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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。
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ERSPAN 送信元セッション
ERSPAN 送信元セッションは、次によって定義されます。
• セッション ID。
• セッションでモニタされる送信元ポート、送信元 VLAN、または送信元 VSAN のリスト。
• ERSPAN フロー ID。
• IP TOS や TTL など、GRE エンベロープに関連するオプション属性
• 宛先の IP アドレス。
• 仮想ルーティングおよび転送テーブル。
ERSPAN 送信元セッションは、ERSPAN GRE カプセル化されたトラフィックを送信元ポートから
コピーしません。ERSPAN 送信元セッションごとに、送信元としてポート、VLAN、または VSAN
を設定できます。ただし、次のようないくつかの制限があります。詳細については、ERSPAN の
注意事項および制約事項, （5 ページ）を参照してください。
次の図は、ERSPAN 設定の例を示します。
図 1：ERSPAN の設定

モニタ対象トラフィック
デフォルトでは、ERSPAN は、マルチキャストおよびブリッジ プロトコル データ ユニット
（BPDU）フレームを含む、すべてのトラフィックを監視します。
ERSPAN がモニタするトラフィックの方向は、次のように送信元によって決まります。
• 送信元ポートについては、ERSPAN は、入力トラフィック、出力トラフィック、または入出
力トラフィックをモニタできます。
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• 送信元 VLAN または送信元 VSAN については、ERSPAN は入力トラフィックのみをモニタ
できます。

ERSPAN タイプ
Cisco NX-OS Release 6.1 以降のリリースは、ERSPAN タイプ II（デフォルト）および タイプ III を
サポートします。以前のすべての Cisco NX-OS リリースでは ERSPAN タイプ II のみがサポートさ
れました。
ERSPAN タイプ III は ERSPAN タイプ II のすべての特徴と機能をサポートし、以下の拡張機能が
追加されています。
• ERSPAN タイプ III ヘッダーに、エッジ、集約、およびコア スイッチ間でパケット遅延を計
算するために使用できるタイムスタンプ情報を表示。
• ERSPAN タイプ III ヘッダー フィールドを使用して潜在的なトラフィック ソースを識別。
• クロック マネージャが ERSPAN タイマーを同期する方法を決定するために、タイムスタン
プの詳細を設定する機能を提供。
• Cisco NX-OS Release 7.1(1)N1(1) 以降、ERSPAN タイプ III は、複数のスイッチ間のトラフィッ
ク フローを特定するために使用できる設定可能なスイッチ ID を提供します。
表 1：ERSPAN タイプ II と ERSPAN タイプ III の相違点

属性

タイプ II

タイプ III

タイムスタンプ

該当なし

提供されるタイムスタン
プ。

プラットフォーム固有の情 該当なし
報

プラットフォーム固有の情
報は、Nexus 5500、Nexus
5600、および Nexus 6000
プラットフォームに必要で
す。

終端スイッチの送信元ポー 限定的な ID。
ト ID

詳細な ID。スイッチ ID の
プロビジョニング。

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 ソースと呼びます。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。
• イーサネット ポートおよびポート チャネル。
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• 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。

切り捨てを適用する ERSPAN
切り捨てを適用する ERSPAN を使用して、ERSPAN パケットの送信で使用されるファブリックま
たはネットワーク帯域幅の量を減らすことができます。
デフォルトでは切り捨ては行われないため、大規模な ERSPAN パケットを受信するスイッチまた
はルータは、これらの大きすぎるパケットをドロップする可能性があります。

（注）

Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチは、これらの切り捨てを適用するパケットをドロップする
ため、宛先 ERSPAN ルータが Cisco Nexus 6001 または Cisco Nexus 6004 スイッチの場合、切り
捨てを適用する ERSPAN の機能を有効にしないでください。

マルチ ERSPAN セッション
18 個の ERSPAN セッションを作成できますが、同時に実行できるのは 4 つの ERSPAN または
SPAN セッションのみです。未使用の ERSPAN セッションはシャットダウンもできます。
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, （16 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。
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製品

