NetFlow の設定
NetFlow は入力 IP パケットについてパケット フローを識別し、これらのパケット フローに基づ
いて統計情報を提供します。NetFlow のためにパケットやネットワーキング デバイスを変更する
必要はありません。
• NetFlow の概要, 1 ページ
• フロー レコード, 2 ページ
• Flow Exporter, 2 ページ
• NetFlow の照合キー, 3 ページ
• NetFlow の collect パラメータ, 5 ページ
• サンプリングされた NetFlow, 6 ページ
• NetFlow の注意事項と制約事項, 6 ページ
• NetFlow の設定方法, 7 ページ
• NetFlow 設定の確認, 16 ページ
• NetFlow のモニタリング, 17 ページ
• NetFlow の設定例, 17 ページ

NetFlow の概要
NetFlow ではフローを使用して、アカウンティング、ネットワーク モニタリング、およびネット
ワーク プランニングに関連する統計情報を提供します。フローは送信元インターフェイス（また
は VLAN）に届く単方向のパケット ストリームで、キーの値は同じです。キーは、パケット内の
フィールドを識別する値です。フローを作成するには、フロー レコードを使用して、フロー固有
のキーを定義します。
Cisco NX-OS は、Traditional Netflow と Flexible NetFlow の両方をサポートします。
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NetFlow の設定
フロー レコード

Traditional NetFlow では、エクスポートされるすべてのキーとフィールドが固定でなければなりま
せん。Traditional Netflow は IPv4 フローのみをサポートしています。フローを定義するために使用
するキーを選択できます。それぞれの一意のフローはキャッシュされ、いくつかの統計情報はフ
ロー用に収集されます。
Flexible NetFlow によって、機能強化されたネットワーク異常とセキュリティの検出が可能になり
ます。フレクシブル NetFlow 機能を使用すると、大量の定義済みフィールドの集合からキーを選
択することで、そのアプリケーションに最適なフロー レコードを定義できます。
1 つのフローと見なされるパケットでは、すべてのキー値が一致している必要があります。フロー
は、設定したエクスポートレコードバージョンに基づいて、関係のある他のフィールドを集める
こともあります。フローは NetFlow キャッシュに格納されます。
フロー レコードによってフロー用に収集するデータのタイプが決まります。フロー モニタはフ
ロー レコードおよびフロー エクスポータを NetFlow キャッシュ情報と結合します。
Cisco NX-OS は NetFlow 統計情報をサンプル モードで収集します。これは、インターフェイスま
たはサブインターフェイス上のパケットが、設定したレートで分析されることを意味します。

フロー レコード
フロー レコードでは、フロー内のパケットを識別するために NetFlow で使用するキーとともに、
NetFlow がフローについて収集する関連フィールドを定義します。キーと関連フィールドを任意
の組み合わせで指定して、フロー レコードを定義できます。Cisco NX-OS は、様々なキー セット
をサポートしています。フロー レコードでは、フロー単位で収集するカウンタのタイプも定義し
ます。32 ビットまたは 64 ビットのパケット カウンタまたはバイト カウンタを設定できます。
キー フィールドは、match キーワードで指定されます。対象フィールドとカウンタは match キー
ワードで指定されます。
Cisco NX-OS では、フロー レコードの作成時に次の match フィールドをデフォルトとして使用で
きます。
• match interface input
• match interface output
• match flow direction

Flow Exporter
フロー エクスポータでは、NetFlow エクスポート パケットに関して、ネットワーク層およびトラ
ンスポート層の詳細を指定します。フロー エクスポータで設定できる情報は次のとおりです。
• エクスポートの宛先 IPv4 または IPv6 アドレス
• 送信元インターフェイス
• UDP ポート番号（コレクタが NetFlow パケットをリスニングするところ）
• エクスポート フォーマット
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NetFlow の照合キー

