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C H A P T E R 40
ローカル SPAN および RSPAN の設定

この章では、Cisco 7600 シリーズ ルータ上でローカル Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド

ポート アナライザ）と Remote SPAN（RSPAN）を設定する手順について説明します。

この章の構成は次のとおりです。

• ローカル SPAN および RSPAN の機能概要（p.40-2）

• ローカル SPAN および RSPAN 設定時の注意事項および制約事項（p.40-6）

• ローカル SPAN および RSPAN の設定（p.40-11）

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco 7600 Series 
Router Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

• OSM（オプティカル サービス モジュール）WAN ポートおよび FlexWAN ポートは、SPAN ま

たは RSPAN をサポートしません。
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ローカル SPAN および RSPAN の機能概要
ここでは、ローカル SPAN および RSPAN の機能について説明します。

• ローカル SPAN および RSPAN の概要（p.40-2）

• ローカル SPAN および RSPAN 送信元の概要（p.40-5）

• ローカル SPAN および RSPAN 宛先ポートの概要（p.40-5）

ローカル SPAN および RSPAN の概要

ローカル SPAN および RSPAN セッションを使用すると、1 つまたは複数のポート、または 1 つま

たは複数の VLAN を対象にトラフィックをモニタし、モニタしたトラフィックを 1 つまたは複数の

宛先ポートに送信できます。Release 12.2(18)SXD 以降のリリースでは、VLAN 単位でフィルタリン

グを宛先トランク ポートに設定できます。

ローカル SPAN および RSPAN は、SwitchProbe デバイス、その他の Remote Monitoring（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。SPAN は、送信元ポートまた

は VLAN（仮想 LAN）上のトラフィックのスイッチングには影響しません。SPAN は、送信元ポー

トと VLAN によって送受信されるパケットのコピーを宛先ポートに送信します。その宛先ポート

は、SPAN 専用に設定しなければなりません。

ここでは、ローカル SPAN および RSPAN の概要を説明します。

• ローカル SPAN の概要（p.40-2）

• RSPAN の概要（p.40-3）

• モニタ対象トラフィック（p.40-4）

ローカル SPAN の概要

ローカル SPAN セッションは、送信元ポートおよび送信元 VLAN を、1 つまたは複数の宛先ポート

に対応付けたものです。ローカル SPAN セッションは、単一のルータ上に設定します。ローカル

SPAN には、個別の送信元および宛先のセッションはありません。

ローカル SPAN セッションは、RSPAN VLAN を伝送する送信元トランク ポートから送信元 RSPAN

VLAN トラフィックをローカルにコピーしません。ローカル SPAN セッションは、送信元 RSPAN

GRE でカプセル化されたトラフィックを送信元ポートからローカルにコピーしません。

ローカル SPAN セッションごとに、送信元としてポートまたは VLAN を使用することはできます

が、両方を使用できません。

ローカル SPAN は、任意の VLAN 上の 1 つまたは複数の送信元ポートからのトラフィック、あるい

は 1 つまたは複数の VLAN からのトラフィックを分析するために宛先ポートへコピーします（図

40-1 を参照）。たとえば図 40-1 の場合、イーサネット ポート 5（送信元ポート）上の全トラフィッ

クが、イーサネット ポート 10 にコピーされます。イーサネット ポート 10 のネットワーク アナラ

イザは、イーサネット ポート 5 に物理的に接続していなくても、このポートからのあらゆるトラ

フィックを受信できます。
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ローカル SPAN および RSPAN の機能概要
図 40-1 SPAN の設定例

RSPAN の概要

RSPAN 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、

ネットワーク上の複数のルータをリモート モニタします（図 40-2 を参照）。

RSPAN は、RSPAN 送信元セッション、RSPAN VLAN、および RSPAN 宛先セッションで構成され

ています。異なるルータ上で、RSPAN 送信元セッションと宛先セッションを個別に設定します。1

つのルータ上で RSPAN 送信元セッションを設定するには、一連の送信元ポートまたは VLAN を 1

つの RSPAN VLAN に対応付けます。別のルータ上で RSPAN 宛先セッションを設定するには、宛

先ポートを RSPAN VLAN に対応付けます。

各 RSPAN セッションのトラフィックは、レイヤ 2 非ルータブル トラフィックとして、ユーザが指

定した RSPAN VLAN 上で伝送されます。この RSPAN VLAN は、参加しているすべてのルータの

RSPAN セッション専用です。参加しているすべてのルータは、レイヤ 2 トランクによって接続さ

れている必要があります。

RSPAN 送信元セッションは、RSPAN VLAN を伝送する送信元トランク ポートから送信元 RSPAN

VLAN トラフィックをローカルにコピーしません。RSPAN 送信元セッションは、送信元 RSPAN

GRE でカプセル化されたトラフィックを送信元ポートからローカルにコピーしません。

RSPAN 送信元セッションごとに、送信元としてポートまたは VLAN を使用することはできますが、

両方を使用できません。

RSPAN 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、

RSPAN VLAN 上のトラフィックをRSPAN 宛先セッションへスイッチングします。RSPAN宛先セッ

ションはトラフィックを宛先ポートへスイッチングします。

                      