ライセンス要件

Cisco NX-OS

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
Cisco NX-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

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 の注意事項および制約事項
ERSPAN には、次の注意事項および制約事項があります。
• 最大 16 のアクティブ セッションがサポートされます。ERSPAN セッションのみでも、ERSPAN
と SPAN セッションの混合でも問題ありません。
• 各 ERSPAN セッションの最大ポート数は 128 です。
• 各セッションの VLAN の最大数は 32 です。
• 1 つの ERSPAN セッションに送信元ポート、送信元 VLAN、および送信元 VSAN を設定でき
ます。
• VLAN が VSAN にマップされていない限り、ERSPAN は、送信元ポートでは入力、出力、ま
たは入出力トラフィックをモニタでき、送信元 VLAN または送信元 VSAN では入力トラ
フィックのみをモニタできます。ERSPAN では、送信元 VLAN と VSAN 上の出力トラフィッ
クをモニタできません。
• ERSPAN モニタ セッションを起動するには、monitor erspan origin ip-addressip-addressglobal
コマンドを使用して、最初にグローバルな元アドレスを設定する必要があります。
• 送信元ポートと送信元 VLAN は、同じ ERSPAN セッション内に存在できます。
• ERSPAN トラフィックは、レイヤ 2 インターフェイス、レイヤ 3 インターフェイス、ポート
チャネル、または FabricPath コア ポートからスイッチを終了できます。
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• リモート スイッチの宛先 IP アドレスは、仮想イーサネット ポートまたは FEX ポートを介し
て到達できません。この機能はサポートされません。
• ERSPAN トラフィックは、宛先 IP アドレスへの到達可能性がレイヤ 3 ECMP またはポート
チャネルである場合、ロード バランシングされません。ECMP の場合、ERSPAN トラフィッ
クは、ポート チャネルの 1 つのネクスト ホップ ルータまたは 1 つのメンバーのみに送信さ
れます。
• ERSPAN は、送信元セッションの送信元ポートとしてファスト イーサネット、ギガビット
イーサネット、TenGigabit イーサネット、およびポート チャネル インターフェイスをサポー
トします。
• ERSPAN コンフィギュレーション コマンドを使用してセッションを設定する場合、セッショ
ン ID とセッション タイプは変更できません。これらを変更するには、まずコンフィギュレー
ション コマンドの no バージョンを使用してセッションを削除してから、セッションを再設
定する必要があります。
• ERSPAN トラフィックは通常のデータ トラフィックと競合する場合があります。
• ERSPAN トラフィックは QoS class-default システム クラス（qos-group 0）に割り当てられま
す。
• データ トラフィックを ERSPAN トラフィックに優先させるには、ERSPAN 宛先ポートの
class-default システム クラスよりも大きいプライオリティを設定して QoS システム クラスを
作成できます。
レイヤ 3 ネットワークでは、ERSPAN トラフィックは、ip dscp コマンドを使用して目的の
DiffServ コード ポイント（DSCP）値でマークできます。デフォルトでは、ERSPAN トラ
フィックは、DSCP 値 0 でマークされます。
• rate limit コマンドは使用できません。
ERSPAN 送信元セッションのアクセス コントロール リスト（ACL）の設定には、次の制約事項が
適用されます。
• ACL は、ERSPAN 送信元セッションでのみサポートされます。ACL は、ERSPAN 宛先セッ
ションではサポートされません。
• システムの制約により、ERSPAN セッションに関連付けられている ACL が拡張可能な範囲
は、SPAN の送信元がどのように設定されたかによって決まります。次の表は、様々なシナ
リオと、それに対応するサポート対象の最大 ACL サイズを示しています。

（注）

これらの計算では、ACL の各 ACE によって、1 つの最終的な TCAM エントリ
が生成されると仮定しています。

シナリオ

最大 ACL サイズ

ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/2
単一のスイッチ ポートがあります。
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シナリオ

