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NetFlowについて
NetFlowテクノロジは、ネットワークトラフィックアカウンティング、従量制のネットワーク
課金、ネットワークプランニング、そしてサービス拒絶に対する監視機能、ネットワーク監

視、社外マーケティング、およびサービスプロバイダと企業顧客向け両方のデータマイニン

グなど、主要な一連のアプリケーションの計測基盤を効果的にします。Ciscoは NetFlowエク
スポートデータの収集、データ量削減、ポストプロセッシングを行う一連の NetFlowアプリ
ケーションを提供し、エンドユーザーアプリケーションが NetFlowデータへ簡単にアクセス
できるようにします。この機能により、同じレベルを介したトラフィックのモニタリングを実

行する、NetFlowがデータセンターを通過するトラフィックのモニタリングを有効にすると、
Cisco Application Centric Infrastructure ( Cisco ACI )ファブリック。

ハードウェアがレコードからコレクタに直接エクスポートする代わりに、レコードはスーパー

バイザエンジンで処理され、必要な形式で標準のNetFlowコレクタにエクスポートされます。

仮想マシンネットワーキングの NetFlowの設定についてを参照してください、『Cisco ACI
Virtualization Guide』。
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NetFlowは EXスイッチでのみサポートされています。参照してください、 Cisco Nexus 9000
シリーズ ACIモードのスイッチの Cisco NX-OSリリースノート マニュアル、サポートされて
いるのリストについては、インストールされているリリースにスイッチ EX。

（注）

NX OSスタイル CLIを使用した仮想マシンネットワーキ
ングの NetFlowエクスポータポリシーの設定

次の手順の例では、NXOSスタイルCLIを使用して、仮想マシンネットワーキングのNetFlow
エクスポータポリシーを設定します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 エクスポータポリシーを設定します。

例：

apic1(config)# flow vm-exporter vmExporter1 destination address 2.2.2.2 transport udp
1234
apic1(config-flow-vm-exporter)# source address 4.4.4.4
apic1(config-flow-vm-exporter)# exit
apic1(config)# exit

NX OSスタイル CLIを使用したノード制御ポリシーを介
した NetFlowおよびTetration Analytics機能の優先順位設
定

次の手順の例では、NX OSスタイル CLIを使用して、ノードコントロールポリシーを介した
NetFlowと Tetration Analytics機能の優先順位を設定します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。
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例：

apic1# config

ステップ 2 ノード制御ポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# node-control policy pol1

ステップ 3 優先順位機能として NetFlowを設定します。

例：

apic1(config-node)# feature netflow

ステップ 4 ノードの制御ポリシー設定を終了します。

例：

apic1(config-node)# end

ステップ 5 ノード 101およびノード 102にポリシーを展開します。

例：

ifav-isim15-ifc1(config)# fabric-internal
ifav-isim15-ifc1(config-fabric-internal)# template leaf-policy-group lpg1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-policy-group)# inherit node-control-policy pol1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-policy-group)# exit
ifav-isim15-ifc1(config-fabric-internal)# leaf-profile leafProfile1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-profile)# leaf-group leafgrp1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# leaf 101
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# leaf 102
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# leaf-policy-group lpg1
ifav-isim15-ifc1(config-leaf-group)# end

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowノードポリシー
の設定

次の手順の例では、NXOSスタイルCLIを使用して、NetFlowノードポリシーを設定します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 ノードポリシーを設定します。

例：
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apic1(config)# flow node-policy nodePol
apic1(config-flow-node-pol)# flow timeout collection 100
apic1(config-flow-node-pol)# flow timeout template 123
apic1(config-flow-node-pol)# exit

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowインフラセレク
タの設定

NX-OSスタイル CLIを使用して、NetFlowインフラセレクタを設定することができます。イ
ンフラセレクタは、Netflowモニタを PHY、ポートチャネル、仮想ポートチャネル、ファブ
リックエクステンダ（FEX）、またはポートチャネルファブリックエクステンダ（FEXPC）
インターフェイスに関連付けるために使用されます。