S
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ローカル SPAN および RSPAN の機能概要
図 40-2 RSPAN の設定

モニタ対象トラフィック

ここでは、ローカル SPAN および RSPAN がモニタできるトラフィックについて説明します。

• モニタ対象トラフィックの方向（p.40-4）

• モニタ対象トラフィック（p.40-4）

• 重複トラフィック（p.40-4）

モニタ対象トラフィックの方向

ローカル SPAN セッションおよび RSPAN 送信元セッションに、入力トラフィック（入力 SPAN）の

モニタ、出力トラフィック（出力 SPAN）のモニタ、または両方向でのトラフィック フローのモニ

タを行うように設定できます。

入力 SPAN は、送信元ポートおよび VLAN が受信したトラフィックを、宛先ポートで分析できるよ

うにコピーします。出力 SPAN は、送信元ポートおよび VLAN が送信したトラフィックをコピーし

ます。both キーワードを入力すると、SPAN は送信元ポートまたは VLAN で受信され、宛先ポート

に送信されたトラフィックをコピーします。

モニタ対象トラフィック

デフォルトでは、ローカル SPAN がマルチキャスト フレームおよび Bridge Protocol Data Unit（BPDU;

ブリッジ プロトコル データ ユニット）フレームを含む、すべてのトラフィックをモニタします。

RSPAN は BPDU モニタをサポートしません。

重複トラフィック

設定によっては、SPAN が、同じ送信元のトラフィックの複数のコピーを、宛先ポートに送信しま

す。たとえば、双方向 SPAN（入力および出力の両方）セッションが、s1 および s2 の 2 つを SPAN

送信元、d1 を SPAN 宛先ポートとして設定されている場合、パケットが s1 からルータに入って、

出力パケットとしてルータから s2 に送信されると、s1 の入力 SPAN および s2 の出力 SPAN 両方が、

パケットのコピーを SPAN 宛先 d1 に送信します。パケットが s1 から s2 へスイッチングされたレイ

ヤ 2 だった場合、両方の SPAN パケットは同一になります。パケットが s1 から s2 にレイヤ 3 スイッ

チングされた場合は、レイヤ 3 書き換えによって送信元および宛先レイヤ 2 アドレスが変更され、

SPAN パケットは異なるものとなります。

27
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9
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ローカル SPAN および RSPAN の機能概要
ローカル SPAN および RSPAN 送信元の概要

ここでは、ローカル SPAN および RSPAN の送信元について説明します。

• 送信元ポート（p.40-5）

• 送信元 VLAN（p.40-5）

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モニタ対象になるポートです。スイッチングおよび

ルーティングされているポートの両方を、SPAN 送信元ポートとして設定できます。SPAN は、1 つ

または複数の送信元ポートを、単一の SPAN セッションでモニタできます。任意の VLAN に送信元

ポートを設定できます。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。SPAN は、送信元トランク ポートからのカプセル化をコピー

しません。

送信元 VLAN

送信元 VLAN は、トラフィック分析のためにモニタ対象になる VLAN です。VLAN-based SPAN

（VSPAN）は、VLAN を SPAN 送信元として使用します。送信元 VLAN にあるすべてのポートが、

送信元ポートになります。

ローカル SPAN および RSPAN 宛先ポートの概要

宛先ポートは、ローカル SPAN および RSPAN が分析用のトラフィックを送信するレイヤ 2 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 SPAN 機能専用になります。SPAN 宛先ポートで

は、SPAN 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。Release 12.2(18)SXD 以降のリリース

では、許可 VLAN リストを使用して、VLAN 単位でフィルタリングを宛先トランク ポートに設定

できます（「ローカル SPAN の宛先トランク ポート VLAN フィルタリングの設定」（p.40-16）を参照）。
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ローカル SPAN および RSPAN 設定時の注意事項および制約事項
ここでは、ローカル SPAN と RSPAN 設定に関する注意事項および制約事項について説明します。

