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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて

いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス

トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」

表を参照してください。
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SPAN の概要
SPANは、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPANセッショントラフィックを送るこ
とで、送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。

ローカルデバイス上で、SPANセッションでモニタする送信元と宛先を定義できます。

SPAN ソース
トラフィックを監視できる監視元インターフェイスのことを SPAN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。SPAN送信元には次のものが含まれます。

•イーサネットポート

•ポートチャネル

•コントロールプレーン CPUへの帯域内インターフェイス。

• VLAN（入力のみ）：VLANがSPAN送信元として指定されている場合は、VLAN内でサポー
トされているすべてのインターフェイスが SPAN送信元になります。

•リモート SPAN（RSPAN）VLAN

• Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender（FEX）に接続されたファブリックポートチャネル

• Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender上のサテライトポートおよびホストインターフェイス
ポートチャネル：これらのインターフェイスは、レイヤ 2アクセスモード、レイヤ 2トラ
ンクモード、およびレイヤ 3モードでサポートされます。

レイヤ 3サブインターフェイスはサポートされません。（注）

1つの SPANセッションに、上述の送信元を組み合わせて使用できます。（注）

送信元ポートの特性

SPAN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。

• RSPAN VLANは、SPAN送信元として使用できません。

•スーパーバイザ帯域内インターフェイスを SPAN送信元として使用する場合、次のパケット
がモニタされます。
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◦スーパーバイザハードウェアに着信するすべてのパケット（入力）

◦スーパーバイザハードウェアによって生成されるすべてのパケット（出力）

SPAN 宛先
SPAN宛先とは、送信元ポートを監視するインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN送
信元からコピーされたトラフィックを受信します。

宛先ポートの特性

SPAN宛先元ポートには、次の特性があります。

• SPANセッションの宛先には、アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポー
トまたはポートチャネルインターフェイスが含まれます。

•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、一度に 1つの SPANセッションだけで設定できます。

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスに関与しません。SPAN出力にはブリッジプロ
トコルデータユニット（BPDU）スパニングツリープロトコルhelloパケットが含まれます。

•指定のセッション用に設定されたすべての SPAN宛先は、すべてのスパンされたトラフィッ
クを受信します。

• RSPAN VLANは、SPAN宛先として使用できません。

•侵入検知システム（IDS）のサポートとして、パケットを挿入して特定のTCPパケットスト
リームを中断するように SPAN宛先を設定できます。

•転送エンジンが IDSのMACアドレスを学習できるように SPAN宛先を設定できます。

• Fシリーズモジュールの FabricPathコアポート、Fabric Extenderホストインターフェイス
（HIF）ポート、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
宛先ポートとしてサポートされていません。

•共有インターフェイスを SPAN宛先として使用することはできません。

• SPAN宛先ポートへの VLAN ACLリダイレクトはサポートされません。

•指定のセッション用に設定されたすべての SPAN宛先は、すべてのスパンされたトラフィッ
クを受信します。

SPAN セッション
モニタする送信元と宛先を指定する SPANセッションを作成できます。
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サポートされる SPANセッション数に関する情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Verified Scalability Guide』を参照してください。

この図では、SPANの設定を示します。3つのイーサネットポート上のパケットが宛先ポートの
イーサネット2/5にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。

図 1：SPAN の設定

拡張 SPAN セッション
Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降のリリースでは、前のリリースでサポートされた 2つの従来の
SPANセッションに加えて拡張SPANセッションもサポートされます。拡張SPANセッションは、
従来の方式または単方向が可能です。セッションの方向はセッション作成時に指定されます。12
の独立したセッションリソースのプールを使用できます。単方向セッションは 1つのリソースを
使用し、従来のセッションは2つのリソースを使用します。これら12のリソースがすべてのVDC
にわたってローカルおよび SPAN送信元セッションで共有されます。