最大 ACL サイズ

ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/3
複数のスイッチ ポートがあります。
ERSPAN には、Tx および RX 両方の送信元 現在使用可能な TCAM エントリ/3
として（1 つ以上のメンバ スイッチ ポートを
持つ）ポート チャネルがあります。
ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/3
単一の HIF ポートがあります。
ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/4
複数の HIF ポートがあります。
ERSPAN には、Tx および RX 両方の送信元
として（1 つ以上のメンバ HIF ポートを持
つ）HIF ポート チャネルがあります。

現在使用可能な TCAM エントリ/4

• システムの制約により、ERSPAN セッションに関連付けられている ACL が拡張可能な範囲
は、SPAN の送信元がどのように設定されたかによって決まります。次の表は、様々なシナ
リオと、それに対応するサポート対象の最大 ACL サイズを示しています。

（注）

シナリオ

これらの計算では、ACL の各 ACE によって、1 つの最終的な TCAM エントリ
が生成されると仮定しています。
最大 ACL サイズ

ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/2
単一のスイッチ ポートがあります。
ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/3
複数のスイッチ ポートがあります。
ERSPAN には、Tx および RX 両方の送信元 現在使用可能な TCAM エントリ/3
として（1 つ以上のメンバ スイッチ ポートを
持つ）ポート チャネルがあります。
ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/3
単一の HIF ポートがあります。
ERSPAN には、Tx と Rx 両方の送信元として 現在使用可能な TCAM エントリ/4
複数の HIF ポートがあります。
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シナリオ

最大 ACL サイズ

ERSPAN には、Tx および RX 両方の送信元
として（1 つ以上のメンバ HIF ポートを持
つ）HIF ポート チャネルがあります。

現在使用可能な TCAM エントリ/4

• 次のシナリオは、ACL および SPAN セッションのスケーリングについては、システムの制約
事項に影響されません。
• ERSPAN には、Tx のみの送信元として単一のスイッチ ポートがあります。
• ERSPAN には、Tx のみの送信元として複数のスイッチ ポートがあります。
• ERSPAN には、Tx のみの送信元として（1 つ以上のメンバ スイッチ ポートを持つ）ポー
ト チャネルがあります。
• ERSPAN には、Tx のみの送信元として単一のホスト インターフェイス（HIF）ポート
があります。
• ERSPAN には、Tx のみの送信元として複数の HIF ポートがあります。
• ERSPAN には、Tx のみの送信元として（1 つ以上のメンバ HIF ポートを持つ）単一の
ポート HIF チャネルがあります。
• ERSPAN には、Rx のみの送信元として単一のスイッチ ポートがあります。
• ERSPAN には、Rx のみの送信元として複数のスイッチ ポートがあります。
• ERSPAN には、Rx のみで送信元として（1 つ以上のメンバ スイッチ ポートを持つ）ポー
ト チャネルがあります。
• ERSPAN には、Rx のみの送信元として単一の HIF ポートがあります。
• ERSPAN には、Rx のみの送信元として複数の HIF ポートがあります。
• ERSPAN には、Rx のみの送信元として（1 つ以上のメンバ HIF ポートを持つ）HIF ポー
ト チャネルがあります。
• ACL で ERSPAN 送信元セッションを設定する場合には、次の注意事項が適用されます。
• ACL を ERSPAN セッションに関連付ける場合は、そのサイズが上記の表に記載されて
いる計算を超えていないことを確認します。上記の計算を超えると、ERSPAN セッショ
ンが失敗し、「TCAM resource unavailable」エラーが生成されます。ACL にレイヤ 4 操
作があり、TCAM リソース拡張が可能な場合、最大 ACL サイズを計算するには、予想
される拡張サイズを確認し、その拡張サイズを使用する必要があります。
• ERSPAN セッションに追加された ACL を変更すると、ACL のサイズが、許可されてい
る最大 ACL のサイズを超える可能性があります。このシナリオでは、SPAN セッショ
ンは変更された ACL を引き続き使用します。ただし、サイズを許可された最大 ACL サ
イズに限定するには、ACL に追加された ACE を元に戻す必要があります。
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• ERSPAN セッションがすでに存在する場合にこのセッションを追加し、最初の SPAN
セッションを変更するには、関連する ACL 内の ACE の数と同じサイズの空き TCAM
エントリが必要です（各 ACE に 1 つの TCAM エントリが必要と仮定した場合。拡張さ
れている場合は、拡張されたサイズを考慮する必要があります）。そのため、2 つめの
ERSPAN セッションで使用される TCAM エントリを解放する必要があります。
• 大きい ACL を別の大きい ACL で置き換える（ERSPAN セッションが一般的なエラー状
態になる可能性がある）には、（no filter access-groupcurrent acl name コマンドを使用し
て）最初に既存のフィルタ アクセス グループを削除し、次に（filter access-groupnew
acl name コマンドを使用して）新しいフィルタ アクセス グループを設定する必要があ
ります。