次の例の CLIコマンドでは、NX-OSスタイル CLIを使用して NetFlowインフラセレクタを設
定する方法を示します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 NetFlowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループは、エクスポータが背後にあるエンドポイン

トグループです。このエンドポイントグループは、外部のレイヤ 3エンドポイントグループ
にもなります。

apic1(config)# flow exporter infraExporter1 destination address 1.2.3.4 transpo udp 1234
apic1(config-flow-exporter)# destination epg tenant tn2 application ap2 epg epg2
apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v9
apic1(config-flow-exporter)# source address 1.1.1.1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 3 2番目の NetFlowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループはエクスポータが背後に存在するエンドポイ

ントであり、外部レイヤ 3エンドポイントグループのケースです。
apic1(config)# flow exporter infraExporter2
apic1(config-flow-exporter)# transport udp 9990
apic1(config-flow-exporter)# destination address 2001:db5:a0c:1f0::2
apic1(config-flow-exporter)# destination external-l3 epg tenant tn2 vrf v2 epg
accounting-inst
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apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v5
apic1(config-flow-exporter)# source address 2001:db8:a0b:12f0::1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 4 NetFlowレコードポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# flow record infraRecord1
apic1(config-flow-record)# match dst-ip
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv4
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv6
apic1(config-flow-record)# match dst-mac
apic1(config-flow-record)# match dst-port
apic1(config-flow-record)# match ethertype
apic1(config-flow-record)# match proto
apic1(config-flow-record)# match src-ip
apic1(config-flow-record)# match src-ipv4
apic1(config-flow-record)# match src-ipv6
apic1(config-flow-record)# match src-mac
apic1(config-flow-record)# match src-port
apic1(config-flow-record)# match tos
apic1(config-flow-record)# match vlan
apic1(config-flow-record)# collect count-bytes
apic1(config-flow-record)# collect count-pkts
apic1(config-flow-record)# collect pkt-disp
apic1(config-flow-record)# collect sampler-id
apic1(config-flow-record)# collect src-intf
apic1(config-flow-record)# collect tcp-flags
apic1(config-flow-record)# collect ts-first
apic1(config-flow-record)# collect ts-recent
apic1(config-flow-record)# exit

ステップ 5 NetFlowモニタポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# flow monitor infraMonitor1
apic1(config-flow-monitor)# record infraRecord1
apic1(config-flow-monitor)# exporter infraExporter1
apic1(config-flow-monitor)# exporter infraExporter2
apic1(config-flow-monitor)# exit

最大 2個のエクスポータを接続できます。

ステップ 6 インターフェイスポリシーグループを作成します（AccPortGrp）。

例：

apic1(config)# template policy-group pg1
apic1(config-pol-grp-if)# ip flow monitor infraMonitor1
apic1(config-pol-grp-if)# ipv6 flow monitor infraMonitor2
apic1(config-pol-grp-if)# exit

アドレスファミリごとに 1個のモニタポリシーを設定できます（IPv4および IPv6）。

ステップ 7 ノードプロファイルおよびインフラセレクタを作成します。

例：

apic1(config)# leaf-profile lp1
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group lg1
apic1(config-leaf-group)# leaf 101

NetFlowの設定
5

NetFlowの設定

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowインフラセレクタの設定



apic1(config-leaf-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-if-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip1
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group lig1
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/5
apic1(config-leaf-if-profile)# policy-group pg1
apic1(config-leaf-if-profile)# exit
apic1(config-leaf-profile)# exit

ステップ 8 ポートチャネルポリシーグループを作成します（AccBndlGrp）。

例：

apic1(config)# template port-channel po6
apic1(config-if)# ip flow monitor infraMonitor1
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor infraMonitor1
apic1(config-if)# exit
apic1(config-leaf-profile)# leaf-profile lp2
apic1(config-leaf-group)# leaf-group lg2
apic1(config-leaf-profile)# leaf 101
apic1(config-leaf-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip2
apic1(config-leaf-if-profile)# exit
apic1(config)# leaf-interface-profile lip2
apic1(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group lig2
apic1(config-leaf-if-group)# interface ethernet 1/6
apic1(config-leaf-if-profile)# channel-group po6
apic1(config-leaf-if-profile)# exit