Cisco Nexus 7710スイッチまたは Cisco Nexus 7718スイッチで拡張 SPANセッションを設定してい
る場合、以下が適用されます。

• mode extendedコマンドは、3つ目のコンフィギュレーションセッションとともに使用する
必要があります。

•必要に応じて 16のセッションを単方向または双方向として設定できます。

• 2つの従来のセッションを維持する必要はありません。

•リソースマネージャを使用して 2つの従来のセッションを予約する必要はありません。

SPAN セッションあたり 4K の VLAN
Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1)以降では、SPANセッションあたり 4Kの VLANがサポートされ
ます。source interface allコマンドを使用してスイッチでのモニタセッションをイネーブルにする
と、物理ポート、ポートチャネル、FEXポート、および FEXポートチャネルなど、VDC内のす
べての VLANとポートをモニタできます。さらに、SPANセッションあたり 4Kの VLAN機能で
は、filter vlanコマンドと source interface allコマンドを使用して無関係の VLANをフィルタする
ことにより、モニタセッションで現在サポートされているVLAN送信元制限よりも多くの、指定
の VLAN送信元をモニタできます。

SPANセッションあたり 4Kの VLAN機能には、次の特性があります。
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• M3シリーズモジュールではサポートされません。

• M3シリーズモジュールでは、source interface allコマンドを設定しても、トラフィックを
キャプチャできません。

• source interface allコマンドは、同じ VDC内の複数のセッションに使用できます。

• MTU切り捨て、サンプリング、レート制限など、すべてのセッションパラメータをサポー
トします。

• source interface allコマンドは、単純および複雑ルールベースの SPANをサポートします。
これにより、VDC全体で一連のフィルタルールを使用してトラフィックフローベースのモ
ニタリングをすることができます。

•スーパーバイザが生成するトラフィックはスパンされません。

• Cisco Nexus 7000シリーズスイッチのイーサネット VDCにおいてのみサポートされます。

•拡張 SPANセッションでのみサポートされます。

ルールベース SPAN
ルールベースの SPANは、一連のルールに基づいて入力または出力 SPANトラフィックをフィル
タします。6.2(2)より前のCiscoNX-OSリリースでは、VLAN、宛先インデックス、および送信元
インデックスをフィルタできました。Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、レイヤ 2、レイヤ 3、
またはレイヤ 4ヘッダーパケットのフィールドの組み合わせに基づいて SPANトラフィックを
フィルタできます。

すべてのSPANセッション（従来および拡張）には関連するフィルタがあります。すべてのSPAN
セッションには 1つのフィルタリソースがあります。単純なフィルタには 1つのみのルールがあ
り、このルールに複数のフィールドまたは組み合わせを追加できます。パケットは、すべての条

件が満たされた場合にのみ複製されます。

表 1：サポートされるフィルタフィールド

FCoEARP/RARPIPv6IPv4イーサネット
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フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

FCD_ID

FCS_ID

SOF

R_CTL

TYPE

Cmd_Code

フレームタイ

プ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネ

ルレーン

フローハッ

シュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

ARP

Request

Sender IP

Target IP

フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

ToS

L4 Protocol

IPv6 SA

IPv6 DA

フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

ToS

L4 Protocol

IPv4 SA

IPv4 DA

フレームタイプ

VLAN

TR

BPDU

ポートチャネル

レーン

フローハッシュ

L2 MAC DA

L2 MAC SA

EtherType

CoS/VL

例外 SPAN
例外 SPANを使用して、例外パケットをスパンできます。侵入検知システム（IDS）、レイヤ 3 IP
識別、および FabricPathで失敗したパケットは例外パケットとして扱われます。

Cisco NX-OS Release 6.2(10)以降では、SPANパケットから FabricPathおよび VLANタグヘッ
ダーを削除できます。systemdefault switchportmonitor exclude headerおよび switchportmonitor
exclude headerコマンドを使用します。これらのコマンドの詳細については、『Cisco Nexus
7000 Series NX-OS Security Command Reference』を参照してください。

（注）

例外 SPANセッションは、2つの従来の双方向性 SPANセッションのいずれかまたは拡張 SPAN
セッションのいずれかでサポートされます。レートリミッタ、MTUトランケーション、および
サンプリングは例外 SPANセッションでサポートされます。ドロップ宛先インターフェイスに送
信された例外パケットのみがSPAN送信元としてサポートされます。スーパーバイザ、ACLQoS、
またはレイヤ2にプッシュされた例外パケットはスパンされません。各VDCは、1つの例外SPAN
セッションのみサポートします。