• 機能の非互換性（p.40-6）

• ローカル SPAN および RSPAN セッションの制限（p.40-7）

• ローカル SPAN および RSPAN に関する注意事項および制約事項（p.40-8）

• VSPAN に関する注意事項および制約事項（p.40-9）

• RSPAN に関する注意事項および制約事項（p.40-10）

機能の非互換性

ローカル SPAN および RSPAN には、機能の互換性がありません。

• CSCef78235 の注意事項が解決されているリリースでは、Supervisor Engine 720 ハードウェア リ
ビジョンを使用した場合、ローカル SPAN および RSPAN 送信元ポートは VACL リダイレクト

されたトラフィックをコピーしません。

CSCef78235 の注意事項が解決されていないリリースでは、次のようになります。

－ Supervisor Engine 720 ハードウェア リビジョン 3.2 以上を使用した場合、ローカル SPAN 送

信元ポートは VACL リダイレクトされたトラフィックをコピーしません。

－ Supervisor Engine 720 ハードウェア リビジョン 3.2 未満を使用した場合、ローカル SPAN 送

信元ポートは VACL リダイレクトされたトラフィックをコピーします。

－ Supervisor Engine 720 ハードウェア リビジョンを使用した場合、RSPAN 送信元ポートは

VACL リダイレクトされたトラフィックをコピーします。

ハードウェア リビジョンを表示するには show module version | include WS-SUP720-BASE コマ

ンドを入力します。次に例を示します。

Router# show module version | include WS-SUP720-BASE 
 7    2  WS-SUP720-BASE     SAD075301SZ Hw :3.2

• ポートチャネル インターフェイス（EtherChannel）を SPAN 送信元にできます。

• EtherChannel のアクティブなメンバー ポートを SPAN 送信元ポートとして設定はできません。

EtherChannel の非アクティブなメンバー ポートは、SPAN 送信元として設定できますが、これ

らのポートは中断状態になりトラフィックを伝送しません。

• ポート チャネル インターフェイス（EtherChannel）を SPAN 宛先にはできません。

• EtherChannel のアクティブなメンバー ポートを SPAN 宛先ポートとして設定はできません。

EtherChannel の非アクティブなメンバー ポートは、SPAN 宛先ポートとして設定できますが、

これらのポートは中断状態になりトラフィックを伝送しません。

• SPAN 宛先ポートは入力トラフィックを廃棄するので、次の機能は、SPAN 宛先ポートとは機

能的に互換性がありません。

－ プライベート VLAN

－ IEEE 802.1x ポートベースの認証

－ ポート セキュリティ

－ STP（スパニングツリー プロトコル）および関連機能（PortFast、PortFast BPDU フィルタ

リング、BPDU ガード、UplinkFast、BackboneFast、EtherChannel ガード、ルート ガード、

ループ ガード）

－ VLAN Trunking Protocol（VTP;VLAN トランキング プロトコル）

－ Dynamic Trunking Protocol（DTP）

－ IEEE 802.1Q トンネリング
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ローカル SPAN および RSPAN 設定時の注意事項および制約事項
（注） SPAN 宛先ポートは、IEEE 802.3Z フロー コントロールに参加できます。

ローカル SPAN および RSPAN セッションの制限

ここでは、ローカル SPAN および RSPAN セッションの上限を説明します。

• Supervisor Engine 720（p.40-7）

• Supervisor Engine 2（p.40-7）

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 720 ローカル SPAN および RSPAN セッションの上限は、次のとおりです。

Supervisor Engine 720 ローカル SPAN および RSPAN 送信元および宛先の上限は、次のとおりです。

Supervisor Engine 2

（注） • ローカル SPAN セッションの出力 SPAN 送信元を設定した場合、Supervisor Engine 2 は RSPAN
をサポートしません。

• RSPAN を設定した場合、Supervisor Engine 2 はローカル SPAN の出力 SPAN 送信元をサポート

しません。

Supervisor Engine 2 ローカル SPAN および RSPAN セッションの上限は、次のとおりです。

総セッション数 ローカル SPAN および RSPAN 送信元セッション RSPAN 宛先セッション

66 2（入力または出力または両方） 64

ローカル
SPAN セッションごと

RSPAN
送信元セッションごと

RSPAN
宛先セッションごと

出力または「両方」の送信元 1 1 —

入力送信元 —

Release 12.2(18)SXD より前のリリース 64 64

Release 12.2(18)SXD 以降のリリース 128 128

RSPAN 宛先セッション送信元 — — 1 RSPAN VLAN

セッションごとの宛先 64 1 RSPAN VLAN 64

総セッション数
ローカル SPAN
セッション

RSPAN 送信元
セッション

RSPAN 宛先
セッション

66 2（入力または出力また

は両方）

0 64

1（入力） 1（入力または出力また

は両方）

64

1 または 2（出力） 0 64
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ローカル SPAN および RSPAN 設定時の注意事項および制約事項
Supervisor Engine 2 ローカル SPAN および RSPAN 送信元および宛先の上限は、次のとおりです。