（注）

NetFlow エクスポート パケットでは、送信元インターフェイスに割り当てられた IP アドレス
を使用します。送信元インターフェイスに IP アドレスが割り当てられていない場合、フロー
エクスポータはアクティブになりません。
Cisco NX-OS は、タイムアウトが発生するたびに UDP フレームを使用してデータをリモート コレ
クタへエクスポートします。デフォルトでは、フロー タイムアウト値は 15 秒に設定されていま
す。

NetFlow の照合キー
フローを識別するために、フロー レコードの一部として 1 つ以上の照合キーを選択できます。
NetFlow は、フローを識別するために次の照合キーをサポートしています。
• IPv4 の送信元アドレスおよび IPv4 宛先アドレス
• IPv6 の送信元アドレスおよび IPv6 宛先アドレス
• IPv6 フロー ラベル
• IPv6 オプション
• TOS フィールド
• レイヤ 4 プロトコル
• レイヤ 4 送信元ポートおよび宛先ポート
次の照合キーがレイヤ 2 NetFlow に提供されています。
• MAC の送信元アドレスおよび宛先アドレス
• Ethertype
• VLAN

match パラメータの指定
フロー レコードごとに、次の match パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。
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match パラメータの指定

コマンド

目的

match ip {protocol | tos}
例：

IP プロトコルまたは ToS フィールドを
キーとして指定します。

switch(config-flow-record)# match ip protocol

（注）

match ipv4 {destination address | source address}

IPv4 送信元または宛先アドレスをキーと
して指定します。

例：

レイヤ 4 ポート データをエクス
ポートするには、match
transport destination-port コマ
ンドおよび match ip protocol コ
マンドが必要です。show
hardware flow ip コマンドの出
力にデータが収集されて表示さ
れますが、両方のコマンドを設
定するまで収集およびエクス
ポートされません。

switch(config-flow-record)# match ipv4 destination
address

match ipv6 {destination address | source address |
flow-label | opitons }

IPv6 キーを指定します。

例：
switch(config-flow-record)# match ipv6 flow label

match transport {destination-port | source-port}
例：

トランスポート送信元または宛先ポート
をキーとして指定します。
レイヤ 4 ポート データをエクス
ポートするには、match
transport destination-port コマ
ンドおよび match ip protocol コ
マンドが必要です。show
hardware flow ip コマンドの出
力にデータが収集されて表示さ
れますが、両方のコマンドを設
定するまで収集およびエクス
ポートされません。

switch(config-flow-record)# match transport
destination-port

（注）

match datalink {mac source-address | mac
destination-address | ethertype | vlan}

レイヤ 2 属性をキーとして指定します。

例：
switch(config-flow-record)# match datalink
ethertype
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NetFlow の collect パラメータ

NetFlow の collect パラメータ
NetFlow は、次のパラメータを収集し、バージョン 5（Traditional NetFlow）またはバージョン 9
（Flexible NetFlow）形式で値をエクスポートできます。

（注）

これらのフィールドの中には、Traditional NetFlow 形式で使用できないものがあります。
• レイヤ 3 バイト数（任意で 64 ビット値）
• パケット数（任意で 64 ビット値）
• フロー方向
• フロー サンプラー ID
• インターフェイス タイプ（入力、出力、または両方）
• 最初または最後のパケットのシステム稼動時間
• TCP フラグ

collect パラメータの指定
フロー レコードごとに、次の collect パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。
コマンド

目的

collect counter {bytes | packets} [long]

フローからパケットベースまたはバイト
カウンタを収集します。任意で、64ビッ
ト カウンタを使用することを指定でき
ます。

例：
switch(config-flow-record)#
switch(config-flow-record)# collect counter packets

フローに使用するサンプラの ID を収集
します。

collect flow sampler id
例：
switch(config-flow-record)# collect flow sampler

collect timestampsys-uptime {first | last}
例：

フローの先頭または最終パケットに関す
るシステム稼働時間を収集します。

switch(config-flow-record)# collect timestamp
sys-uptime last

フローのパケットに対応する TCP トラ
ンスポート層フラグを収集します。

collect transporttcpflags
例：
switch(config-flow-record)# collect transport tcp
flags
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サンプリングされた NetFlow