拡張 SPANは出力方向でのみサポートされます。拡張 SPAN Rxセッションの場合、例外送信元設
定は拒否されます。
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仮想 SPAN セッション
仮想 SPANセッションを作成して、複数のVLAN送信元をモニタし、対象のVLANのみを選択し
て

複数の宛先ポートに送信することができます。たとえば、トランクポート上で SPANを設定し
て、異なる複数のVLANからのトラフィックを異なる複数の宛先ポート上でモニタしたりできま
す。

次の図に、仮想 SPANの設定を示します。仮想 SPANセッションでは、3つの VLANから指定し
た 3つの宛先ポートへトラフィックがコピーされます。各宛先ポートで許可する VLANを選択す
ることによって、そのポートでデバイスが送信するトラフィックを制限できます。次の図では、

デバイスは各宛先ポートの 1つの VLANからパケットを送信します。

仮想 SPANセッションでは、パケットが宛先で必要かどうかに関係なく、すべての送信元パ
ケットがすべての宛先にコピーされます。VLANトラフィックのフィルタリングは、出力側の
宛先ポートレベルで行われます。

（注）

図 2：仮想 SPAN の設定

仮想 SPANセッションの設定については、「仮想 SPANセッションの設定」の項を参照してくだ
さい。

Network Analysis Module; ネットワーク解析モジュール
Cisco Network Analysis Module（NAM）を使用して、アプリケーションパフォーマンス、トラ
フィック分析、およびパケットヘッダー分析に関して SPANデータソースをモニタできます。

Cisco Nexus 7000 SPANデータソースのモニタリングにNAMを使用する詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series Network analysis Module (NAM-NX1) Quick Start Guide』を参照してください。
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ハイアベイラビリティ

SPAN機能はステートレスリスタート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を適用します。ハ

イアベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy Guide』を参照してください。

仮想化のサポート

仮想デバイスコンテキスト（VDC）は、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
SPANが適用されるのは、コマンドが入力された VDCだけです。

VDCの設定方法については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration
Guide』を参照してください。

SPAN のライセンス要件
ライセンス要件製品

SPAN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nx-osイメージにバンドルされており、無料で提供されます。NX-OSライセンス
方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

Cisco
NX-OS

SPAN の前提条件
SPANの前提条件は、次のとおりです。

•各デバイス上で、まず所定の SPAN設定をサポートするポートを設定する必要があります。
詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照して
ください。

SPAN の注意事項および制約事項

SPAN の一般的な注意事項と制限事項
• SPANセッションの制限については、『CiscoNexus 7000 Series NX-OSVerified ScalabilityGuide』
を参照してください。
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• SPANは、管理ポートではサポートされません。

•すべてのスパンのレプリケーションはハードウェアで行われます。スーパーバイザCPUは関
与しません。

•宛先ポートは、一度に 1つの SPANセッションだけで設定できます。

•ポートをソースポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。

•帯域内インターフェイスの送信元となっている VDC内にモジュールがない場合、スーパー
バイザに送信予定のパケットはキャプチャできません。

• 6.1より前の Cisco NX-OSリリースでは、帯域内インターフェイスはデフォルトのVDCから
のみモニタできます。すべての VDCからの帯域内トラフィックがモニタされます。Cisco
NX-OS Release 6.1以降、帯域内インターフェイスのモニタリングはデフォルトの VDCにの
み制限されなくなりました。

◦ネットワーク管理者権限を持つユーザのみが帯域内インターフェイスをSPANソースと
して追加できます。

◦帯域内インターフェイスは、管理VDC以外の任意のVDCから送信元として追加できま
すが、帯域内インターフェイスを送信元として持つことができる VDCは常に 1つだけ
です。

•帯域内スパンは、共有リソースとして扱われます。特定の VDCに割り当てられたリソース
がない場合はインバンドポートソースは拒否されます。同様に、帯域内スーパーバイザリ

ソースが割り当てられた VDCが帯域内ポートをすべてのモニタセッションのソースリスト
から削除した場合、帯域内リソースはその VDCからリリースされます。

•スーパーバイザ帯域内インターフェイスの場合、SPANは帯域内インターフェイスの送信元
となっている VDCでだけサポートされます。モジュールが帯域内インターフェイスの送信
元でないVDCの一部である場合、このモジュールからスーパーバイザ帯域内パケットをキャ
プチャするには、モジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが帯域内インターフェイ
スの送信元である VDC内に存在する必要があります。

