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3

トラフィック可視化のための ERSPAN
の設定
Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）の記録は、ネットワーク トラフィックの集
計ビューを示します。ERSPAN データ ソースは、ブランチ ルータまたはスイッチで有効にされると、
Cisco NAM VSB で使用可能になります。ERSPAN は、アプリケーション、ホスト、および会話の統
計情報を提供します。一部の特定のインターフェイスに対しては、カスタム データ ソースを設定でき
ます。ERSPAN を使用して、ブランチで使用されているデータセンターでホストされるビジネス クリ
ティカルなアプリケーションを特定できます。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「ERSPAN について」（P.3-1）
• 「ERSPAN 設定時の前提条件」（P.3-4）
• 「ERSPAN 設定時の制約事項」（P.3-4）
• 「Cisco IOS ルータでの ERSPAN の設定」（P.3-4）
– 「ERSPAN ポート プロファイルの設定」（P.3-4）
– 「ERSPAN セッションの設定」（P.3-7）
• 「NAM VSB での ERSPAN データ ソースの設定」（P.3-10）
• 「NAM VSB での ERSPAN レポートの設定」（P.3-16）

ERSPAN について
ERSPAN の概要
ERSPAN セッションでは、1 つ以上のポート、または 1 つ以上の VLAN 上のトラフィックを監視して、
1 つ以上の宛先ポートに、監視されたトラフィックを送信できます。ERSPAN は、SwitchProbe デバイ
スやその他のリモート モニタリング（RMON）プローブなどのネットワーク アナライザにトラフィッ
クを送信します。ERSPAN は、異なるルータ上の送信元ポート、送信元 VLAN、および宛先ポートを
サポートしており、ネットワーク全体にわたる複数のルータをリモートで監視することができます
（図 3-1 を参照）。

ERSPAN は、ERSPAN 送信元セッション、ルーティング可能な ERSPAN GRE カプセル化されたトラ
フィック、および ERSPAN 宛先セッションで構成されます。ERSPAN の送信元セッションおよび宛先
セッションは、別々のルータで個別に設定します。
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ERSPAN について

ERSPAN 送信元セッションは、次によって定義されます。
• セッション ID
• セッションで監視される送信元ポートまたは送信元 VLAN の一覧
• キャプチャされたトラフィックの GRE エンベロープの宛先 IP アドレスおよび送信元 IP アドレス
としてそれぞれ使用される、宛先および元の IP アドレス
• ERSPAN フロー ID
• IP TOS や TTL など、GRE エンベロープに関連するオプション属性
送信元ポートまたは送信元 VLAN については、ERSPAN は、入力トラフィック、出力トラフィック、
または入出力トラフィックを監視できます。

ERSPAN 宛先セッションは、次によって定義されます。
• セッション ID
• 宛先ポートの一覧
• 送信元 IP アドレス（対応する送信元セッションの宛先 IP アドレスと同じ）
• 宛先セッションを送信元セッションと照合するための ERSPAN フロー ID

ERSPAN 送信元セッションは、ERSPAN GRE カプセル化されたトラフィックを送信元ポートからコ
ピーしません。各 ERSPAN 送信元セッションは、ポートか VLAN のいずれかを送信元とすることがで
きますが、両方を送信元にはできません。
各 ERSPAN 送信元セッションは、送信元ポートまたは送信元 VLAN からトラフィックをコピーし、
ルーティング可能な GRE カプセル化されたパケットを使用して、そのトラフィックを ERSPAN 宛先
セッションに転送します。ERSPAN 宛先セッションは、トラフィックを宛先ポートに切り替えます。
ERSPAN の設定
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ERSPAN について

監視対象トラフィック
ここでは、ERSPAN によって監視できるトラフィックについて説明します。

• 「監視対象トラフィックの方向」（P.3-3）
• 「監視対象トラフィック」（P.3-3）

監視対象トラフィックの方向
送信元ポートまたは送信元 VLAN については、ERSPAN は、入力トラフィック、出力トラフィック、
または入出力トラフィックを監視できます。

