
SPANの設定

• SPANおよび ERSPANの設定（1ページ）

SPANおよび ERSPANの設定
ACIファブリックでは、SPAN機能を以下の 3つのカテゴリで設定できます。

•アクセス：リーフノードのアクセスポートから発信されたトラフィックを監視します

•ファブリック：リーフまたはスパインノードのファブリックポートからのトラフィック
を監視します

•テナント：テナント内のエンドポイントグループ（EPG）からのトラフィックを監視しま
す

次の表に、各セッションごとに異なる構成要素を示します。

DestinationFiltersSourcesSession Type

送信元と同じリーフへの

ローカルポート

EPG1つのリーフへのローカルアクセ
スポート、ポートチャネル

アクセスローカ

ル

ファブリック内のいずれ

かの EPG
EPG1つ以上のリーフノード間のアク

セスポート、ポートチャネル、
VPC

アクセス
ERSPAN

ファブリック内のいずれ

かの EPG
BDまたは
VRF

1つ以上のリーフまたはスパイン
ノード内のファブリックポート

ファブリック
ERSPAN

ファブリック内のいずれ

かの EPG
-ファブリック内のいずれかの EPGテナント

ERSPAN
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SPANの注意事項と制約事項
• SPANはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。SPANトラフィックは
スイッチリソースのユーザトラフィックと競合します。負荷を最小限にするには、分析

対象の特定のトラフィックだけをコピーするように SPANを設定します。

• SPAN送信元として l3extLIfPのレイヤ 3サブインターフェイスを指定することはできませ
ん。外部ソースからのトラフィックをモニタリングするためにはポート全体を使用しま

す。

• FEXインターフェイス用のローカル SPANでは、FEXインターフェイスは、SPAN送信元
としてのみ使用できます。SPANの宛先としては使用できません。第1世代のスイッチ (ス
イッチ名にEXまたはFXの付かないCiscoNexus9000シリーズのスイッチ)では、TxSPAN
はどのレイヤ 3のスイッチトラフィックでも機能しません。第 2世代のスイッチ (スイッ
チ名に EXまたは FXの付くもの)では、トラフィックがレイヤ 2またはレイヤ 3でスイッ
チされたものである場合、Tx SPANは機能しません。Rx SPANに制限はありません。

•テナントおよびアクセス SPANはカプセル化リモート拡張 SPAN（ERSPAN）タイプ Iを
使用し、ファブリック SPANは ERSPANタイプ IIを使用します。ERSPANヘッダーにつ
いては、IETFの Internet Draft（https://tools.ietf.org/html/draft-foschiano-erspan-00）を参照し
てください。

•ファブリックでは ERSPANの宛先 IPをエンドポイントとして学習する必要があります。

• SPANは IPv6トラフィックをサポートしますが、ERSPANの宛先 IPを IPv6アドレスにす
ることはできません。

•アクティブな SPANセッションの最大数など、SPAN関連の制限については、『Verified
Scalability Guide for Cisco ACI』ドキュメントを参照してください。

アクセスモードの SPANの設定
これは、アクセスリーフノードにローカルに適用される従来の SPAN設定です。1つ以上の
アクセスポートまたはポートチャネルから送信されるトラフィックは監視でき、同じリーフ

ノードにローカルな宛先ポートに送信できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

アクセスモニタリングセッションの設

定を作成します。

[no] monitor access session session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor access session
mySession
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目的コマンドまたはアクション

このアクセスモニタリングセッション

についての説明を追加します。テキス

[no] description text

例：

ステップ 3

トにスペースが含まれている場合は、

単一引用符で囲む必要があります。
apic1(config-monitor-access)#
description "This is my SPAN session"

宛先インターフェイスを指定します。

宛先インターフェイスをFEXポートま
[no] destination interface ethernet
slot/port leaf node-id

例：

ステップ 4

たはポートチャネルにすることはでき

ません。apic1(config-monitor-access)#
destination interface eth 1/2 leaf
101

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source interface ethernet
{[fex/]slot/port | port-range} leaf node-id

例：

ステップ 5

apic1(config-monitor-access)# source
interface eth 1/2 leaf 101

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-access-source)#
direction tx

ステップ 6

監視対象のトラフィックをフィルタし

ます。フィルタは、各送信元ポート範

囲で個別に設定できます。

[no] filter tenant tenant-name application
application-name epg epg-name

例：

ステップ 7

apic1(config-monitor-access-source)#
filter tenant t1 application app1
epg epg1

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-monitor-access-source)#
exit

送信元インターフェイスのポートチャ

ネルを指定します

[no] source interface port-channel
port-channel-name-list leaf node-id [fex
fex-id]