• 1つの SPANセッションに、次の送信元を組み合わせて使用できます。

◦サブインターフェイスではないイーサネットポート。

◦ VLAN。ポートチャネルサブインターフェイスに割り当て可能です。

◦コントロールプレーン CPUへの帯域内インターフェイス。

• SPANセッションに送信元インターフェイスと送信元 VLAN句の両方が含まれている場合、
他の VLANがもスパンされる可能性があります。

•宛先ポートはスパニングツリーインスタンスに関与しません。SPAN出力にはブリッジプロ
トコルデータユニット（BPDU）スパニングツリープロトコルhelloパケットが含まれます。

• SPANセッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポート
またはVLAN送信元が含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信され
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なくても、これらのポートが受け取るパケットが SPANの宛先ポートに複製される可能性が
あります。ソースポート上でのこの動作の例を、次に示します。

◦フラッディングから発生するトラフィック

◦ブロードキャストおよびマルチキャストトラフィック

•送信元ポートで SPANをイネーブルにしてから、動作上アクティブになることができます。
したがって、レイヤ2ポートに対して、これらのポートを含むVLANに入ってくるトラフィッ
クはリンクがポートに接続されていなくてもキャプチャされます。

•入力と出力の両方が設定されているVLAN SPANセッションでは、パケットが同じVLAN上
でスイッチングされる場合に、宛先ポートから 2つのパケット（入力側から 1つ、出力側か
ら 1つ）が転送されます。

• Cisco NX-OS Release 6.2(2)以降では、帯域内インターフェイスのスパニングは次のとおりで
す。

◦スーパーバイザ 1システムでは、2つの双方向性の従来のセッションは帯域内 SPAN
ソースをサポートできます。

◦スーパーバイザ 2およびスーパーバイザ 2eのシステムでは、すべての SPANセッショ
ンが帯域内 SPAN送信元をサポートできます。

◦ 1度に帯域内 SPANをサポートできる VDCは 1つだけです。

• RSPANVLANを設定できるのは、SPANセッションの送信元として使用する場合に限られま
す。

• SPANセッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。

•インター VLANルーティングがレイヤ 2マルチパス（L2MP）を通してイネーブルになって
いる場合にFabricPathコアインターフェイスをスパンすると、コアインターフェイスから出
力されるトラフィックをキャプチャすることはできません。

• SPANはレイヤ2アクセスモード、レイヤ2トランクモード、およびレイヤ3モードのFabric
Extenderインターフェイスでサポートされます。レイヤ 3サブインターフェイスはサポート
されません。

• Cisco NX-OSは、ソースインターフェイスが Fabric Extender HIF（ダウンリンク）ポートま
たは HIFポートチャネルである場合、Link Layer Discovery Protocol（LLDP）または Link
Aggregation Control Protocol（LACP）パケットはスパンしません。

• SPANセッションは、セッションの送信元がスーパーバイザのイーサネットインバンドイン
ターフェイスの場合、ARP要求および Open Shortest Path First（OSPF）プロトコル helloパ
ケットのようなスーパーバイザに到達するブロードキャストまたはマルチキャストMACア
ドレスを持つパケットをキャプチャできません。これらのパケットをキャプチャするには、

SPANセッションの送信元として物理インターフェイスを使用する必要があります。

• SPANセッションのレート制限の割合は、それぞれのモジュールに対して 10G、40G、およ
び 100Gに基づいており（つまり、1パーセントはそれぞれ 0.1G、0.4Gまたは 1Gに対応）、
各転送エンジンインスタンスに値が適用されます。
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• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、スーパーバイザ 2で SPANがサポートされます。

• SPANは、FibreChannel over Ethernet（FCoE）ネットワーク内のポーズフレームをキャプチャ
しません。仮想拡張（VE）ポートから送信されるポーズフレームは、最も外側のMACレイ
ヤで生成および終端が行われるためです。FCoEの詳細については、『Cisco NX-OS FCoE
Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』を参照してください。

•スーパーバイザ 1およびスーパーバイザ 2の両方で、FCoE帯域内トラフィックをモニタす
ることはできません。

•共有インターフェイス、または VLANを含むイーサネットインターフェイスを通したロー
カル SPANセッションで入力および出力の両方の FCoEトラフィックをモニタできます。共
有インターフェイスでは、ストレージ VDCでのみ FCoEトラフィックを監視できます。

