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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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TraditionalNetFlow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。TraditionalNetflow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。

（注）

CiscoNX-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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目的コマンド

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。

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。

（注）

match ip {protocol | tos}

例：

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

IPv4送信元または宛先アドレスをキーと
して指定します。

match ipv4 {destination address | source address}

例：

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

IPv6キーを指定します。match ipv6 {destination address | source address |
flow-label | opitons }

例：

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

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。

（注）

match transport {destination-port | source-port}

例：

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

レイヤ 2属性をキーとして指定します。match datalink {mac source-address |mac
destination-address | ethertype | vlan}

例：

switch(config-flow-record)# match datalink
ethertype
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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。

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。（注）

•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。

目的コマンド

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。

collect counter {bytes | packets} [long]

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

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。

collect timestampsys-uptime {first | last}

例：

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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目的コマンド

フローの IPバージョンを収集します。collect ip version

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。

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

ポート速度

231ギガビット

23010ギガビット

92040ギガビット

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。

（注）

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
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

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

NetFlow機能をイネーブルにします。feature netflow

例：
switch(config)# feature netflow

ステップ 2   

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

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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。

flow recordname

例：
switch(config)# flow record
IPv4Flow

ステップ 2   

このフローレコードについて説明します。descriptionstring

例：
switch(config-flow-record)#
description Ipv4flow

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

照合キーを指定します。matchtype

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

ステップ 4   

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 5   

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 6   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

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

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

flow exportername

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

ステップ 2   

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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目的コマンドまたはアクション

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

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

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

ステップ 3   

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。

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。

sourceinterface-typename/port

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

ステップ 4   

（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。

descriptionstring

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

ステップ 5   

（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。

dscpvalue

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

ステップ 6   

（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。

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。

（注）

transport udpport

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

ステップ 7   

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

version {5 | 9}

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

ステップ 8   

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。

option {exporter-stats | interface-table |
sampler-table} timeoutseconds

例：
switch(config-flow-exporter-version-9)#
option exporter-stats timeout 1200

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

templatedatatimeoutseconds

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

ステップ 10   

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 11   

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 12   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 13   

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

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

flow monitorname

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

ステップ 2   

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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目的コマンドまたはアクション

（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。

descriptionstring

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

ステップ 3   

（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。

exportername

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

ステップ 4   

フローレコードを指定したフローモニタと関

連付けます。レコード名には最大63文字の英
数字を入力できます。

record {namenetflow-original |
netflow protocol-port | netflow {ipv4
| ipv6} {original-input |
original-output}}

ステップ 5   

例：
switch(config-flow-monitor)#
record IPv4Flow

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-monitor)# exit

ステップ 6   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

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。

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

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 terminal

例：
switch# configure terminal
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

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

samplername

例：
switch(config)# sampler testsampler

ステップ 2   

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。

（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 3   

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～
modesample-numberout-ofpacket-number

例：
switch(config-flow-sampler)# mode 1
out-of 128

ステップ 4   

64で、packet-numberの範囲は 1～ 65536で
す。

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-sampler)# exit

ステップ 5   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

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

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。

（注）

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 terminal

例：
switch# configure terminal
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

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

interfaceinterface-typeslot/port

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

ステップ 2   

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。

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

ip flow
monitornameinputsamplername

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

ステップ 3   

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。

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

ipv6 flow
monitornameinputsamplername

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

ステップ 4   

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。

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

layer2-switched flow
monitornameinputsamplername

例：
switch(config-if)#
layer2-switched flow monitor

ステップ 5   

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。

testmonitorl2 input sampler
testsamplerl2

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-if)# exit

ステップ 6   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 7   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

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

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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。

vlan configurationvlan-id

例：
switch(config)# vlan
configuration 30

ステップ 2   

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。

（注）

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

{ipipv6} flow
monitornameinputsamplername

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

ステップ 3   

サンプラ名を最大63文字の英数字で入力できま
す。

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 4   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 5   

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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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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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 2   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

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。

目的コマンド

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 exporter [name]

NetFlowインターフェイスに関する情報を表示
します。

show flow interface [interface-type slot/port]

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 [name]

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 record netflow layer2-switched input

NetFlowタイムアウト情報を表示します。show flow timeout
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目的コマンド

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 sampler [name]

NetFlowハードウェア IPフローに関する情報を
表示します。

show hardware ip flow

現在のデバイス上の NetFlow設定を表示しま
す。

show running-config netflow

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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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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