ステップ 9

（ここに示されていないトラフィック

方向とフィルタ設定を入力します）。例：

apic1(config-monitor-access)# source
interface port-channel pc5 leaf 101

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-access)# no shut

SPANの設定
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例

次に、ローカルアクセスモニタリングセッションを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# monitor access session mySession
apic1(config-monitor-access)# description "This is my SPAN session"
apic1(config-monitor-access)# destination interface eth 1/2 leaf 101
apic1(config-monitor-access)# source interface eth 1/1 leaf 101
apic1(config-monitor-access-source)# direction tx
apic1(config-monitor-access-source)# filter tenant t1 application app1 epg epg1
apic1(config-monitor-access-source)# exit
apic1(config-monitor-access)# no shut
apic1(config-monitor-access)# show run
# Command: show running-config monitor access session mySession
# Time: Fri Nov 6 23:55:35 2015
monitor access session mySession
description "This is my SPAN session"
destination interface eth 1/2 leaf 101
source interface eth 1/1 leaf 101
direction tx
filter tenant t1 application app1 epg epg
exit

exit

アクセスモードの ERSPANの設定
ACIファブリックでは、アクセスモード ERSPANの設定は、1つ以上のリーフノードのアク
セスポート、ポートチャネル、および vPCから発信されたトラフィックの監視に使用できま
す。

ERSPANセッションの場合、宛先は常にファブリック内のどこにでも展開できるエンドポイン
トグループ（EPG）です。監視対象のトラフィックは、EPGが移動するたびに宛先に転送さ
れます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

アクセスモニタリングセッションの設

定を作成します。

[no] monitor access session session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor access session
mySession

このモニタリングセッションの説明を

追加します。テキストにスペースが含

[no] description text

例：

ステップ 3

SPANの設定
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目的コマンドまたはアクション

まれている場合は、単一引用符で囲む

必要があります。

apic1(config-monitor-access)#
description "This is my access ERSPAN
session"

宛先インターフェイスをテナントとし

て指定し、宛先コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] destination tenant tenant-name
application application-name epg
epg-name destination-ip dest-ip-address
source-ip-prefix src-ip-address

ステップ 4

例：

apic1(config-monitor-access)#
destination tenant t1 application app1
epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ERSPANセッションの ERSPAN IDを
設定します。ERSPANの範囲は 1～
1023です。

[no] erspan-id flow-id

例：

apic1(config-monitor-access-dest)#
erspan-id 100

ステップ 5

ERSPANトラフィックのパケットの
DiffServコードポイント（DSCP）値を

[no] ip dscp dscp-code

例：

ステップ 6

設定します。指定できる範囲は 0～ 64
です。

apic1(config-monitor-access-dest)# ip
dscp 42

ERSPANトラフィックの IP存続可能時
間（TTL）値を設定します。範囲は 1
～ 255です。

[no] ip ttl ttl-value

例：

apic1(config-monitor-access-dest)# ip
ttl 16

ステップ 7

ERSPANセッションの最大伝送単位
（MTU）サイズを設定します。有効な
範囲は 64～ 9216バイトです。

[no] mtu mtu-value

例：

apic1(config-monitor-access-dest)#
mtu 9216

ステップ 8

モニタアクセスコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-monitor-access-dest)#

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source interface ethernet
{[fex/]slot/port | port-range} leaf node-id

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-access)# source
interface eth 1/2 leaf 101

送信元インターフェイスポートチャネ

ルを指定します。

[no] source interface port-channel
port-channel-name-list leaf node-id [fex
fex-id]

ステップ 11

SPANの設定
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目的コマンドまたはアクション

例：

apic1(config-monitor-access)# source
interface port-channel pc1 leaf 101

送信元インターフェイス vPCを指定し
ます。

[no] source interface vpc vpc-name-list
leaf node-id1 node-id2 [fex fex-id1 fex-id2]

例：

ステップ 12

apic1(config-monitor-access)# source
interface vpc pc1 leaf 101 102

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-access-source)#
direction tx

ステップ 13

監視対象のトラフィックをフィルタし

ます。フィルタは、各送信元ポート範

囲で個別に設定できます。

[no] filter tenant tenant-name application
application-name epg epg-name

例：

ステップ 14

apic1(config-monitor-access-source)#
filter tenant t1 application app1
epg epg1

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 15

apic1(config-monitor-access-source)#
exit

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 16

apic1(config-monitor-access)# no shut

例

この例では、ERSPANアクセスモニタリングセッションを設定する方法を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# monitor access session mySession
apic1(config-monitor-access)# description "This is my access ERSPAN session"
apic1(config-monitor-access)# destination tenant t1 application app1 epg epg1
destination-ip 192.0.20.123 source-ip-prefix 10.0.20.1
apic1(config-monitor-access-dest)# erspan-id 100
apic1(config-monitor-access-dest)# ip dscp 42
apic1(config-monitor-access-dest)# ip ttl 16
apic1(config-monitor-access-dest)# mtu 9216
apic1(config-monitor-access-dest)# exit
apic1(config-monitor-access)# source interface eth 1/1 leaf 101
apic1(config-monitor-access-source)# direction tx
apic1(config-monitor-access-source)# filter tenant t1 application app1 epg epg1