ローカル SPAN および RSPAN に関する注意事項および制約事項

次の注意事項および制約事項は、ローカル SPAN および RSPAN に適用されます。

• ふたたび monitor session コマンドを入力しても、前に設定した SPAN パラメータを消去しませ

ん。設定済みの SPAN パラメータをクリアするには、no monitor session コマンドを使用する必

要があります。

• イネーブルなローカル SPAN および RSPAN は、すでに入力された設定があれば、その設定を

使用します。

• ネットワーク アナライザを SPAN 宛先ポートに接続します。

• SPAN セッションでは、SPAN 宛先ポートはすべて、SPAN 送信元すべてからのトラフィックを

全部受信します。

（注） Release 12.2(18)SXD 以降のリリースでは、許可 VLAN リストを使用して、宛先トラン

ク ポート VLAN フィルタリングを設定できます（「ローカル SPAN の宛先トランク ポー

ト VLAN フィルタリングの設定」[p.40-16] を参照）。宛先トランク ポート VLAN フィ

ルタリングを使用すると、セッション内ではすべての SPAN 宛先ポートが SPAN 送信

元すべてからのトラフィックを全部受信するという制限を解除します。宛先トランク

ポート VLAN フィルタリングを使用すると、各宛先トランク ポートから送信されるト

ラフィックを VLAN 単位で選択できます。

• レイヤ 2 LAN ポート（switchport コマンドで設定された LAN ポート）とレイヤ 3 LAN ポート

（switchport コマンドを使用せずに設定された LAN ポート）の両方を送信元または宛先として

設定できます。

• 1 つのセッションに、個別の送信元ポートおよび送信元 VLAN を混在させることはできません。

• Supervisor Engine 720 を使用した場合、VACL はトラフィックを出力 SPAN 送信元ポートにリダ

イレクトすると、SPAN は VACL リダイレクトされたトラフィックをコピーしません。

• Supervisor Engine 2 を使用した場合、VACL はトラフィックを出力 SPAN 送信元ポートにリダイ

レクトすると、SPAN は VACL リダイレクトされたトラフィックをコピーします。

• 複数の入力送信元ポートを指定する場合、各ポートはそれぞれ異なる VLAN に属するもので

あってもかまいません。

• 1 つのセッション内では、送信元 VLAN とフィルタ VLAN を混在させることはできません。送

信元 VLAN またはフィルタ VLAN を使用することはできますが、両方を同時に使用すること

はできません。

ローカルSPANセッション
ごと

RSPAN 送信元セッション
ごと

RSPAN 宛先セッション
ごと

出力または「両方」の送信元 1（RSPAN 送信元セッショ

ンで設定の場合は 0）

1（ローカル SPAN 出力送信

元セッションで設定の場合

は 0）

—

入力送信元 —

Release 12.2(18)SXD より前

のリリース

64 64

Release 12.2(18)SXD 以降の

リリース

128 128

RSPAN 宛先セッション送信元 — — 1 RSPAN VLAN

セッションごとの宛先 64 1 RSPAN VLAN 64
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ローカル SPAN および RSPAN 設定時の注意事項および制約事項
• 送信元を指定し、トラフィックの方向（入力、出力、または両方）を指定しない場合、「両方」

がデフォルトで使用されます。

• SPAN はレイヤ 2 イーサネット フレームをコピーしますが、送信元トランク ポート ISL または

802.1Q タグはコピーしません。宛先ポートをトランクとして設定し、タグ付きトラフィックを

トラフィック アナライザにローカルに送信できます。

• ローカル SPAN セッションおよび RSPAN 送信元セッションは、RSPAN VLAN を伝送する送信

元トランク ポートから送信元 RSPAN VLAN トラフィックをローカルにコピーしません。

• 1 つの SPAN セッションにおける宛先ポートとして指定したポートは、もう 1 つの SPAN セッ

ションの宛先ポートにすることはできません。

• 宛先ポートとして設定されたポートは、送信元ポートとして設定できません。

• 宛先ポートは、VACL リダイレクトされたトラフィックを送信します。

• 宛先ポートは、スパニングツリー インスタンスには関与しません。ローカル SPAN はモニタ対

象トラフィックに BPDU を含めます。したがって宛先ポートで確認される BPDU は、送信元

ポートから送られたものです。RSPAN は BPDU モニタをサポートしません。

• 出力送信元として設定されているポートからの伝送用にルータを経由して送信されるすべて

のパケットは、宛先ポートにコピーされます。このパケットには、STP（スパニングツリー プ
ロトコル）がポートをブロッキング ステートにするためポート経由でルータから送出されない