コマンド

目的

collect ip version

フローの IP バージョンを収集します。

例：
switch(config-flow-record)# collect ip version

サンプリングされた NetFlow
Cisco NX-OS はサンプリングされた NetFlow をサポートします。この機能は、インターフェイス
の着信パケットをサンプリングします。パケットはサンプリングされ、その後フローを作成する
ために適性確認されます。サンプリングされた NetFlow は、フローを作成するパケット数および
フロー数を制限することで、コレクタに送信されるエクスポート データの量を削減します。これ
は、フローが、転送エンジン上ではなく、ライン カードまたは外部デバイス上で作成された場合
に重要です。
サポートされるサンプリング モードは M out of N（M:N）です。M 個のパケットがサンプリング
のために N 個のパケットからランダムに選択され、これらのパケットのみがフローを作成するこ
とができます。Cisco Nexus 6000 シリーズの最小サンプリング レートは 1:64 K パケットです。次
の表は、サンプリング レートが 1:64 K パケットに設定された場合の、異なるポート タイプに対
する異なるパケット レートを示しています。

（注）

ポート速度

1:64 K サンプリング パケット レートを使用した
パケット数

1 ギガビット

23

10 ギガビット

230

40 ギガビット

920

上の表の値は、64 バイト サイズのパケットに適用されます。パケットのサイズによって値は
異なります。

NetFlow の注意事項と制約事項
NetFlow に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。
• M:N を使用するサンプラ モードでは、N は 2 の累乗にする必要があります。たとえば 1024、
2048、または 4096 です。
• 送信元インターフェイスを設定する必要があります。送信元インターフェイスを設定しな
かった場合、フロー エクスポータはディセーブル ステートのままです。
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• NetFlow と SPAN の両方を同じインターフェイス上に設定すると、SPAN 設定のみが適用さ
れ、NetFlow 設定は無視されます。
• フロー モニタごとに、有効なレコード名を設定する必要があります。
• NetFlow でサポートされているエントリの最大数は 512,000 です。
• モニタに適用されるレコードのフィールドは変更できません
• モニタに適用されるサンプラのサンプリング モード値は変更できません
• NetFlow が SVI と VLAN の両方について設定されている場合、SVI NetFlow では、ルーティ
ングされたパケットのみが更新されます。
• NetFlow は CPU の負荷が高くなる原因となることがあります。コントロール プレーンの問題
を回避するために、次の制限が適用されます。
• NetFlow は、入力方向でのみ設定できます。
• CPU に到達する NetFlow パケットは ASIC でポリシングされません。
• 入力レイヤ 2 の NetFlow は、次のタイプのインターフェイスでサポートされます。
◦ レイヤ 2 スイッチ インターフェイス/ポート チャネル
◦ FEX インターフェイス
• 入力レイヤ 3 の NetFlow は、次のタイプのインターフェイスでサポートされます。
◦ レイヤ 3 インターフェイス/ポート チャネル
◦ レイヤ 3 サブインターフェース/ポート チャネル サブインターフェース
◦ SVI
• 入力ブリッジ型 NetFlow は VLAN 上でサポートされます。

NetFlow の設定方法
スイッチで NetFlow を設定するには、次の手順を実行します。
• 対象のキー フィールドおよび非キー フィールドを指定して、フロー レコードを定義します。
• エクスポート形式、プロトコル、宛先、およびその他のパラメータを指定して、1 つまたは
複数のフロー エクスポータを定義します。
• 上記のフロー レコードおよびフロー エクスポータに基づいて、フロー モニタを定義します。
• 指定されたサンプリング方法で、インターフェイスにフロー モニタを適用します。
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NetFlow 機能のイネーブル化