監視対象トラフィック
デフォルトでは、ERSPAN は、マルチキャストおよびブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）
フレームを含む、すべてのトラフィックを監視します。

ERSPAN 送信元
ここでは、ERSPAN 送信元について説明します。

• 「送信元ポート」（P.3-3）
• 「送信元 VLAN」（P.3-3）

送信元ポート
送信元ポートは、トラフィック分析のために監視されるポートです。任意の VLAN に送信元ポートを
設定できます。また、トランク ポートを、送信元ポートとして設定したり、非トランク送信元ポート
と混在させることができます。

送信元 VLAN
送信元 VLAN は、トラフィック分析のために監視される VLAN です。

ERSPAN 宛先ポート
宛先ポートは、ERSPAN が分析用のトラフィックを送信するレイヤ 2 LAN ポートまたはレイヤ 3
LAN ポートです。
ポートを宛先ポートとして設定すると、そのポートはトラフィックを受信することができなくなりま
す。ポートを宛先ポートとして設定すると、そのポートは ERSPAN 機能によってのみ使用される専用
のポートになるからです。ERSPAN 宛先ポートでは、ERSPAN セッションに必要なトラフィック以外
の転送は行われません。トランク ポートを宛先ポートとして設定することができます。これによって、
宛先トランク ポートがカプセル化したトラフィックを転送することができます。
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ERSPAN 設定時の前提条件
Cisco Nexus 1010 スイッチでは、ユーザは ERSPAN 送信元セッションか宛先セッション、またはその
両方を設定できます。ERSPAN 送信元セッションだけが設定されたデバイスは、ERSPAN 送信元デバ
イスと呼ばれ、ERSPAN 宛先セッションだけが設定されたデバイスは、ERSPAN 端末デバイスと呼ば
れます。

ERSPAN 設定時の制約事項
• Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance での ERSPAN セッションの最大数は 1024 です。
Cisco Nexus 1010 は、ERSPAN 送信元デバイス（送信元セッションだけ設定可能）、ERSPAN 宛
先デバイス（宛先セッションだけ設定可能）、または ERSPAN 送信元 / 宛先デバイス（送信元セッ
ションと宛先セッションを両方とも設定可能）として使用できます。ただし、セッションの合計数
は、最大セッション数の 1024 以内にする必要があります。

• 各 ERSPAN セッションの最大ポート番号は 128 です。
• Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance での ERSPAN は、ファスト イーサネット、ギガビッ
ト イーサネット、および送信元セッションの送信元ポートとしてのポート チャネル インターフェ
イスをサポートしています。

• Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance の ERSPAN ユーザは、送信元とするポート一覧、ま
たは送信元とする VLAN 一覧を設定できますが、指定したセッションに対して両方は設定できま
せん。

• ERSPAN コンフィギュレーション CLI を介してセッションが設定されると、セッション ID とセッ
ション タイプは変更できません。これらを変更するには、ユーザはまずコンフィギュレーション
コマンドの no バージョンを使用してセッションを削除してから、セッションを再設定する必要が
あります。

Cisco IOS ルータでの ERSPAN の設定
ブランチ エッジ ルータで ERSPAN トラフィックを設定します。ブランチに出入りするトラフィック
フローを可視化するため、WAN と LAN インターフェイスの両方で ERSPAN を有効にする必要があり
ます。

ERSPAN ポート プロファイルの設定
この手順を使用して、VSB 上のポート プロファイルを設定し、ERSPAN パケットを IP ネットワーク
経由で、リモート宛先アナライザに転送します。

開始する前に

• VSM CLI に EXEC モードでログインしている必要があります。
• vCenter Server のすべてのホストに対して、この設定を完了する必要があります。
• このポート プロファイルに使用する名前を確認します。

（注）

ポート プロファイル名は、各 ESX ホストで必要な VMKNIC を設定するために使用されます。
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• このプロファイルをマッピングする VMware ポート グループ名を確認します。
• 新しい仮想アダプタを追加するための VMware マニュアルを手元に用意します。
• システム VLAN をすでに作成し、この設定で使用予定の VLAN ID を把握している必要があります。
手順の概要