アドレスファミリごとに 1個のモニタポリシーを設定できます（IPv4および IPv6）。イン
ターフェイスでは、Vpcこともできます。

NX-OSスタイル CLIを使用した NetFlowオーバーライド
の設定

次の procudure NetFlowオーバーライド NX OSスタイル CLIを使用して設定を示します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 オーバーライドを作成します。

例：

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf)# exit

NetFlowの設定
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apic1(config)# interface ethernet 1/15
apic1(config-if)# ip flow monitor infraMonitor1
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor infraMonitor2
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# exit
apic1# exit

アドレスファミリ (IPv4および IPv6)ごとに 1つのモニタポリシーを設定できます。インター
フェイスでは、Vpcこともできます。

NX-OSスタイルの CLIを使用した NetFlowテナント階層
の設定

次の手順の例では、NetFlowテナント階層を設定する NX OSスタイル CLIを使用します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

ステップ 2 テナントとブリッジドメインを作成し、VRFに追加します。

例：

apic1(config)# tenant tn2
apic1(config-tenant)# vrf context vrf2
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd2
apic1(config-tenant-bridge-domain)# vrf member vrf2
apic1(config-tenant-bridge-domain)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd3
apic1(config-tenant-bridge-domain)# vrf member vrf2
apic1(config-tenant-bridge-domain)# exit

ステップ 3 エクスポータが存在する背後にアプリケーションエンドポイントグループを作成します。

例：

apic1(config-tenant)# application ap2
apic1(config-tenant-app)# epg epg2
apic1(config-tenant-app)# bridge-domain member bd2
apic1(config-tenant-app-bridge-domain)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit

ステップ 4 エクスポータが存在する背後に 2番目のアプリケーションエンドポイントグループを作成し
ます。

例：

NetFlowの設定
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apic1(config-tenant)# application ap3
apic1(config-tenant-app)# epg epg3
apic1(config-tenant-app)# bridge-domain member bd3
apic1(config-tenant-app-bridge-domain)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit

ステップ 5 ブリッジドメインに NetFlowモニタポリシーを接続します。

例：

apic1(config)# interface bridge-domain bd2
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# ip flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# layer2-switched flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# exit
apic1(config)# interface bridge-domain bd3
apic1(config-if)# ipv6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# ip flow monitor tnMonitor1
apic1(config-if)# exit

アドレスファミリ (IPv4および IPv6)ごとに 1つのモニタポリシーを設定できます。インター
フェイスでは Vpcにすることもできます。

ステップ 6 Netflowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループは、エクスポータの背後にあるエンドポイン

トグループです。このエンドポイントグループは、外部のレイヤ 3エンドポイントグループ
にすることもできます。

apic1(config)# flow exporter tnExporter1
apic1(config-flow-exporter)# transport udp 1234
apic1(config-flow-exporter)# destination address 2.2.2.2
apic1(config-flow-exporter)# destination epg tenant tn2 application ap2 epg epg2
apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v9
apic1(config-flow-exporter)# source address 1.1.1.1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 7 2番目の Netflowエクスポータポリシーを作成します。

例：

次のコマンドでは、宛先エンドポイントグループは、エクスポータの背後にあるエンドポイン

トグループであり、このケースでは外部レイヤ 3エンドポイントグループです。
apic1(config)# flow exporter tnExporter2
apic1(config-flow-exporter)# transport udp 9990
apic1(config-flow-exporter)# destination address 2001:db5:a0c:1f0::2
apic1(config-flow-exporter)# destination external-l3 epg tenant tn2 vrf v2 epg
accounting-inst
apic1(config-flow-exporter)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-flow-exporter)# version v5
apic1(config-flow-exporter)# source address 2001:db8:a0b:12f0::1
apic1(config-flow-exporter)# exit

