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ERSPAN に関する情報
Cisco NX-OSシステムは、発信元および宛先ポートの両方で Encapsulated Remote Switching Port
Analyzer（ERSPAN）機能をサポートします。ERSPANは、IPネットワークでミラーリングされ
たトラフィックを転送します。トラフィックは、送信元ルータでカプセル化され、ネットワーク

間を転送されます。パケットは宛先ルータでカプセル化解除され、宛先インターフェイスに送信

されます。

ERSPANは、ERSPAN送信元セッション、ルーティング可能な ERSPAN総称ルーティングカプ
セル化（GRE）カプセル化トラフィック、および ERSPAN宛先セッションで構成されています。
異なるスイッチで ERSPAN送信元セッションおよび宛先セッションを個別に設定することができ
ます。

ERSPAN 送信元
トラフィックをモニタできるモニタ元インターフェイスのことを ERSPAN送信元と呼びます。送
信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックを

コピーするかどうかを指定します。ERSPAN送信元には次のものが含まれます。
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•イーサネットポートおよびポートチャネル。

• VLAN：VLANが ERSPAN送信元として指定されている場合、VLANでサポートされている
すべてのインターフェイスが ERSPAN送信元となります。

ERSPAN送信元ポートには、次の特性があります。

•送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。

• ERSPANは送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケットをモニタしませ
ん。

ERSPAN 宛先
ERSPAN宛先セッションは、イーサネットポートまたはポートチャネル上のERSPAN送信元セッ
ションで送信されたパケットを取得し、宛先ポートに送信します。宛先ポートは ERSPAN送信元
からコピーされたトラフィックを受信します。

ERSPAN宛先セッションは、設定された送信元 IPアドレスおよび ERSPAN IDによって識別され
ます。これにより、複数の送信元セッションがERSPANトラフィックを同じ宛先 IPおよびERSPAN
IDに送信できるようになり、1つの宛先で同時に終端する複数の送信元を持つことができます。

ERSPAN宛先元ポートには、次の特性があります。

•宛先ポートとして設定されたポートを送信元ポートとしても設定することはできません。

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスまたはレイヤ 3プロトコルに参加しません。

•入力および入力学習オプションは、モニタ宛先ポートではサポートされていません。

•ホストインターフェイス（HIF）ポートチャネルおよびファブリックポートチャネルポー
トは、SPAN宛先ポートとしてはサポートされていません。

ERSPAN セッション
モニタする送信元と宛先を指定する ERSPANセッションを作成できます。

ERSPAN送信元セッションを設定する場合、宛先 IPアドレスを設定する必要があります。ERSPAN
宛先セッションを設定する場合、送信元 IPアドレスを設定する必要があります。送信元セッショ
ンのプロパティについてはERSPAN宛先, （2ページ）、宛先セッションのプロパティについて
はERSPAN送信元, （1ページ）を参照してください。

2つの ERSPANまたは SPAN送信元セッションのみをすべてのスイッチで同時に実行できま
す。23個の ERSPAN宛先セッションのみをすべてのスイッチで同時に実行できます。

（注）
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次の図は、ERSPAN設定を示します。

図 1：ERSPAN の設定

マルチ ERSPAN セッション
ERSPANセッションのシャットダウンについては、ERSPANセッションのシャットダウンまたは
アクティブ化, （7ページ）を参照してください。

ハイアベイラビリティ

ERSPAN機能はステートレスおよびステートフルリスタートをサポートします。リブートまたは
スーパーバイザスイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

ERSPAN のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

ERSPANにはライセンスは不要です。ライセン
スパッケージに含まれていない機能はすべて

CiscoNX-OSシステムイメージにバンドルされ
ており、追加費用は一切発生しません。Cisco
NX-OSのライセンススキームの詳細は、Cisco
NX-OSソフトウェアのライセンスおよび版権情
報は、次の URLから入手できます。http://
www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/
4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html

Cisco NX-OS
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ERSPAN の前提条件
ERSPANの前提条件は、次のとおりです。

•所定の ERSPAN設定をサポートするには、まず各デバイス上でポートのイーサネットインター
フェイスを設定する必要があります。詳細については、お使いのプラットフォームのインターフェ