パケットや、STP が VLAN をトランク ポートでブロッキング ステートに移行するので、トラ

ンク ポートにあるパケットが含まれます。

VSPAN に関する注意事項および制約事項

（注） ローカル SPAN および RSPAN はすべて、VSPAN をサポートします。

ここでは、VSPAN に関する注意事項および制約事項について説明します。

• 入力および出力の両方が設定されている VSPAN セッションについては、2 つのパケットが同

じ VLAN でスイッチングされている場合、それらは宛先ポートから（1 つは入力ポートからの

入力トラフィックとして、もう 1 つは出力ポートからの出力トラフィックとして）転送されま

す。

• VSPAN は、VLAN 内のレイヤ 2 ポートを出入りするトラフィックだけをモニタします。

－ VLAN を入力送信元として設定し、トラフィックがモニタ対象 VLAN にルーティングされ

る場合、ルーティングされたトラフィックは、VLAN 内のレイヤ 2 ポートで受信する入力

トラフィックとしてみなされないため、モニタされません。

－ VLAN を出力送信元として設定し、トラフィックがモニタ対象 VLAN にルーティングされ

る場合、ルーティングされたトラフィックは、VLAN 内のレイヤ 2 ポートから送信される

出力トラフィックとしてみなされないため、モニタされません。
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ローカル SPAN および RSPAN 設定時の注意事項および制約事項
RSPAN に関する注意事項および制約事項

ここでは、RSPAN に関する注意事項および制約事項について説明します。

• ローカル SPAN セッションの出力 SPAN 送信元を設定した場合、Supervisor Engine 2 は RSPAN
をサポートしません。

• RSPAN を設定した場合、Supervisor Engine 2 はローカル SPAN の出力 SPAN 送信元をサポート

しません。

• 参加しているすべてのルータは、レイヤ 2 によってトランク接続されている必要があります。

• RSPAN VLAN をサポートするネットワーク装置は、RSPAN 中間装置とすることができます。

• ネットワークが伝送する RSPAN VLAN の数に制限はありません。

• 中間ネットワーク デバイスでは、サポートできる RSPAN VLAN の数が制限される場合があり

ます。

• すべての送信元、中間、宛先ネットワーク装置において、RSPAN VLAN を設定しなければな

りません。VLAN Trunking Protocol（VTP;VLAN トランキング プロトコル）がイネーブルの場

合、1 ～ 1024 の番号がついた VLAN の設定を RSPAN VLAN として伝播できます。1024 より

大きい番号の VLAN は、すべての送信元、中間、および宛先ネットワーク装置で、RSPAN
VLAN として手動で設定する必要があります。

• VTP および VTP プルーニングをイネーブルにすると、RSPAN トラフィックはトランクでプ

ルーニングされて、RSPAN トラフィックがネットワーク全体に不必要にフラッディングする

のを防ぎます。

• RSPAN VLAN は、RSPAN トラフィックに対してのみ使用できます。

• 管理トラフィックを伝送するのに使用する VLAN を、RSPAN VLAN として設定しないでくだ

さい。

• アクセス ポートを RSPAN VLAN に割り当てないでください。RSPAN は、RSPAN VLAN 中の

アクセス ポートを中断ステートにします。

• RSPAN VLAN 内の RSPAN トラフィックの伝送用に選択されたトランク ポート以外は、設定

しないでください。

• MAC（メディア アクセス制御）アドレス ラーニングは、RSPAN VLAN 上でディセーブルです。

• RSPAN 送信元ルータの RSPAN VLAN 上にある出力 Access Control List（ACL; アクセス制御リ

スト）を使用して、RSPAN 宛先へ送信されるトラフィックをフィルタリングできます。

• RSPAN は BPDU モニタをサポートしません。

• RSPAN VLAN を VSPAN セッション中の送信元として設定しないでください。

• すべての関与しているネットワーク装置が RSPAN VLAN の設定をサポートし、すべての関与

しているネットワーク装置で各 RSPAN セッションに対して同じ RSPAN VLAN を使用するか

ぎり、VLAN を RSPAN VLAN として設定できます。
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ローカル SPAN および RSPAN の設定
ローカル SPAN および RSPAN の設定
ここでは、ローカル SPAN および RSPAN の設定方法について説明します。

