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SPAN に関する情報
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）機能（ポート ミラーリングまたはポート モニタリングと
も呼ばれる）は、ネットワークアナライザによる分析のためのネットワークトラフィックを選択
します。 ネットワーク アナライザは、Cisco SwitchProbeまたはその他のリモート モニタリング
（RMON）プローブです。

Cisco Nexus 3548 スイッチ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド リリース 5.0(3)A1(1)
OL-27859-01-J

1

SPAN の設定
SPAN 送信元

SPAN 送信元
SPAN 送信元とは、トラフィックをモニタリングできるインターフェイスを表します。 Cisco Nexus
シリーズ デバイスは、SPAN 送信元として、イーサネット、ポート チャネル、および VLAN をサ
ポートします。 VLAN では、指定された VLAN でサポートされているすべてのインターフェイス
が SPAN 送信元として含まれます。 イーサネットの送信元インターフェイスで、入力方向、出力
方向、または両方向の SPAN トラフィックを選択できます。
• 入力送信元（Rx）：この送信元ポートを介してデバイスに入るトラフィックは、SPAN 宛先
ポートにコピーされます。
• 出力送信元（Tx）：この送信元ポートを介してデバイスから出るトラフィックは、SPAN 宛
先ポートにコピーされます。

送信元ポートの特性
送信元ポート（モニタリング対象ポートとも呼ばれる）は、ネットワーク トラフィック分析のた
めにモニタリングするスイッチド インターフェイスです。 スイッチは、任意の数の入力送信元
ポート（スイッチで使用できる最大数のポート）と任意の数の送信元 VLAN をサポートします。
送信元ポートの特性は、次のとおりです。
• イーサネット、ポート チャネル、 または VLAN ポート タイプにできます。
• 複数の SPAN セッションではモニタリングできません。
• 宛先ポートには設定できません。
• モニタする方向（入力、出力、または両方）を指定して、各送信元ポートを設定できます。
VLAN 送信元の場合、モニタリング方向は入力のみであり、グループ内のすべての物理ポー
トに適用されます。 RX と TX のオプションは、VLAN の SPAN セッションでは使用できま
せん。
• 送信元ポートは、同じ VLAN か、別の VLAN または VSAN に設定できます。

SPAN 宛先
SPAN 宛先とは、送信元ポートをモニタリングするインターフェイスを表します。 Cisco Nexus シ
リーズ デバイスは、SPAN 宛先として、イーサネット インターフェイス インターフェイスをサ
ポートします。
送信元 SPAN

宛先 SPAN

イーサネット

イーサネット
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宛先ポートの特性
各ローカル SPAN セッションには、送信元ポートまたは VLAN からトラフィックのコピーを受信
する宛先ポート（モニタリングポートとも呼ばれる）が必要です。宛先ポートの特性は、次のと
おりです。
• すべての物理ポートが可能です。 発信元イーサネット ポートは、宛先ポートにできません。
• 送信元ポートにはなれません。
• ポート チャネルにはできません。
• SPAN セッションがアクティブなときは、スパニングツリーに参加しません。
• 任意の SPAN セッションのソース VLAN に属する場合、送信元リストから除外され、モニタ
リングされません。
• すべてのモニタリング対象送信元ポートの送受信トラフィックのコピーを受信します。 宛先
ポートがオーバーサブスクライブ型の場合、輻輳が発生する可能性があります。 輻輳が発生
すると、1 つまたは複数の送信元ポートでのトラフィック転送に影響を及ぼす可能性があり
ます。

SPAN セッションの作成または削除
monitor session コマンドを使用してセッション番号を割り当てることによって、SPAN セッション
を作成できます。 セッションがすでに存在する場合、既存のセッションにさらに設定情報が追加
されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# monitor session
session-number

モニタ コンフィギュレーション モードを開始
します。 既存のセッション設定に新しいセッ
ション設定が追加されます。

次に、SPAN モニタ セッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config) # monitor session 2
switch(config) #
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イーサネット宛先ポートの設定
SPAN 宛先ポートとしてイーサネット インターフェイスを設定できます。