SPANの設定
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apic1(config-monitor-access-source)# exit
apic1(config-monitor-access)# no shut
apic1(config-monitor-access)# show run
# Command: show running-config monitor access session mySession
# Time: Fri Nov 6 23:55:35 2015
monitor access session mySession
description "This is my ERSPAN session"
source interface eth 1/1 leaf 101
direction tx
filter tenant t1 application app1 epg epg1
exit

destination tenant t1 application app1 epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ip dscp 42
ip ttl 16
erspan-id 9216
mtu 9216
exit

exit

この例では、監視元としてポートチャネルを設定する方法を示します。

apic1(config-monitor-access)# source interface port-channel pc3 leaf 105

この例では、監視元として vPCレッグの 1つを設定する方法を示します。

apic1(config-monitor-access)# source interface port-channel vpc3 leaf 105

この例では、監視元として FEX 101からポートの範囲を設定する方法を示します。

apic1(config-monitor-access)# source interface eth 101/1/1-2 leaf 105

ファブリックモードの ERSPANの設定
ACIファブリックのファブリックモード ERSPAN設定を使用すると、リーフ/スパインノード
の1つ以上のファブリックポートから発信されるトラフィックをモニタリングできます。ロー
カル SPANはファブリックモードではサポートされていません。

ERSPANセッションの場合、宛先は常にファブリック内のどこにでも展開できるエンドポイン
トグループ（EPG）です。監視対象のトラフィックは、EPGが移動するたびに宛先に転送さ
れます。ファブリックモードでは、送信元としてファブリックポートのみが許可されますが、

リーフスイッチとスパインスイッチは両方とも許可されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

SPANの設定
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目的コマンドまたはアクション

ファブリックモニタリングセッション

設定を作成します。

[no] monitor fabric session session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor fabric session
mySession

このモニタリングセッションの説明を

追加します。テキストにスペースが含

[no] description text

例：

ステップ 3

まれている場合は、単一引用符で囲む

必要があります。
apic1(config-monitor-fabric)#
description "This is my fabric ERSPAN
session"

宛先インターフェイスをテナントとし

て指定し、宛先コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] destination tenant tenant-name
application application-name epg
epg-name destination-ip dest-ip-address
source-ip-prefix src-ip-address

ステップ 4

例：

apic1(config-monitor-fabric)#
destination tenant t1 application app1
epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ERSPANセッションの ERSPAN IDを
設定します。ERSPANの範囲は 1～
1023です。

[no] erspan-id flow-id

例：

apic1(config-monitor-fabric-dest)#
erspan-id 100

ステップ 5

ERSPANトラフィックのパケットの
DiffServコードポイント（DSCP）値を

[no] ip dscp dscp-code

例：

ステップ 6

設定します。指定できる範囲は 0～ 64
です。

apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip
dscp 42

ERSPANトラフィックの IP存続可能時
間（TTL）値を設定します。範囲は 1
～ 255です。

[no] ip ttl ttl-value

例：

apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip
ttl 16

ステップ 7

ERSPANセッションの最大伝送単位
（MTU）サイズを設定します。有効な
範囲は 64～ 9216バイトです。

[no] mtu mtu-value

例：

apic1(config-monitor-fabric-dest)#
mtu 9216

ステップ 8

モニタアクセスコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-monitor-fabric-dest)#

SPANの設定
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目的コマンドまたはアクション

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source interface ethernet {slot/port |
port-range} switch node-id

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-fabric)# source
interface eth 1/2 switch 101

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-fabric-source)#
direction tx

ステップ 11

ブリッジドメインによりトラフィック

をフィルタ処理します。

[no] filter tenant tenant-name bd bd-name

例：

ステップ 12

apic1(config-monitor-fabric-source)#
filter tenant t1 bd bd1

VRFによりトラフィックをフィルタ処
理します。

[no] filter tenant tenant-name vrf vrf-name

例：

ステップ 13

apic1(config-monitor-fabric-source)#
filter tenant t1 vrf vrf1

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 14

apic1(config-monitor-fabric-source)#
exit

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 15

apic1(config-monitor-fabric)# no shut

例

次に、ERSPANファブリックモニタリングセッションを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
apic1(config)# monitor fabric session mySession
apic1(config-monitor-fabric)# description "This is my fabric ERSPAN session"
apic1(config-monitor-fabric)# destination tenant t1 application app1 epg epg1
destination-ip 192.0.20.123 source-ip-prefix 10.0.20.1
apic1(config-monitor-fabric-dest)# erspan-id 100
apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip dscp 42
apic1(config-monitor-fabric-dest)# ip ttl 16
apic1(config-monitor-fabric-dest)# mtu 9216
apic1(config-monitor-fabric-dest)# exit
apic1(config-monitor-fabric)# source interface eth 1/1 switch 101
apic1(config-monitor-fabric-source)# direction tx
apic1(config-monitor-fabric-source)# filter tenant t1 bd bd1