• ローカル SPAN の設定（p.40-11）

• RSPAN の設定（p.40-12）

• ローカル SPAN および RSPAN の送信元 VLAN フィルタリングの設定（p.40-15）

• 無条件トランクとしての宛先ポートの設定（p.40-16）

• ローカル SPAN の宛先トランク ポート VLAN フィルタリングの設定（p.40-16）

• 設定の確認（p.40-17）

• 設定例（p.40-18）

ローカル SPAN の設定

ローカル SPAN は、個別の送信元および宛先セッションを使用しません。ローカル SPAN セッショ

ンを設定するには、ローカル SPAN 送信元および宛先に同じセッション番号を設定します。ローカ

ル SPAN セッションを設定するには、次の作業を行います。

ローカル SPAN セッションを設定する場合、構文について次の点に注意してください。

• local_span_session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

• single_interface は interface type slot/port の形式で、type は、ethernet、fastethernet、gigabitethernet、
または tengigabitethernet になります。

• interface_list は single_interface、single_interface、single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ

シュの前後にスペースを入れる必要があります。

• interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

• mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

• single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

• vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

• vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

• mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# monitor session 
local_span_session_number source {{single_interface | 
interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list | single_vlan | vlan_list | 
vlan_range | mixed_vlan_list} [rx | tx | both]}} 

ローカル SPAN 送信元セッション番号を送

信元ポートまたは VLAN に関連付け、モニ

タするトラフィック方向を選択します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
local_span_session_number destination 
{single_interface | interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list} 

ローカル SPAN 送信元セッション番号およ

び宛先ポートを関連付けます。

ステップ 3 Router(config)# no monitor session {session_number | 
all | local | 
range session_range[[,session_range],...]} 

モニタ設定を消去します。
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ローカル SPAN および RSPAN の設定
• 宛先ポートを脱退するときにモニタ対象トラフィックにタグを付けるには、無条件で宛先ポー

トをトランクに設定してから、宛先として設定する必要があります（「無条件トランクとして

の宛先ポートの設定」[p.40-16] を参照）。

モニタ セッションを消去する際、次の構文情報に注意してください。

• 他のパラメータを指定しないで入力された no monitor session number コマンドは、セッション

の session_number を消去します。

• session_range は、first_session_number-last_session_number です。

（注） no monitor session range コマンドでは、ダッシュの前後にスペースを入れません。複数

の範囲を入力する場合、カンマの前後にスペースを入れないでください。

次に、セッション 1 の双方向送信元として、Fast Ethernet 5/1 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 5/1 

次に、SPAN セッション 1 の宛先として、ポート FastEthernet 5/48 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet 5/48 

詳細については、「設定例」（p.40-18）を参照してください。

RSPAN の設定

RSPAN は、ルータで送信元セッションを、別のルータで宛先セッションを使用します。ここでは、

RSPAN セッションの設定手順について説明します。

• RSPAN VLAN の設定（p.40-12）

• RSPAN 送信元セッションの設定（p.40-13）

• RSPAN 宛先セッションの設定（p.40-14）

RSPAN VLAN の設定

VLAN を RSPAN VLAN として設定するには、次の作業を行います。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# vlan 
vlan_ID{[-vlan_ID]|[,vlan_ID])

単独のイーサネット VLAN、イーサネット VLAN の範

囲、またはカンマで区切ったリストで複数のイーサネッ

ト VLAN を作成または変更します（スペースは挿入し

ないでください）。

ステップ 2 Router(config-vlan)# remote-span VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

Router(config-vlan)# no remote-span RSPAN VLAN の設定を消去します。

ステップ 3 Router(config-vlan)# end VLAN データベースを更新して、イネーブル EXEC モー

ドに戻ります。
40-12
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-4266-06-J



第 40 章      ローカル SPAN および RSPAN の設定
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RSPAN 送信元セッションの設定

RSPAN 送信元セッションを設定するには、次の作業を行います。

モニタ セッションを設定する際、次の構文情報に注意してください。

• RSPAN VLAN を設定するには、「RSPAN VLAN の設定」（p.40-12）を参照してください。

• RSPAN_source_span_session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

• single_interface は interface type slot/port の形式で、type は、ethernet、fastethernet、gigabitethernet、
または tengigabitethernet になります。

• interface_list は single_interface、single_interface、single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ

シュの前後にスペースを入れる必要があります。

• interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

• mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

• single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

• vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

• vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

• mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

モニタ セッションを消去する際、次の構文情報に注意してください。

• 他のパラメータを指定しないで入力された no monitor session number コマンドは、セッション

の session_number を消去します。

• session_range は、first_session_number-last_session_number です。

（注） no monitor session range コマンドでは、ダッシュの前後にスペースを入れません。複数

の範囲を入力する場合、カンマの前後にスペースを入れないでください。

次に、セッション 2 の送信元として、ポート Fast Ethernet 5/2 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet 5/2 