ERSPAN タイプ III の注意事項および制約事項
ERSPAN タイプ III には、次の注意事項と制約事項があります。
• IPv4 ネットワークのみ ERSPAN タイプ III でサポートされています。IPv6 ネットワークは
ERSPAN タイプ III ではサポートされていませんが、IPv6 パケットは ERSPAN でキャプチャ
できます。
• ポート間のパケット遅延を計算するには、Precision Time Protocol（PTP）クロックから ERSPAN
のタイムスタンプを取得し、スイッチの PTP 機能を有効にする必要があります。

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 2：デフォルトの ERSPAN パラメータ

パラメータ

デフォルト

ERSPAN セッション

シャット ステートで作成されます。

ERSPAN の設定
ERSPAN 送信元セッションの設定
ERSPAN 送信元セッションは、モニタするセッション設定パラメータおよびポートまたは VLAN
を定義します。ここでは、ERSPAN 送信元セッションを設定する方法について説明します。
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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

configuration 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# config t
switch(config)#

ステップ 2

monitor
sessionspan-session-numbertype
{erspan-source | local}
例：
switch(config)# monitor session
1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)#

セッション ID とセッション タイプを使用して
ERSPAN 送信元セッションを定義し、ERSPAN
のモニタ送信元セッション コンフィギュレー
ション モードでコマンドを開始します。
span-session-number 引数の範囲は 1 ～ 1024 で
す。同じセッション番号は複数回使用できませ
ん。
送信元セッションのセッション ID は同じグロー
バルな ID スペース内にあるため、各セッショ
ン ID はグローバルに一意です。
セッション ID（span-session-number 引数によっ
て設定）およびセッション タイプ
（erspan-source キーワードによって設定）は、
入力後は変更できません。セッション ID また
はセッション タイプを変更するには、コマンド
の no バージョンを使用してセッションを削除
してから、新しいセッション ID または新しい
セッション タイプでコマンドを使用してセッ
ションを再作成します。

ステップ 3

descriptionerspan_session_description （任意）
ERSPAN 送信元セッションの説明を入力しま
例：
す。
switch(config-erspan-src)#
description source1

ステップ 4

erspan_session_description 引数には最大 32 文字
を使用できます。ただし、特殊文字またはス
ペースは使用できません。

source interface { ethernetslot/chassis ERSPAN 送信元セッション番号を送信元ポート
number | portchannelnumber }
（1 ～ 255）にアソシエートします。
例：
switch(config-erspan-src)# source
interface eth 1/1
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ERSPAN 送信元セッションの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

source vlannumber

ERSPAN 送信元セッション番号を VLAN（1 ～
4096）にアソシエートします。

例：
switch(config-erspan-src)# source
vlan 1

ステップ 6

source vsannumber

VSAN ID 番号を指定します。指定できる範囲は
1 ～ 4093 です。

例：
switch(config-erspan-src)# source
vsan 1

ステップ 7

destination ipip-address
例：

ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスを設定
します。ERSPAN 送信元セッションごとに 1 つ
の宛先 IP アドレスのみがサポートされます。

switch(config-erspan-src)#
destination ip 192.0.2.2

ステップ 8

erspan-idflow-id

ERSPAN フローを識別するフロー ID を設定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 1023 です。