1. config t
2. port-profile port_profile_name
3. capability l3control
4. vmware port-group pg_name
5. switchport mode access
6. switchport access vlan vlan_id
7. no shutdown
8. system vlan vlan_id
9. state enabled
10.（任意）show port-profile name port_profile_name
11.（任意）copy running-config startup-config
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI グローバル コンフィギュレーション

例:
vsm-nam1# config t
vsm-nam1(config)#

ステップ 2

port-profile port_profile_name
例:
vsm-nam1(config)# port-profile
erspan_profile
vsm-nam1(config-port-prof)#

モードを開始します。

ポート プロファイルを作成し、指定された
ポート プロファイルの CLI グローバル コン
フィギュレーション モードに切り替えます。
実行コンフィギュレーションに、ポート プ
ロファイルを保存します。

port-profile name は、最大 80 文字で、Cisco
Nexus 1000V の各ポート プロファイルで一
意でなければなりません。
ステップ 3

capability l3control
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# capability
l3control
vsm-nam1(config-port-prof)#

port-profile を設定して、ERSPAN トラ
フィックを転送し、実行コンフィギュレー
ションに保存します。
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Cisco IOS ルータでの ERSPAN の設定

コマンド
ステップ 4

vmware port-group pg_name
例:
vsm-nam1(config-port-prof)#vmware port-group
erspan
vsm-nam1(config-port-prof)#

目的
ポート プロファイルを VMware ポート グ
ループとして指定し、このプロファイルが
マッピングする VMware ポート グループ名
を追加します。実行コンフィギュレーショ
ンに、設定を保存します。
ポート プロファイルは、同じ名前の
VMware ポート グループにマッピングされ
ます。vCenter Server 接続が確立すると、
Cisco Nexus 1000V で作成されたポート グ
ループは、vCenter Server の仮想スイッチ
に配信されます。

• pg-name：ポート グループ名。
pg-name を指定しない場合、ポート グ
ループ名は、ポート プロファイル名と
同じになります。ポート プロファイル
を異なるポート グループ名にマッピン
グする場合は、pg-name オプションの
あとに別の名前を続けます。
ステップ 5

switchport mode access
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# switchport mode
access
vsm-nam1(config-port-prof)#

ステップ 6

switchport access vlan vlan_id
例 1:
vsm-nam1(config-port-prof)# switchport
access vlan 2
vsm-nam1(config-port-prof)#

ステップ 7

no shutdown
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# no shutdown
vsm-nam1(config-port-prof)#

ステップ 8

system vlan vlan_id
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# system vlan 2
vsm-nam1(config-port-prof)#

スイッチ アクセス ポートとしてインター
フェイスを指定します（デフォルト）。

VLAN ID をこのポート プロファイルのア
クセス ポートに割り当て、実行コンフィ
ギュレーションに設定を保存します。

実行コンフィギュレーションのインター
フェイスをイネーブルにします。

システム VLAN ID をポート プロファイル
に関連付け、実行コンフィギュレーション
に保存します。
アクセス ポートに割り当てられた VLAN
ID と一致しなければなりません。一致しな
い場合は、次のエラー メッセージが表示さ
れます。

ERROR: System vlan being set does not
match the switchport access vlan 2
ステップ 9

state enabled
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# state enabled
vsm-nam1(config-port-prof)#

実行コンフィギュレーションで、ポート プ
ロファイルをイネーブルにします。
これで、このポート プロファイルは、
ERSPAN 送信元を持つすべての ESX ホス
トの ERSPAN パケットを送信できます。
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コマンド
ステップ 10 show port-profile name port_profile_name
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# show
port-profile name erspan
port-profile erspan
description:
status: enabled
capability uplink: no
capability l3control: yes
system vlans: 2
port-group: access
max-ports: 32
inherit:
config attributes:
switchport access vlan 2
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport access vlan 2
no shutdown
assigned interfaces:

目的
（任意）指定されたポート プロファイルの設
定を、実行コンフィギュレーションにある
とおりに表示します。

vsm-nam1(config-port-prof)#

ステップ 11 copy running-config startup-config
例:
vsm-nam1(config-port-prof)# copy
running-config startup-config
[########################################]
100%
vsm-nam1(config-port-prof)#

（任意）実行コンフィギュレーションをス
タートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーし、リブートと再起動を行って、永久
的に保存します。

ステップ 12 VMware のマニュアルを参照して、vSphere Client クライアントで、各 ESX ホストの VMKNIC
を設定します。必ず新しい仮想アダプタとして、VMKNIC がこのポート プロファイルを参照す
るようにします。

ERSPAN セッションの設定
この手順を使用して、ERSPAN セッションを設定します。

開始する前に

• VSM CLI に EXEC モードでログインしている必要があります。
• 設定する SPAN セッションの数を確認します。
• 「ERSPAN ポート プロファイルの設定」（P.3-4）を参照して、VSM の ERSPAN 対応ポート プロ
ファイルを設定しておきます。

• 新しい仮想アダプタを追加するための VMware マニュアルを使用して、各 ESX ホスト上に必要な
VMKNIC を設定しておきます。
• デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。
• 既存の SPAN セッションを作成する場合は、追加の設定がセッションに追加されます。確実にセッ
ションの以前の設定をクリアするには、まず、セッションを削除する必要があります（ステップ 2 の
no monitor session を参照）。
• この手順には、ERSPAN 送信元コンフィギュレーション モードでの SPAN セッションの作成が含
まれます。
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手順の概要

1. config t
2. no monitor session session-number
3. monitor session session-number type erspan-source
4. description description
5. source {interface type | vlan} {number | range} [rx | tx | both]
6. （任意）ステップ 5 を繰り返して、追加の ERSPAN 送信元を設定します。
7. （任意）filter vlan {number | range}
8. （任意）ステップ 7 を繰り返して、フィルタリングするすべての送信元 VLAN を設定します。
9. destination ip ip_address
10.（任意）ip ttl ttl_value
11.（任意）ip prec ipp_value
12.（任意）ip dscp dscp_value
13.（任意）mtu mtu_value
14.（任意）erspan-id flow_id
15. no shut
16.（任意）show monitor session session_id
17.（任意）exit
18.（任意）copy running-config startup-config
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

config t

CLI グローバル コンフィギュレーション

例:
vsm-nam1# config t
vsm-nam1(config)#

ステップ 2

no monitor session session-number

モードを開始します。

指定されたセッションをクリアします。

例:
vsm-nam1(config)# no monitor session 3

ステップ 3

monitor session session-number type
erspan-source
例:
vsm-nam1(config)# monitor session 3 type
erspan
vsm-nam1(config-erspan-source)#

ステップ 4

description description
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# description
my_erspan_session_3
vsm-nam1(config-erspan-src)#

任意のセッション番号でセッションを作成し、
CLI ERSPAN 送信元コンフィギュレーション
モードに切り替えます。この設定は、実行コ
ンフィギュレーションに保存されます。

指定された ERSPAN セッションの場合、説
明を追加して、実行コンフィギュレーショ
ンに保存します。

• description：最大 32 文字の英数字
デフォルト = ブランク（no description）
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Cisco IOS ルータでの ERSPAN の設定

ステップ 5

コマンド

目的

source {interface type | vlan}
{number | range} [rx | tx | both]

指定されたセッションの場合、監視する送
信元とトラフィックの方向を設定し、実行
コンフィギュレーションに保存します。

例 1:
vsm-nam1(config-erspan-src)# source
interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
例 2:
vsm-nam1(config-erspan-src)# source
interface port-channel 2
例 3:
vsm-nam1(config-erspan-src)# source
interface vethernet 12 both
例 4:
vsm-nam1(config-erspan-src)# source vlan 3,
6-8 tx

