけ選択できます。
複数の入力ポートは許可されません。
入力ポートと出力ポートに同じポー
トを使用することはできません。

ステップ 7

[Delievery Devices to copy traffic (OPTIONAL)] エリアで、次のフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Select Device] ドロップダウン リスト

割り当てるデバイス（たとえば、ドロップダウ
ンリストからスイッチ）を選択し、[Add Device]
をクリックします。
（注）

ステップ 8

リダイレクションには、複数の配信
デバイスを選択できます。

次のいずれかを実行します。
• [Save Redirection] をクリックしてリダイレクションを保存しますが、これは後からインストー
ルするためのものではありません。
• [Install Redirection] をクリックしてリダイレクションを保存し、同時にそれをインストールし
ます。
• 保存せずにリダイレクションを終了するには、[Close] をクリックします。
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リダイレクションの削除
手順
ステップ 1

[Redirection Setup] タブに移動します。

ステップ 2

削除する単一または複数のリダイレクションのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Remove Redirections] をクリックします。
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