例：
switch(config-erspan-src)#
erspan-id 5

ステップ 9

vrf {vrf-name | default }
例：

グローバル ルーティング テーブルの代わりに
使用する VRF を設定します。特に設定した
VRF、またはデフォルト VRF を使用できます。

switch(config-erspan-src)# vrf
default

ステップ 10

[no] filter access-group acl_filter
例：
switch(config-erspan-src)# filter
access-group erspan_acl_filter

ステップ 11

ip ttlttl-number
例：
switch(config-erspan-src)# ip ttl
5

ステップ 12

ip dscpdscp_value
例：
switch(config-erspan-src)# ip
dscp 42

ステップ 13

この ERSPAN セッションのパケットに対して
ACL フィルタを設定します。ACL フィルタと
して、MAC または IP アクセス リストを使用で
きます。
（任意）
ERSPAN トラフィック内のパケットの IP 存続
可能時間（TTL）値を設定します。有効な値は、
1 ～ 255 です。デフォルト値は 255 です。
（任意）
ERSPAN トラフィックのパケットの IP DiffServ
コード ポイント（DSCP）値を設定します。有
効値は 0 ～ 63 です。デフォルト値は 0 です
ERSPAN 送信元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
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ERSPAN タイプ III 送信元セッションの設定

ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

exit

設定を更新し、ERSPAN 送信元セッション コン
フィギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# exit

ステップ 15

copy running-config startup-config
例：

（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。

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

ERSPAN タイプ III 送信元セッションの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configuration 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# config t
switch(config)#

ステップ 2

monitor erspan switch-idswitch-id
例：
switch(config)# monitor erspan
switch-id 1009

ステップ 3

monitor erspan granularity 1588
例：
switch(config)# monitor erspan
granularity 1588

ステップ 4

monitor
sessionspan-session-numbertype
{erspan-source | local}
例：
switch(config)# monitor session
1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)#

ERSPAN グローバル スイッチ ID を設定します。
このスイッチ ID は、すべての ERSPAN タイプ
III セッションに適用できます。デフォルト値は
0 です。
すべての ERSPAN タイプ III セッションの粒度
を指定します。1588（秒またはナノ秒単位）が、
使用可能な唯一のオプションであり、デフォル
ト値です。
セッション ID とセッション タイプを使用して
ERSPAN 送信元セッションを定義し、ERSPAN
のモニタ送信元セッション コンフィギュレー
ション モードでコマンドを開始します。
span-session-number 引数の範囲は 1 ～ 1024 で
す。同じセッション番号は複数回使用できませ
ん。
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ERSPAN タイプ III 送信元セッションの設定

コマンドまたはアクション

目的
送信元セッションのセッション ID は同じグロー
バルな ID スペース内にあるため、各セッション
ID は両方のセッション タイプに対してグローバ
ルに一意です。
セッション ID（span-session-number 引数によっ
て設定）およびセッション タイプ
（erspan-source キーワードによって設定）は、
入力後は変更できません。セッション ID または
セッション タイプを変更するには、コマンドの
no バージョンを使用してセッションを削除して
から、新しいセッション ID または新しいセッ
ション タイプでコマンドを使用してセッション
を再作成します。

ステップ 5

header-typeversion
例：

（注）

switch(config-erspan-src)#
header-type 3

ステップ 6

ERSPAN 送信元セッションをタイプ
III からタイプ II に変更するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

descriptionerspan_session_description （任意）
ERSPAN送信元セッションの説明を入力します。
例：
switch(config-erspan-src)#
description source1