• type：インターフェイス タイプ（イー
サネット、ポートチャネル、仮想イー
サネット）を指定します。

• number：監視するインターフェイス ス
ロットおよびポートまたはポート範囲、

VLAN 番号または VLAN 範囲を指定し
ます。

• traffic direction：次の方向のいずれか
になるように、トラフィック 監視を指
定します。

– 受信（rx）（VLAN デフォルト）
– 送信（tx）
– 双方向（インターフェイス デフォ
ルト）

ステップ 6 （任意）ステップ 5 を繰り返して、追加の ERSPAN 送信元を設定します。
ステップ 7

filter vlan {number | range}
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# filter vlan
3-5, 7

（任意）指定された ERSPAN セッションの
場合、監視する VLAN、VLAN リスト、
VLAN 範囲のいずれかを設定して、実行コ
ンフィギュレーションに保存します。
モニタ ポート上では、VLAN フィルタ リス
トと一致する VLAN からのトラフィックだ
けが宛先に複製されます。

ステップ 8 （任意）ステップ 7 を繰り返して、フィルタリングするすべての送信元 VLAN を設定します。
ステップ 9

destination ip ip_address
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# destination ip
10.54.54.1
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)#

ステップ 10 ip ttl ttl_value
例:
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)# ip ttl
64
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)#

カプセル化されたトラフィックが送信され
るホストの IP アドレスを設定し、実行コン
フィギュレーションに保存します。

（任意）ERSPAN のパケットに対し、1 ～
255 の範囲で IP 有効期限値を指定し、実行
コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 11 ip prec precedence_value

（任意）ERSPAN のパケットに対し、0 ～ 7
の範囲で IP precedence 値を指定し、実行コ
例:
ンフィギュレーションに保存します。
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)# ip prec 1
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)#

ステップ 12 ip dscp dscp_value
例:
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)# ip
dscp 24
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)#

（任意）0 ～ 63 の範囲で IP DSCP 値を指定
します。ERSPAN トラフィックのパケット
の場合は、実行コンフィギュレーションに
保存します。
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コマンド
ステップ 13 mtu mtu_value
例:
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)# mtu
1000
vsm-nam1(config-monitor-erspan-src)#

ステップ 14 erspan-id flow_id
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# erspan_id 51

目的
（任意）ERSPAN トラフィックの MTU サイ
ズを指定し、実行コンフィギュレーション
に保存します。

ERSPAN ID（1 ～ 1023）をセッション設定
に追加して、実行コンフィギュレーション
に保存します。
セッション ERSPAN ID を、カプセル化さ
れたフレームの ERSPAN ヘッダーに追加
し、終端ボックスで使用して、さまざまな
トラフィックの ERSPAN ストリームを識別
できます。

ステップ 15 no shut
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# no shut

ステップ 16 show monitor session session_id
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# show monitor
session 3

ステップ 17 exit
例:
vsm-nam1(config-erspan-src)# exit
vsm-nam1(config)#

ステップ 18 copy running-config startup-config
例:
vsm-nam1(config)# copy running-config
startup-config

ERSPAN セッションをイネーブルにし、実
行コンフィギュレーションに保存します。
デフォルトでは、セッションはシャット ス
テートで作成されます。
（任意）実行コンフィギュレーションにある
とおりに、ERSPAN セッション設定を表示
します。
（任意）ERSPAN 送信元コンフィギュレー
ション モードを終了し、CLI コンフィギュ
レーション モードに戻ります。
（任意）実行コンフィギュレーションをス
タートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーし、リブートと再起動を行って、永久
的に保存します。

NAM VSB での ERSPAN データ ソースの設定
NAM Traffic Analyzer の GUI を使用して、追加の ERSPAN モニタリング デバイスを有効にします。
ステップ 1

NAM GUI にログインし、[Setup] > [Monitor] を選択します。

ステップ 2

[Data Source] ドロップダウン メニューをクリックし、[ERSPAN] を選択します。
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ステップ 3

監視対象とする統計情報のチェックボックスをオンにします。

（注）

完全なモニタリングを行えるようにするため、すべてのチェックボックスをオンにすることを
推奨します。
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ステップ 4

[Host Statistics (Network & Application layers)] および [Conversation Statistics (Network &
Application layers)] の横にはプルダウン メニューがあります。これを使用して、これらの統計情報の
最大値を設定することもできます。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