• SPANコピー内のMAC-in-MAC（MiM）ヘッダーは、次の SPAN宛先では保持されます。

• Release 6.2以降のリリースでの F2eモジュール。

•任意の Cisco NX-OS Releaseでの F3シリーズモジュール。

• Release 6.2.(6a)、6.2.(6b)、または 6.2(8)での F3シリーズモジュールでは、FabricPath
（FP）ヘッダーは無条件で保持されます。Release 6.2.10では、FPヘッダーはデフォル
トで保持されますが、switchport monitor exclude headerコマンドを使用して VDC内の
指定の SPAN宛先に対する FPまたはVLANタグヘッダーを削除するか、または system
default switchport monitor exclude headerコマンドを使用して VDC内のすべての宛先
ポートに対する FPまたはVLANタグヘッダーを削除することにより、この動作を変更
できます。Release 6.2.12では、SPAN宛先で switchport monitor exclude headerコマン
ドを使用して、FabricPathおよび VLANタグヘッダーを削除できます。

• SPANコピー内のMiMヘッダーは、次の SPAN宛先では保持されません。

•任意の Cisco NX-OS Releaseでの F1および F2シリーズモジュール。

• Release 6.1(x)での F2eモジュール。

• Release 6.2.6での F3シリーズモジュールでは、FabricPath（FP）ヘッダーは保持されま
せん。

F1 シリーズモジュールの注意事項と制約事項
•複数の SPAN宛先は、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合はサポートされませ
ん。複数の SPAN宛先が SPANセッション内で設定されている場合、セッションは Fシリー
ズモジュールの電源が切断されるか、別の VDCに移動されるか、または複数の SPAN宛先
が単一の宛先に削減されるまでディセーブルになります。

• FabricPathコアポートは、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合は SPAN宛先と
してサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、SPAN送信元インターフェイ
スとして設定できます。
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• F1シリーズモジュールは、レイヤ 2ドメインモジュールです。レイヤ 3送信元のパケット
は、F1シリーズモジュール SPAN宛先にスパンおよび送信できます。F1シリーズモジュー
ルインターフェイスはレイヤ 3として設定することはできませんが、SPAN宛先モードでレ
イヤ 3トラフィックを受信することができます。

• F1シリーズまたは F2シリーズモジュールで SPANセッションを使用する場合、特定のセッ
ション内の送信元トラフィックの合計量が SPAN宛先インターフェイスまたはそのセッショ
ンのポートチャネルの容量以下であることを確認してください。SPAN送信元トラフィック
が SPAN宛先の容量を超えると、SPAN送信元インターフェイスでパケットドロップが発生
する場合があります。このガイドラインは、F2eシリーズ銅線およびファイバーモジュール
には適用されません。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、FシリーズおよびM2シリーズモジュールおよび
スーパーバイザ 2でサポートされます。

F1シリーズモジュール上の同じ SPANセッションに対してMTU切り捨てお
よび SPANレート制限をイネーブルにすることはできません。1セッションで
両方を設定した場合、レート制限の設定をディセーブルにするまで、レート

制限だけが F1シリーズモジュールで許可され、MTU切り捨てがディセーブ
ルになります。この制限は、F2およびM2シリーズモジュールまたはスーパー
バイザ 2には適用されません。

（注）

• F1シリーズモジュールでは、SPAN宛先がコアヘッダーを削除するため、出力スパン
FabricPath（コア）パケット上のMTU切り捨ては設定値より 16バイト少なくなります。ま
た、トランクポートが SPAN宛先として使用される場合、スパンされる入力パケットは、設
定されたMTU切り捨てサイズよりも 4バイト多くなります。

• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• F1シリーズモジュールはルールベースの SPANを制限付きでサポートします。IPv6送信元
IPおよび IPv6宛先 IPフィルタをサポートしません。これらは 0～ 3.までの値で IPv4および
IPv6ToSフィルタのみサポートします。ポートチャネルメンバーレーン、FCoE送信元 ID、
および FCoE宛先 IDはサポートされていません。
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F2/F2e シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