NetFlow 機能のイネーブル化
フローを設定するには、先に NetFlow をグローバルでイネーブルにしておく必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

feature netflow

NetFlow 機能をイネーブルにします。

例：
switch(config)# feature netflow

フロー レコードの作成
はじめる前に
正しい VDC 内にいることを確認します。VDC を変更するには、switchto vdc コマンドを使用しま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

flow recordname
例：

フロー レコードを作成し、フロー レコー
ド コンフィギュレーション モードを開始
します。

switch(config)# flow record
IPv4Flow

ステップ 3

descriptionstring

このフローレコードについて説明します。

例：
switch(config-flow-record)#
description Ipv4flow
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

matchtype

照合キーを指定します。

例：
switch(config-flow-record)# match
transport destination-port

ステップ 5

コレクション フィールドを指定します。

collecttype
例：
switch(config-flow-record)# collect
counter packets

ステップ 6

グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

exit
例：
switch(config-flow-record)# exit

ステップ 7

copy running-config startup-config
例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コン
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て、変
更を継続的に保存します。

フロー エクスポータの作成
フロー エクスポータの設定では、フローに対するエクスポート パラメータを定義し、リモート
NetFlow コレクタへの到達可能性情報を指定します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

flow exportername
例：
switch(config)# flow exporter
flow-exporter-one

フロー エクスポータを作成し、フロー エ
クスポータ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。フロー エクスポータ名
を最大 63 文字の英数字で入力できます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

destination { ipv4-address | ipv6-address}
[use-vrfname ]

このフロー エクスポータの宛先 IPv4 ま
たは IPv6 アドレスを設定します。任意
で、NetFlow コレクタに到達するために
使用する VRF を設定できます。VRF 名
には最大 32 文字の英数字を入力できま
す。

例：
switch(config-flow-exporter)#
destination 192.0.2.1

ステップ 4

sourceinterface-typename/port
例：

設定された宛先で NetFlow コネクタに到
達するために使用するインターフェイス
を指定します。

switch(config-flow-exporter)# source
ethernet 2/1

ステップ 5

descriptionstring
例：
switch(config-flow-exporter)#
description exportversion9

ステップ 6

dscpvalue
例：
switch(config-flow-exporter)# dscp 0

ステップ 7

transport udpport
例：
switch(config-flow-exporter)# transport
udp 200

ステップ 8

version {5 | 9}
例：
switch(config-flow-exporter)# version
9

ステップ 9

option {exporter-stats | interface-table |
sampler-table} timeoutseconds
例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
option exporter-stats timeout 1200

（任意）
（任意）このフロー エクスポータについ
て説明します。説明には最大 63 文字の英
数字を入力できます。
（任意）
（任意）DSCP（DiffServ コードポイン
ト）値を指定します。範囲は 0 ～ 63 で
す。
（任意）
（任意）NetFlow コレクタに到達するた
めに使用する UDP ポートを指定します。
範囲は 0 ～ 65535 です。
（注）
UDP ポートを指定しない場合
は、9995 がデフォルトとして
選択されます。
NetFlow エクスポート バージョンを指定
します。フロー エクスポータのバージョ
ン 9 コンフィギュレーション サブモード
を開始するには、バージョン 9 を選択し
ます。
（任意）
フロー エクスポータの統計情報再送信タ
イマーを設定します。値の範囲は 1 ～
86400 秒です。
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

templatedatatimeoutseconds

（任意）
テンプレート データ再送信タイマーを設
定します。値の範囲は 1 ～ 86400 秒です。

例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
template data timeout 1200

ステップ 11

フロー エクスポータ コンフィギュレー
ション モードに戻ります。

exit
例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
exit

ステップ 12

グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

exit
例：
switch(config-flow-exporter)# exit

ステップ 13

copy running-config startup-config
例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コン
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て、変
更を継続的に保存します。