アプリケーションの統計情報を監視するには、[Monitor] タブに移動し、[Apps] をクリックします。こ
こでは、図 3-2 に示すように、3 つの方法（[Current Rates]（最新レート）、[TopN Chart]（上位 N
位）、[Cumulative Data]（累積データ））でデータを表示できます。[Filter] ボタンを使用して、データ
にフィルタを設定することもできます。
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図 3-2

ERSPAN アプリケーション統計情報

ステップ 7

ネットワーク ホストを監視するには、[Monitor] タブに移動し、[Hosts] をクリックします。

ステップ 8

ネットワーク ホストの会話を監視するには、[Monitor] タブに移動し、[Conversations] をクリックし
ます。

ERSPAN トラフィック用の VLAN データ ソースの設定
ステップ 1

使用可能な VLAN を確認するには、[Monitor] > [VLAN] をクリックします。ドロップダウン メ
ニューで ERSPAN が選択されていることを確認します。

ステップ 2

[Setup] > [Data Sources] をクリックします。

ステップ 3

左側のペインの [ERSPAN VLANs] をクリックします。
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ステップ 4

[VLAN Data Sources] ボックスで、ドロップダウン メニューから [VLAN ID] を選択し、[Create] ボタ
ンをクリックします。

ステップ 5

[VLAN Data Sources] ボックスで、データ ソース名と VLAN ID を入力します。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。

ステップ 7

VLAN データ ソースが入力されたダイアログボックスが表示されます。
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VLAN データ ソースの使用
作成したばかりの新しいデータ ソースを使用するには、このデータ ソースを [Setup] メニューから有
効にする必要があります。
ステップ 1

[Setup] > [Monitor] を選択します。[Core Monitoring] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ドロップダウン メニューから新しい VLAN データ ソースを選択します。
図 3-3

データ ソースの一覧

ステップ 3

表示したい機能のチェックボックスをオンにします。通常は、すべてのチェックボックスをオンにしま
す。[Apply] をクリックします。

ステップ 4

VLAN の ERSPAN データを表示するには、[Monitor] > [Apps]、[Monitor] > [Hosts]、または
[Monitor] > [Conversations] を選択します。ダイアログボックスに、新しく作成した VLAN データ
ソースがデフォルトで表示され、その VLAN のデータが表示されます。

VLAN データ ソースの削除
VLAN データ ソースを削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Setup] > [Data Sources] を選択します。
[Active SPAN Sessions] ダイアログが表示されます。

ステップ 2

[VLANs] をクリックします。
[VLAN Data Sources] ウィンドウに、NAM アプライアンスで使用可能な VLAN データ ソースの一覧
が表示されます。

ステップ 3

VLAN データ ソースのチェックボックスをオンにし、[Delete] をクリックします。
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NAM VSB での ERSPAN レポートの設定
使用度の高いアプリケーションと、IP 電話トラフィックを大量に生成している個人の監視を強めるた
め、Top Applications レポートと Top Hosts レポートを作成できます。このようなレポートを使用する
と、使用度の高いアプリケーションの傾向や、一定期間に特定のブランチでどのホストが最もアクティ
ブだったかなどを確認することができます。
ステップ 1

NAM VSB の GUI にログインし、[Reports] > [Basic Reports] をクリックします。
[Basic Historical Reports] ウィンドウに、現在設定されている基本レポートの一覧が表示されます。

ステップ 2

[Create] をクリックして、新しい基本レポートを作成します。

ステップ 3

レポート タイプの一覧から [Applications] を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 4

[Top Applications] をクリックして選択し（図 3-4 を参照）、[ERSPAN Data Source] を選択して
[Finish] をクリックします。
図 3-4

[Setup Report Parameters]

ステップ 5

[Create] をもう一度クリックして、新しい基本レポートをもう 1 つ作成します。

ステップ 6

レポート タイプの一覧から [Hosts] を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 7

[Top N Hosts] をクリックして選択し、[ERSPAN Data Source] を選択して [Finish] をクリックします。
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