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# monitor session 
RSPAN_source_session_number source {{single_interface 
| interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list | single_vlan | vlan_list | 
vlan_range | mixed_vlan_list} [rx | tx | both]}} 

RSPAN 送信元セッション番号を送信元

ポートまたは VLAN に関連付け、モニタす

るトラフィック方向を選択します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
RSPAN_source_session_number destination remote vlan 
rspan_vlan_ID 

RSPAN 送信元セッション番号を RSPAN

VLAN に関連付けます。

ステップ 3 Router(config)# no monitor session {session_number | 
all | range session_range[[,session_range],...] | 
remote} 

モニタ設定を消去します。
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次に、セッション 2 の宛先として、RSPAN VLAN 200 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 200 

詳細については、「設定例」（p.40-18）を参照してください。

RSPAN 宛先セッションの設定

（注） RSPAN 送信元セッション ルータに RSPAN 宛先セッションを設定し、RSPAN トラフィックをロー

カルにモニタするようにできます。

RSPAN 宛先セッションを設定するには、次の作業を行います。

モニタ セッションを設定する際、次の構文情報に注意してください。

• モニタ対象トラフィックにタグ付けをするには、ポートを無条件にトランクに設定してから、

そのポートを宛先として設定する必要があります（「無条件トランクとしての宛先ポートの設

定」[p.40-16] を参照）。

• RSPAN_destination_span_session_number の範囲は、1 ～ 66 です。

• single_interface は interface type slot/port の形式で、type は、ethernet、fastethernet、gigabitethernet、
または tengigabitethernet になります。

• interface_list は single_interface、single_interface、single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ

シュの前後にスペースを入れる必要があります。

• interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

• mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

モニタ セッションを消去する際、次の構文情報に注意してください。

• no monitor session number コマンドを他のパラメータを指定せずに入力すると、セッションの

session_number が削除されます。

• session_range は、first_session_number-last_session_number です。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# monitor session 
RSPAN_destination_session_number source remote vlan 
rspan_vlan_ID 

RSPAN 宛先セッション番号を RSPAN

VLAN に関連付けます。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
RSPAN_destination_session_number destination 
{single_interface | interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list}} 

RSPAN 宛先セッション番号を宛先ポート

に関連付けます。

ステップ 3 Router(config)# no monitor session {session_number | 
all | range session_range[[,session_range],...] | 
remote} 

モニタ設定を消去します。
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（注） no monitor session range コマンドでは、ダッシュの前後にスペースを入れません。複数

の範囲を入力する場合、カンマの前後にスペースを入れないでください。

次に、セッション 3 の送信元として、RSPAN VLAN 200 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 3 source remote vlan 200 

次に、セッション 3 の宛先として、ポート Fast Ethernet 5/47 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 3 destination interface fastethernet 5/47 

詳細については、「設定例」（p.40-18）を参照してください。

ローカル SPAN および RSPAN の送信元 VLAN フィルタリングの設定

送信元がトランク ポートである場合に、送信元 VLAN フィルタリングは特定の VLAN をモニタし

ます。

ローカル SPAN または RSPAN 送信元がトランク ポートである場合、送信元 VLAN フィルタリング

を設定するには、次の作業を行います。

送信元 VLAN フィルタリングを設定する場合、構文について次の点に注意してください。

• single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

• vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

• vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

• mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

次に、送信元がトランク ポートである場合に、VLAN 1 ～ 5 および VLAN 9 をモニタする例を示し

ます。

Router(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9 

コマンド 説明

Router(config)# monitor session session_number filter 
single_vlan | vlan_list | vlan_range | 
mixed_vlan_list 

ローカル SPANまたはRSPAN送信元がトランク ポートで

ある場合、送信元 VLAN フィルタリングを設定します。

Router(config)# no monitor session session_number 
filter single_vlan | vlan_list | vlan_range | 
mixed_vlan_list 

送信元 VLAN フィルタリングを消去します。
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無条件トランクとしての宛先ポートの設定

宛先ポートを脱退するときにモニタ対象トラフィックにタグを付けるには、宛先ポートをトランク

として設定します。

宛先ポートをトランクとして設定するには、次の作業を行います。

次に、無条件 IEEE 802.1Q トランクとしてポートを設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# switchport 
Router(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q 
Router(config-if)# switchport mode trunk 
Router(config-if)# switchport nonegotiate 