ステップ 8 NetFlowレコードポリシーを作成します。

例：
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apic1(config)# flow record tnRecord1
apic1(config-flow-record)# match dst-ip
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv4
apic1(config-flow-record)# match dst-ipv6
apic1(config-flow-record)# match dst-mac
apic1(config-flow-record)# match dst-port
apic1(config-flow-record)# match ethertype
apic1(config-flow-record)# match proto
apic1(config-flow-record)# match src-ip
apic1(config-flow-record)# match src-ipv4
apic1(config-flow-record)# match src-ipv6
apic1(config-flow-record)# match src-mac
apic1(config-flow-record)# match src-port
apic1(config-flow-record)# match tos
apic1(config-flow-record)# match vlan
apic1(config-flow-record)# collect count-bytes
apic1(config-flow-record)# collect count-pkts
apic1(config-flow-record)# collect pkt-disp
apic1(config-flow-record)# collect sampler-id
apic1(config-flow-record)# collect src-intf
apic1(config-flow-record)# collect tcp-flags
apic1(config-flow-record)# collect ts-first
apic1(config-flow-record)# collect ts-recent
apic1(config-flow-record)# exit

ステップ 9 NetFlowモニタポリシーを作成します。

例：

apic1(config)# flow monitor tnMonitor1
apic1(config-flow-monitor)# record tnRecord1
apic1(config-flow-monitor)# exporter tnExporter1
apic1(config-flow-monitor)# exporter tnExporter2
apic1(config-flow-monitor)# exit

最大 2つのエクスポータを接続できます。

ステップ 10 VLANのドメインに VLANを追加し、リーフノードの VRFを設定します。

例：

apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 5-100
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf-vrf)# exit

ステップ 11 ブリッジドメインを展開するためインターフェイスでエンドポイントグループを展開します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/10
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 10 tenant tn2 application ap2 epg
epg2
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 12 インターフェイスで別のエンドポイントグループを展開します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1

NetFlowの設定
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apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 11 tenant tn2 application ap3 epg
epg3
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 13 モニタポリシーをサブインターフェイスに接続します。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/20
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/20.20
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 20::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-leaf-if)# ip flow monitor tnMonitor2
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 14 スイッチ仮想インターフェイス (SVI)にモニタポリシーを接続します。

例：

apic1(config-leaf)# interface vlan 30
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant tn2 vrf vrf2
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 64::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ip flow monitor tnMonitor1
apic1(config-leaf-if)# ip6 flow monitor tnMonitor1
apic1(config-leaf-if)# exit

ステップ 15 SVIをレイヤ 2インターフェイスに関連付けます。

例：

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/30
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 30 tenant tn2 external-svi
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# exit

VMware VDSのNX-OSスタイル CLIを使用して VMMドメ
インで NetFlowエクスポータポリシーを利用する

次の手順では、VMMドメインでNetFlowエクスポータポリシーを消費するために、NXOSス
タイル CLIを使用します。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

apic1# config

NetFlowの設定
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ステップ 2 NetFlowエクスポータポリシーを消費します。

例：

apic1(config)# vmware-domain mininet
apic1(config-vmware)# configure-dvs
apic1(config-vmware-dvs)# flow exporter vmExporter1
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# active-flow-timeout 62
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# idle-flow-timeout 16
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# sampling-rate 1
apic1(config-vmware-dvs-flow-exporter)# exit
apic1(config-vmware-dvs)# exit
apic1(config-vmware)# exit
apic1(config)# exit

VMware用NX OSスタイルCLIを使用したエンドポイント
グループ上の NetFlowの有効化または無効化

NX-OSスタイルの CLIを使用して、エンドポイントグループでの NetFlowを有効または無効
にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 NetFlowの有効化：

例：

apic1# config
apic1(config)# tenant tn1
apic1(config-tenant)# application app1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# vmware-domain member mininet
apic1(config-tenant-app-epg-domain)# flow monitor enable
apic1(config-tenant-app-epg-domain)# exit
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# exit

ステップ 2 （任意） NetFlowを使用しない場合は、この機能を無効にします。

例：

apic1(config-tenant-app-epg-domain)# no flow monitor enable

NetFlowの設定
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