イスコンフィギュレーションガイドを参照してください。

ERSPAN のデフォルト設定
次の表に、ERSPANパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1：デフォルトの ERSPAN パラメータ

デフォルトパラメータ

シャットステートで作成されます。ERSPANセッション

ERSPAN の設定

ERSPAN 宛先セッションの設定
送信元 IPアドレスからローカルデバイス上の宛先ポートにパケットをコピーするようにERSPAN
宛先セッションを設定できます。デフォルトでは、ERSPAN宛先セッションはシャットステート
で作成されます。

はじめる前に

すでにモニタモードで宛先ポートが設定されていることを確認します。

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。

config t

例：
switch# config t
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

選択したスロットおよびポートまたはポート

範囲で、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。

interface ethernetslot/port[-port]

例：
switch(config)# interface
ethernet 2/5
switch(config-if)#

ステップ 2   

選択したスロットおよびポートまたはポート

範囲でスイッチポートパラメータを設定しま

す。

switchport

例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 3   

選択したスロットおよびポートまたはポート

範囲で次のスイッチポートモードを設定しま

す。

switchport mode [access | trunk]

例：
switch(config-if)# switchport
mode trunk

ステップ 4   

•アクセス

•トランク

モニタモードでスイッチインターフェイスを

設定します。

switchport monitor

例：
switch(config-if)# switchport
monitor

ステップ 5   

（destination interface ethernetinterfaceコマン
ドを使用して）インターフェイスを ERSPAN
または SPAN宛先に設定するには、最初にモ
ニタモードで設定する必要があります。

—ステップ 2～ 5を繰り返して、追
加の ERSPAN宛先でモニタリング
を設定します。

ステップ 6   

指定した ERSPANセッションの設定を消去し
ます。新しいセッションコンフィギュレーショ

no monitor session {session-number
| all}

例：
switch(config-if)# no monitor
session 3

ステップ 7   

ンは、既存のセッションコンフィギュレーショ

ンに追加されます。

ERSPAN宛先セッションを設定します。monitor session {session-number | all}
type erspan-destination

ステップ 8   

例：
switch(config-if)# monitor
session 3 type erspan-destination
switch(config-erspan-dst)#

セッションの説明を設定します。デフォルト

では、説明は定義されません。説明には最大

32の英数字を使用できます。

descriptiondescription

例：
switch(config-erspan-dst)#
description erspan_dst_session_3

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

ERSPANセッションの送信元 IPアドレスを設
定します。ERSPAN宛先セッションごとに 1

source ipip-address

例：
switch(config-erspan-dst)# source
ip 10.1.1.1

ステップ 10   

つの送信元 IPアドレスのみがサポートされま
す。

この IPアドレスは、対応する ERSPAN送信元
セッションに設定されている宛先 IPアドレス
と一致する必要があります。

コピーされたソースパケットの宛先を設定し

ます。宛先として、インターフェイスのみ設

定できます。

宛先ポートをトランクポートとして

設定できます。

（注）

destination {[interface [type
slot/port[-port], [type slot/port [port]]]
[port-channelchannel-number]]}

例：
switch(config-erspan-dst)#
destination interface ethernet
2/5

ステップ 11   

ERSPAN宛先セッションがトラフィックの転
送に使用する VRFインスタンスを設定しま
す。

vrfdefault

例：
switch(config-erspan-dst)# vrf
default

ステップ 12   

ERSPAN宛先セッションは、デフォルトのVRF
のみをサポートします。

ERSPAN宛先セッションをイネーブルにしま
す。デフォルトでは、セッションはシャット

ステートで作成されます。

同時に実行できるアクティブな

ERSPAN宛先セッションは 16個だ
けです。

（注）

no shut

例：
switch(config)# no shut

ステップ 13   

（任意）

ERSPANセッション設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number | rangesession-range}

例：
switch(config)# show monitor
session 3

ステップ 14   

（任意）

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表
示します。

show running-config monitor

例：
switch(config-erspan-src)# show
running-config monitor

ステップ 15   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレー
ションを表示します。

show startup-config monitor

例：
switch(config-erspan-src)# show
startup-config monitor

ステップ 16   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 17   

ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化
ERSPANセッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断でき
ます。同時に実行できる ERSPANセッション数は限定されているため、あるセッションをシャッ
トダウンしてハードウェアリソースを解放することによって、別のセッションが使用できるよう