ローカル SPAN の宛先トランク ポート VLAN フィルタリングの設定

Release 12.2(18)SXD 以降のリリースでは、宛先ポートがトランクである場合、トランク上で許可さ

れた VLAN リストを使用して、宛先ポートから送信されたトラフィックをフィルタリングできます

（CSCeb01318）。

宛先トランク ポート VLAN フィルタリングを使用すると、すべての SPAN 宛先ポートが SPAN 送

信元すべてからのトラフィックを全部受信するという制限を解除します。宛先トランク ポート

VLAN フィルタリングを使用すると、各宛先トランク ポートから送信されるトラフィックを VLAN

単位で選択できます。

宛先トランク ポート VLAN フィルタリングをローカル SPAN 宛先トランク ポート上に設定するに

は、次の作業を行います。

ローカル SPAN 宛先トランク ポート上で許容される VLAN のリストを設定する場合、構文につい

て次の点に注意してください。

• vlan パラメータは、1 ～ 4094 の間の 1 つの VLAN 番号、または 2 つの VLAN 番号で指定する

（小さい方数を先にして、間をダッシュで区切る）VLAN 範囲です。カンマで区切った vlan パ

ラメータの間、またはダッシュで指定した範囲の間には、スペースを入れないでください。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定します

（LAN ポートにレイヤ 2 スイッチングがまだ設定さ

れていない場合にのみ必須）。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport trunk 
encapsulation {isl | dot1q} 

カプセル化を設定して、レイヤ 2 スイッチング ポー

トを ISL または 802.1Q トランクとして設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# switchport mode trunk 無条件にポートをトランクに設定します。

ステップ 5 Router(config-if)# switchport nonegotiate DTP を使用しないようにトランクを設定します。

コマンド 説明

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するローカル SPAN 宛先トランク ポートを

選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport trunk allowed vlan 
{add | except | none | remove} vlan 
[,vlan[,vlan[,...]] 

トランク上で許容される VLAN のリストを設定

します。
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• デフォルトでは、すべての VLAN が許容されます。

• 許可リストからすべての VLAN を削除するには、switchport trunk allowed vlan none コマンド

を入力します。

• 許可リストに VLAN を追加するには、switchport trunk allowed vlan add コマンドを入力します。

• SPAN 設定を削除しないで、許可 VLAN リストを変更できます。

次に、各宛先トランク ポートが VLAN からトラフィックを送信するように宛先トランク ポート

VLANフィルタリングがSPANトラフィックをフィルタリングする場合、送信元として複数のVLAN

を、宛先として複数のトランク ポートを持ったローカル SPAN セッションの設定例を示します。

interface GigabitEthernet1/1
description SPAN destination interface for VLAN 10
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/2
description SPAN destination interface for VLAN 11
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/3
description SPAN destination interface for VLAN 12
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 12
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/4
description SPAN destination interface for VLAN 13
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 13
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
monitor session 1 source vlan 10 - 13
monitor session 1 destination interface Gi1/1 - 4

設定の確認

設定を確認するには、show monitor session コマンドを入力します。

次に、セッション 2 の設定を確認する例を示します。

Router# show monitor session 2
Session 2
------------
Type : Remote Source Session

Source Ports:
    RX Only:       Fa3/1
Dest RSPAN VLAN:   901
Router#
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次に、セッション 2 の詳細を完全に表示する例を示します。

Router# show monitor session 2 detail 
Session 2
------------
Type : Remote Source Session

Source Ports:
    RX Only:       Fa1/1-3
    TX Only:       None
    Both:          None
Source VLANs:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          None
Source RSPAN VLAN: None
Destination Ports: None
Filter VLANs:      None
Dest RSPAN VLAN:   901

設定例

次に、RSPAN 送信元セッション 2 の設定例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet1/1 - 3 rx 
Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 901 

次に、セッション 1 とセッション 2 の設定を消去する例を示します。

Router(config)# no monitor session range 1-2 

次に、複数の送信元のある RSPAN 送信元セッションの設定例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet 5/15 , 7/3 rx 
Router(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet 1/2 tx 
Router(config)# monitor session 2 source interface port-channel 102 
Router(config)# monitor session 2 source filter vlan 2 - 3 
Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 901 

次に、セッションの送信元を削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 2 source interface fastethernet 5/15 , 7/3 

次に、セッションの送信元に対するオプションを削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 2 source interface gigabitethernet 1/2 
Router(config)# no monitor session 2 source interface port-channel 102 tx 

次に、セッションの VLAN フィルタリングを削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 2 filter vlan 3 

次に、RSPAN 宛先セッション 8 の設定例を示します。

Router(config)# monitor session 8 source remote vlan 901 
Router(config)# monitor session 8 destination interface fastethernet 1/2 , 2/3 
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