フロー モニタの作成
フロー モニタを作成して、フロー レコードおよびフロー エクスポータと関連付けることができ
ます。1 つのモニタに属しているすべてのフローは、様々なフィールド上で照合するために関連
するフローレコードを使用します。データは指定されたフローエクスポータにエクスポートされ
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

flow monitorname
例：
switch(config)# flow monitor
flow-monitor-one

フロー モニタを作成し、フロー モニタ コン
フィギュレーション モードを開始します。フ
ロー モニタ名を最大 63 文字の英数字で入力
できます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

descriptionstring

（任意）
このフロー モニタについて説明します。説明
には最大 63 文字の英数字を入力できます。

例：
switch(config-flow-monitor)#
description IPv4Monitor

ステップ 4

exportername
例：
switch(config-flow-monitor)#
export v9

ステップ 5

（任意）
フロー エクスポータとこのフロー モニタを関
連付けます。エクスポータ名には最大 63 文字
の英数字を入力できます。

record {namenetflow-original |
フロー レコードを指定したフロー モニタと関
netflow protocol-port | netflow {ipv4 連付けます。レコード名には最大 63 文字の英
| ipv6} {original-input |
数字を入力できます。
original-output}}
例：
switch(config-flow-monitor)#
record IPv4Flow

ステップ 6

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。

例：
switch(config-flow-monitor)# exit

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
例：
ギュレーションをスタートアップ コンフィ
switch(config)# copy
ギュレーションにコピーして、変更を継続的
running-config startup-config
に保存します。

サンプラーの作成
フロー サンプラーを作成し、フローに対して NetFlow サンプリング レートを定義することができ
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

samplername

サンプラーを作成し、サンプラー コンフィ
ギュレーション モードを開始します。フ
ロー サンプラー名を最大 63 文字の英数字
で入力できます。

例：
switch(config)# sampler testsampler

ステップ 3

（任意）
（任意）このサンプラーについて説明しま
す。説明には最大 63 文字の英数字を入力で
きます。

descriptionstring
例：
switch(config-flow-sampler)#
description samples

ステップ 4

modesample-numberout-ofpacket-number 受信パケット数あたりの取得サンプル数を
定義します。sample-number の範囲は 1 ～
例：
64 で、packet-number の範囲は 1 ～ 65536 で
switch(config-flow-sampler)# mode 1
す。
out-of 128

ステップ 5

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。

例：
switch(config-flow-sampler)# exit

ステップ 6

copy running-config startup-config
例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
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て、変更を継続
的に保存します。

インターフェイスへのフロー モニタの適用
（注）

出力インターフェイスにはフロー モニタを適用できません。入力 NetFlow のみサポートされ
ています。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

interfaceinterface-typeslot/port

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。インターフェイス タイプに
は、イーサネット（サブインターフェイスを含
む）、ポート チャネル、または VLAN インター
フェイスを使用できます。

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/1

ステップ 3

ip flow
monitornameinputsamplername
例：

入力パケットのインターフェイスに、IPv4 フ
ロー モニタおよびサンプラを関連付けます。フ
ロー モニタ名およびサンプラ名を最大 63 文字
の英数字で入力できます。

switch(config-if)# ip flow
monitor testmonitor input
sampler testsampler

ステップ 4

ipv6 flow
monitornameinputsamplername
例：

入力パケットのインターフェイスに、IPv6 フ
ロー モニタおよびサンプラを関連付けます。フ
ロー モニタ名およびサンプラ名を最大 63 文字
の英数字で入力できます。

switch(config-if)# ipv6 flow
monitor testmonitorv6 input
sampler testsamplerv6

ステップ 5

layer2-switched flow
monitornameinputsamplername
例：

入力パケットのインターフェイスに、レイヤ 2
スイッチ フロー モニタとサンプラを関連付けま
す。フロー モニタ名およびサンプラ名を最大 63
文字の英数字で入力できます。

switch(config-if)#
layer2-switched flow monitor
testmonitorl2 input sampler
testsamplerl2