（注）

SPAN 宛先ポートは、スイッチ上の物理ポートにのみ設定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# interface
ethernet slot/port

指定されたスロットとポートでイーサネット イ
ンターフェイスのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-if)# switchport
monitor

指定されたイーサネット インターフェイスのモ
ニタ モードを開始します。 ポートが SPAN 宛先
として設定されている場合、プライオリティ フ
ロー制御はディセーブルです。

ステップ 4

switch(config-if)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

ステップ 5

switch(config)# monitor session 指定した SPAN セッションのモニタ コンフィ
session-number
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 6

switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
slot/port

イーサネット SPAN 宛先ポートを設定します。

次に、イーサネット SPAN 宛先ポートを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/3
switch(config-monitor)#

送信元ポートの設定
送信元ポートは、イーサネット ポートのみに設定できます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # monitor session 指定したモニタリング セッションのモニタ コン
session-number
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-monitor) # source 送信元およびパケットをコピーするトラフィック
interface type slot/port [rx | tx | 方向を設定します。 イーサネットのポート範囲を
both]
入力できます。 コピーするトラフィック方向を、
入力（rx）、出力（tx）、または両方向（both）と
して指定できます。 デフォルトは both です。

次に、イーサネット SPAN 送信元ポートを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/16
switch(config-monitor)#

送信元ポート チャネルまたは VLAN の設定
SPAN セッションに送信元チャネルを設定できます。 これらのポートは、ポート チャネル、およ
び VLAN に設定できます。 モニタリング方向は入力、出力、またはその両方に設定でき、グルー
プ内のすべての物理ポートに適用されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # monitor session
session-number

指定した SPAN セッションのモニタ コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-monitor) # source
{interface {port-channel}
channel-number [rx | tx | both] | vlan
vlan-range}

ポート チャネルまたは VLAN 送信元を設定
します。 VLAN 送信元の場合、モニタリン
グ方向は暗黙的です。
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次に、ポート チャネル SPAN 送信元を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source interface port-channel 1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 3 tx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 5 both
switch(config-monitor)#

次に、VLAN の SPAN 送信元を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source vlan 1
switch(config-monitor)#

SPAN セッションの説明の設定
参照しやすいように、SPAN セッションにわかりやすい名前を付けることができます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # monitor session
session-number

指定した SPAN セッションのモニタ コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

switch(config-monitor) # description SPAN セッションのわかりやすい名前を作
description
成します。

次に、SPAN セッションの説明を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config) # monitor session 2
switch(config-monitor) # description monitoring ports eth2/2-eth2/4
switch(config-monitor) #

SPAN セッションのアクティブ化
デフォルトでは、セッション ステートは shut に保持されます。 送信元から宛先へパケットをコ
ピーするセッションを開くことができます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # no monitor session {all 指定された SPAN セッションまたはすべ
| session-number} shut
てのセッションを開始します。

次に、SPAN セッションをアクティブにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config) # no monitor session 3 shut

SPAN セッションの一時停止
デフォルトでは、セッション ステートは shut です。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config) # monitor session {all | 指定された SPAN セッションまたはすべて
session-number} shut
のセッションを一時停止します。

次に、SPAN セッションを一時停止する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config) # monitor session 3 shut
switch(config) #

SPAN 情報の表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

switch# show monitor [session {all | session-number | SPAN 設定を表示します。
range session-range} [brief]]
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次に、SPAN セッションの情報を表示する例を示します。
switch# show monitor
SESSION STATE
------- ----------2
up
3
down
4
down

REASON
---------------------The session is up
Session suspended
No hardware resource

DESCRIPTION
--------------------------------

次に、SPAN セッションの詳細を表示する例を示します。
switch# show monitor session 2
session 2
--------------type
: local
state
: up
source intf
:
source VLANs
rx

:
:

destination ports : Eth3/1
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