ステップ 7

ERSPAN 送信元セッションをタイプ II からタイ
プ III に変更します。

erspan_session_description 引数には最大 240 文字
を使用できます。ただし、特殊文字またはスペー
スは使用できません。

source interface { ethernetslot/chassis ERSPAN 送信元セッション番号を送信元ポート
number | portchannelnumber }
（1 ～ 255）にアソシエートします。
例：
switch(config-erspan-src)# source
interface eth 1/1

ステップ 8

source vlannumber

ERSPAN 送信元セッション番号を VLAN（1 ～
4096）にアソシエートします。

例：
switch(config-erspan-src)# source
vlan 1

ステップ 9

source vsannumber
例：
switch(config-erspan-src)# source
vsan 1

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチでは、VSAN
ID 番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～
4093 です。Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチ
では、送信元 VSAN を設定できません。
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ERSPAN タイプ III 送信元セッションの設定

コマンドまたはアクション
ステップ 10 destination ipip-address
例：

目的
ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスを設定し
ます。ERSPAN 送信元セッションごとに 1 つの
宛先 IP アドレスのみがサポートされます。

switch(config-erspan-src)#
destination ip 192.0.2.2

ステップ 11 erspan-idflow-id

ERSPAN フローを識別するフロー ID を設定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 1023 です。

例：
switch(config-erspan-src)#
erspan-id 5

ステップ 12 vrf {vrf-name | default }
例：

グローバル ルーティング テーブルの代わりに使
用する VRF を設定します。特に設定した VRF、
またはデフォルト VRF を使用できます。

switch(config-erspan-src)# vrf
default

ステップ 13 [no] filter access-group acl_filter
例：
switch(config-erspan-src)# filter
access-group erspan_acl_filter

ステップ 14 ip ttlttl-number
例：
switch(config-erspan-src)# ip ttl
5

ステップ 15 ip dscpdscp_value
例：
switch(config-erspan-src)# ip
dscp 42

ステップ 16 no shut
例：
switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 17 exit

この ERSPAN セッションのパケットに対して
ACL フィルタを設定します。ACL フィルタとし
て、MAC または IP アクセス リストを使用でき
ます。
（任意）
ERSPAN トラフィック内のパケットの IP 存続可
能時間（TTL）値を設定します。有効な値は、1
～ 255 です。デフォルト値は 255 です。
（任意）
ERSPAN トラフィックのパケットの IP DiffServ
コード ポイント（DSCP）値を設定します。有
効値は 0 ～ 63 です。デフォルト値は 0 です
ERSPAN 送信元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。
（注）
Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチで
は、2 つの ERSPAN 送信元セッション
のみを同時に実行できます。Cisco
Nexus 5500 シリーズ スイッチでは、
最大 4 つの送信元セッションを同時に
実行できます。
設定を更新し、ERSPAN 送信元セッション コン
フィギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# exit
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切り捨てを適用する ERSPAN の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 18 copy running-config startup-config
例：

（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。

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

切り捨てを適用する ERSPAN の設定
ERSPAN パケットの送信で使用されるファブリックの量またはネットワーク帯域幅の量を減らす
には、ERSPAN トラフィックの MTU サイズを設定できます。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

例：
switch> enable

ステップ 2 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 3 monitor session
erspan_session_number type
{erspan-source | local}
例：
switch(config)# monitor
session 1 type
erspan-source
switch(config-erspan-src)#

セッション ID とセッション タイプを使用して
ERSPAN 送信元セッションを定義し、ERSPAN のモ
ニタ送信元セッション コンフィギュレーション モー
ドでコマンドを開始します。
span-session-number 引数の範囲は 1 ～ 1024 です。同
じセッション番号は複数回使用できません。
送信元セッションのセッション ID は同じグローバ
ルな ID スペース内にあるため、各セッション ID は
両方のセッション タイプに対してグローバルに一意
です。
セッション ID（span-session number 引数によって設
定）およびセッション タイプ（erspan-source キー
ワードによって設定）は、入力後は変更できませ
ん。セッション ID またはセッション タイプを変更
するには、コマンドの no バージョンを使用してセッ
ションを削除してから、新しいセッション ID また
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ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化