になります。デフォルトでは、ERSPANセッションはシャットステートで作成されます。

ERSPANセッションをイネーブルにすると、送信元から宛先へのパケットのコピーをアクティブ
化できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの ERSPANセッションをイネー
ブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする

必要があります。ERSPANセッションステートをシャットダウンおよびイネーブルにするには、
グローバルまたはモニタコンフィギュレーションモードのいずれかのコマンドを使用できます。

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。

configuration terminal

例：
switch# configuration terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定の ERSPANセッションをシャットダウンし
ます。セッションの範囲は 1～ 48です。デフォ

monitor session {session-range | all}
shut

例：
switch(config)# monitor session
3 shut

ステップ 2   

ルトでは、セッションはシャットステートで作

成されます。

（注） • Cisco Nexus 5000および 5500プ
ラットフォームでは、2つのセッ
ションを同時に実行できます。

• Cisco Nexus 5600および 6000プ
ラットフォームでは、16のセッ
ションを同時に実行できます。
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目的コマンドまたはアクション

指定の ERSPANセッションを再開（イネーブル
に）します。セッションの範囲は 1～ 48です。

no monitor session {session-range
| all} shut

例：
switch(config)# no monitor
session 3 shut

ステップ 3   

デフォルトでは、セッションはシャットステー

トで作成されます。同時に実行できるのは2つの
セッションのみです.

モニタセッションがイネーブルで動作

状況がダウンの場合、セッションをイ

ネーブルにするには、最初に monitor
session shutコマンドを指定してから、
no monitor session shutコマンドを続け
る必要があります。

（注）

ERSPAN送信元タイプのモニタコンフィギュレー
ションモードを開始します。新しいセッション

monitor sessionsession-numbertype
erspan-source

例：
switch(config)# monitor session
3 type erspan-source
switch(config-erspan-src)#

ステップ 4   

コンフィギュレーションは、既存のセッション

コンフィギュレーションに追加されます。

ERSPAN宛先タイプのモニタコンフィギュレー
ションモードを開始します。

monitor sessionsession-numbertype
erspan-destination

例：
switch(config-erspan-src)#
monitor session 3 type
erspan-destination

ステップ 5   

ERSPANセッションをシャットダウンします。デ
フォルトでは、セッションはシャットステート

で作成されます。

shut

例：
switch(config-erspan-src)# shut

ステップ 6   

ERSPANセッションをイネーブルにします。デ
フォルトでは、セッションはシャットステート

で作成されます。

no shut

例：
switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 7   

（任意）

ERSPANセッションのステータスを表示します。
show monitor session all

例：
switch(config-erspan-src)# show
monitor session all

ステップ 8   

（任意）

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

show running-config monitor

例：
switch(config-erspan-src)# show
running-config monitor

ステップ 9   

   Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS システム管理設定ガイドリリース 5.2(1)N1(x)
8

ローカル SPAN および ERSPAN の設定
ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化



目的コマンドまたはアクション

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレーショ
ンを表示します。

show startup-config monitor

例：
switch(config-erspan-src)# show
startup-config monitor

ステップ 10   

（任意）

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ます。

copy running-config startup-config

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

ステップ 11   

ERSPAN 設定の確認
ERSPANの設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

ERSPANセッション設定を表示します。show monitor session {all | session-number |
rangesession-range}

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示
します。

show running-config monitor

ERSPANのスタートアップコンフィギュレー
ションを表示します。

show startup-config monitor

ERSPAN の設定例

ERSPAN 送信元セッションの設定例
次に、ERSPAN送信元セッションを設定する例を示します。

ERSPAN 宛先セッションの設定例
次に、ERSPAN宛先セッションを設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# interface e14/29
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
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switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor session 2 type erspan-destination
switch(config-erspan-dst)# source ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-dst)# destination interface e14/29
switch(config-erspan-dst)# erspan-id 1
switch(config-erspan-dst)# vrf default
switch(config-erspan-dst)# no shut
switch(config-erspan-dst)# exit
switch(config)# show monitor session 2

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

ご使用プラットフォームの『CiscoNexusNX-OS
System Management Command Reference』。

ERSPANコマンド：コマンド構文の詳細、コマ
ンドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用

上の注意事項、および例
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