ステップ 6

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。

例：
switch(config-if)# exit

ステップ 7

copy running-config startup-config （任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
例：
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
switch(config)# copy
ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
running-config startup-config
す。

VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定
VLAN にフロー モニタおよびサンプラを適用できます。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

ステップ 3

例：

VLAN コンフィギュレーション モードを開始し
ます。vlan-id の範囲は 1 ～ 3967、または 4048
～ 4093 です。

switch(config)# vlan
configuration 30

（注）

vlan configurationvlan-id

{ipipv6} flow
monitornameinputsamplername
例：

VLAN コンフィギュレーション モード
では、作成とは無関係に VLAN を設定
できます。これは、VTP クライアント
のサポートに必要です。

入力パケットの VLAN にフロー モニタおよびサ
ンプラを関連付けます。フロー モニタ名および
サンプラ名を最大 63 文字の英数字で入力できま
す。

switch(config-vlan-config)# ip
flow monitor testmonitor input
sampler testsampler

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

exit
例：
switch(config-vlan-config)#
exit

ステップ 5

copy running-config startup-config （任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
例：
レーションをスタートアップ コンフィギュレー
switch(config)# copy
running-config startup-config ションにコピーして、変更を継続的に保存しま
す。

NetFlow タイムアウトの設定
任意で、システム内のすべてのフローに適用されるグローバルな NetFlow タイムアウトを設定で
きます。
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NetFlow 設定の確認

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

フラッシュタイムアウト値を秒単位で設定し
ます。範囲は 5 ～ 60 秒です。

flow timeoutseconds
例：
switch(config)# flow timeout 30

ステップ 3

copy running-config startup-config
例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィ
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て、変更を継続的
に保存します。

NetFlow 設定の確認
NetFlow の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

show flow exporter [name]

NetFlow のフロー エクスポータ情報と統計情報
を表示します。フロー エクスポータ名を最大
63 文字の英数字で入力できます。

show flow interface [interface-type slot/port]

NetFlow インターフェイスに関する情報を表示
します。

show flow record [name]

NetFlow のフロー レコード情報を表示します。
フロー レコード名を最大 63 文字の英数字で入
力できます。

show flow record netflow layer2-switched input

レイヤ 2 NetFlow コンフィギュレーションの情
報を表示します。

show flow timeout

NetFlow タイムアウト情報を表示します。
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コマンド

目的

show sampler [name]

NetFlow サンプラに関する情報を表示します。
サンプラ名には最大 63 文字の英数字を入力で
きます。

show hardware ip flow

NetFlow ハードウェア IP フローに関する情報を
表示します。

show running-config netflow

現在のデバイス上の NetFlow 設定を表示しま
す。

NetFlow のモニタリング
NetFlow の統計情報を表示するには、show flow exporter コマンドを使用します。NetFlow フロー
エクスポータの統計情報を消去するには、clear flow exporter コマンドを使用します。

NetFlow の設定例
例：フローの作成と適用
フローを作成し、そのフローをインターフェイスへ適用する方法の例を示します。
feature netflow
flow exporter ee
version 9
flow record rr
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
collect counter bytes
collect counter packets
flow monitor foo
record rr
exporter ee
sampler testsampler
mode 1 out-of 65536
interface Ethernet2/45
ip flow monitor foo input sampler testsampler
ip address 10.20.1.1/24
no switchport

例：NetFlow エクスポータの設定
次に、IPv4 に対して NetFlow エクスポータを設定する例を示します。
flow exporter pw
destination 172.20.101.87 use-vrf management
transport udp 3000
source mgmt0
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NetFlow の設定
例：NetFlow エクスポータの設定

version 9
flow record pw
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match ip protocol
match ip tos
match transport source-port
match transport destination-port
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect timestamp sys-uptime first
collect timestamp sys-uptime last
collect ip version
sampler testsampler
mode 1 out-of 65536
flow monitor pw
record pw
exporter pw
interface Ethernet2/9
ip flow monitor pw input sampler testsampler
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