SPANの設定
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apic1(config-monitor-fabric-source)# filter tenant t1 vrf vrf1
apic1(config-monitor-fabric-source)# exit
apic1(config-monitor-fabric)# no shut

テナントモードの ERSPANの設定
ACIファブリックのテナントモード ERSPAN設定を使用すると、テナント内のエンドポイン
トグループから発信されるトラフィックをモニタリングできます。

テナントモードでは、送信元 EPGから発信されるトラフィックは同じテナント内の宛先 EPG
に送信されます。トラフィックのモニタリングは、送信元または宛先 EPGがファブリック内
を移動した場合に影響を受けません。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

テナントモニタリングセッション設定

を作成します。

[no] monitor tenant tenant-name session
session-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# monitor tenant session
mySession

このアクセスモニタリングセッション

についての説明を追加します。テキス

[no] description text

例：

ステップ 3

トにスペースが含まれている場合は、

単一引用符で囲む必要があります。
apic1(config-monitor-tenant)#
description "This is my tenant ERSPAN
session"

宛先インターフェイスをテナントとし

て指定し、宛先コンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

[no] destination tenant tenant-name
application application-name epg
epg-name destination-ip dest-ip-address
source-ip-prefix src-ip-address

ステップ 4

例：

apic1(config-monitor-tenant)#
destination tenant t1 application app1
epg epg1 destination-ip 192.0.20.123
source-ip-prefix 10.0.20.1

ERSPANセッションの ERSPAN IDを
設定します。ERSPANの範囲は 1～
1023です。

[no] erspan-id flow-id

例：

apic1(config-monitor-tenant-dest)#
erspan-id 100

ステップ 5

SPANの設定
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目的コマンドまたはアクション

ERSPANトラフィックのパケットの
DiffServコードポイント（DSCP）値を

[no] ip dscp dscp-code

例：

ステップ 6

設定します。指定できる範囲は 0～ 64
です。

apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip
dscp 42

ERSPANトラフィックの IP存続可能時
間（TTL）値を設定します。範囲は 1
～ 255です。

[no] ip ttl ttl-value

例：

apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip
ttl 16

ステップ 7

ERSPANセッションの最大伝送単位
（MTU）サイズを設定します。有効な
範囲は 64～ 9216バイトです。

[no] mtu mtu-value

例：

apic1(config-monitor-tenant-dest)#
mtu 9216

ステップ 8

モニタアクセスコンフィギュレーショ

ンモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 9

apic1(config-monitor-tenant-dest)#

送信元インターフェイスポートまたは

ポート範囲を指定します。

[no] source application application-name
epg epg-name

例：

ステップ 10

apic1(config-monitor-tenant)# source
application app2 epg epg5

監視対象のトラフィックの方向を指定

します。方向は各発信元ポート範囲で

個別に設定できます。

[no] direction {rx | tx | both}

例：

apic1(config-monitor-tenant-source)#
direction tx

ステップ 11

アクセスモニタセッションコンフィ

ギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

ステップ 12

apic1(config-monitor-tenant-source)#
exit

モニタリングセッションをディセーブ

ル（またはイネーブル）にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 13

apic1(config-monitor-tenant)# no shut

例

次に、ERSPANテナントモニタリングセッションを設定する例を示します。

apic1# configure terminal
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apic1(config)# monitor access session mySession
apic1(config-monitor-tenant)# description "This is my tenant ERSPAN session"
apic1(config-monitor-tenant)# destination tenant t1 application app1 epg epg1
destination-ip 192.0.20.123 source-ip-prefix 10.0.20.1
apic1(config-monitor-tenant-dest)# erspan-id 100
apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip dscp 42
apic1(config-monitor-tenant-dest)# ip ttl 16
apic1(config-monitor-tenant-dest)# mtu 9216
apic1(config-monitor-tenant-dest)# exit
apic1(config-monitor-tenant)# source application app2 epg epg5
apic1(config-monitor-tenant-source)# direction tx
apic1(config-monitor-tenant-source)# exit
apic1(config-monitor-tenant)# no shut
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