コマンドまたはアクション

目的
は新しいセッション タイプでコマンドを使用して
セッションを再作成します。

ステップ 4 mtu mtu-value
例：
switch(config-erspan-src)# mtu
64

ステップ 5 exit

ERSPAN パケットの最大伝送単位（MTU）の切り捨
てサイズを定義します。有効値は 64 ～ 1518 です。
デフォルトでは、切り捨てはイネーブルではありま
せん。
設定を更新し、ERSPAN 送信元セッション コンフィ
ギュレーション モードを終了します。

例：
switch(config-mon-erspan-src)#
exit

ステップ 6 copy running-config
startup-config
例：

（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。

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configuration 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# configuration terminal
switch(config)#
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ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化

コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

monitor session {session-range | all} 指定の ERSPAN セッションをシャットダウンし
shut
ます。セッションの範囲は 1 ～ 48 です。デフォ
ルトでは、セッションはシャット ステートで作
例：
成されます。
switch(config)# monitor session
3 shut
（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。

ステップ 3

no monitor session {session-range 指定の ERSPAN セッションを再開（イネーブル
| all} shut
に）します。セッションの範囲は 1 ～ 48 です。
デフォルトでは、セッションはシャット ステー
例：
トで作成されます。同時に実行できるのは 2 つの
switch(config)# no monitor
セッションのみです。
session 3 shut
（注）
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。

ステップ 4

monitor sessionsession-numbertype ERSPAN 送信元タイプのモニタ コンフィギュレー
erspan-source
ション モードを開始します。新しいセッション
コンフィギュレーションは、既存のセッション
例：
コンフィギュレーションに追加されます。
switch(config)# monitor session
3 type erspan-source
switch(config-erspan-src)#

ステップ 5

monitor sessionsession-numbertype ERSPAN 宛先タイプのモニタ コンフィギュレー
erspan-destination
ション モードを開始します。
例：
switch(config-erspan-src)#
monitor session 3 type
erspan-destination

ステップ 6

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
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ERSPAN 設定の確認

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

no shut

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。

例：
switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 8

show monitor session all

（任意）
ERSPAN セッションのステータスを表示します。

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

ステップ 9

show running-config monitor
例：

（任意）
ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

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

ステップ 10

show startup-config monitor
例：

（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。

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

ステップ 11

copy running-config startup-config （任意）
実行コンフィギュレーションを、スタートアップ
例：
コンフィギュレーションにコピーします。
switch(config-erspan-src)# copy
running-config startup-config

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。
コマンド

目的

show monitor session {all | session-number |
rangesession-range}

ERSPAN セッション設定を表示します。

show running-config monitor

ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示
します。

show startup-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。
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ERSPAN の設定例

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。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# description source1
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 1/1
switch(config-erspan-src)# source vlan 1
switch(config-erspan-src)# source vsan 1
switch(config-erspan-src)# destination ip 192.0.2.2
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# ip ttl 5
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# copy running-config startup config

ERSPAN タイプ III 送信元セッションの設定例
次に、ERSPAN タイプ III 送信元セッションを設定する例を示します。
switch# config t
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 10.0.0.1 global
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 10.0.0.1
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 1/22 both
switch(config-erspan-src)# mtu 100
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# exit
switch# show monitor session all

ERSPAN セッションの送信元としての IP アドレスの設定例
次に、ERSPAN セッションの送信元として IP アドレスを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 192.0.2.1
switch(config)# exit
switch(config)# copy running-config startup config
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切り捨てを適用する ERSPAN の設定例
次に、切り捨てを適用する ERSPAN を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mtu 64
switch(config-mon-erspan-src)# exit
switch(config)# copy running-config startup config

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ERSPAN コマンド：コマンド構文の詳細、コマ ご使用プラットフォームの『Cisco Nexus NX-OS
ンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用 System Management Command Reference』。
上の注意事項、および例
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