•スーパーバイザ帯域内インターフェイスが F2シリーズモジュールの送信方向でモニタされ
る場合、12バイトの SHIMヘッダーが SPANパケットの SMACの後に追加されます。

•複数の SPAN宛先は、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合はサポートされませ
ん。複数の SPAN宛先が SPANセッション内で設定されている場合、セッションは Fシリー
ズモジュールの電源が切断されるか、別の VDCに移動されるか、または複数の SPAN宛先
が単一の宛先に削減されるまでディセーブルになります。

• FabricPathコアポートは、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合は SPAN宛先と
してサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、SPAN送信元インターフェイ
スとして設定できます。

•サテライトポートおよびホストインターフェイスポートチャネル上の SPAN送信元機能は
FEXが F2または F2eシリーズモジュールに接続されている場合はサポートされません。

• F1シリーズまたは F2シリーズモジュールで SPANセッションを使用する場合、特定のセッ
ション内の送信元トラフィックの合計量が SPAN宛先インターフェイスまたはそのセッショ
ンのポートチャネルの容量以下であることを確認してください。SPAN送信元トラフィック
が SPAN宛先の容量を超えると、SPAN送信元インターフェイスでパケットドロップが発生
する場合があります。このガイドラインは、F2eシリーズ銅線およびファイバーモジュール
には適用されません。

• FEXインターフェイスを含む VLANを SPAN送信元にすることができますが、F2シリーズ
のモジュールベースの FEXポートからの入力トラフィックはキャプチャできません。

• F2シリーズモジュールは、FEXをサポートしますが、FEX SPANはサポートしません。し
たがって、F2シリーズを通して接続された FEXインターフェイスは SPAN送信元にするこ
とはできません。

• F2シリーズモジュール上で Fabricポートチャネルをスパンすることができます。

•レイヤ 3マルチキャスト出力パケットは F2シリーズモジュール上でスパンすることはでき
ません。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、FシリーズおよびM2シリーズモジュールおよび
スーパーバイザ 2でサポートされます。これらの機能はM1シリーズモジュールではサポー
トされていません。
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• F2シリーズモジュールでは、VNTagヘッダーが SPAN宛先で削除されるため、Fabricポー
トチャネルでスパンされた入力 FEXパケットは設定されたMTUサイズよりも 6バイト少な
くなります。

• F2シリーズモジュールでは、MAC-in-MACヘッダーが内部的に追加され、SPAN宛先で削
除されるため、レイヤ 2ポートに入ってくるすべてのトラフィック（エッジツーエッジトラ
フィックを含む）の出力 SPANパケットは設定されたMTUサイズよりも 16バイト少なくな
ります。

• SPANの宛先ポートチャネルを使用した F2シリーズモジュールでは、SPANトラフィック
はメンバーポートで分散されます。ただし、分散パターンは正規（SPANでない宛先）の
ポートチャネルのものとは異なる場合があります。たとえば、正規のポートチャネルでは

均等な負荷分散でも SPAN宛先ポートチャネルでは不均等な負荷分散（または負荷均衡な
し）となる場合があります。

• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。Mシリーズモジュー
ルではサポートされません。

• Cisco NX-OS Release 6.1以降では、F2シリーズモジュールの FCoEスパンがストレージVDC
でサポートされます。

•ハードウェアセッション 15は F2および F2eシリーズモジュールの NetFlowで使用されま
す。このハードウェア IDを使用する拡張セッションはF2およびF2eポートの着信トラフィッ
クをスパンしません。

• F2および F2eシリーズモジュールはルールベースの SPANを制限付きでサポートします。
これらのモジュールは IPv6送信元 IPフィルタと IPv6宛先 IPフィルタでワイルドカードは
サポートしません。これらのモジュールは宛先MACアドレスおよび送信元MACアドレス
に対する出力 SPANフィルタリングをサポートしません。

F3 シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングは Fシリーズモジュールでのみサポートされます。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

•レイヤ 3マルチキャスト出力パケットは F3シリーズモジュール上でスパンすることはでき
ません。
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•複数の SPAN宛先は、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合はサポートされませ
ん。複数の SPAN宛先が SPANセッション内で設定されている場合、セッションは Fシリー
ズモジュールの電源が切断されるか、別の VDCに移動されるか、または複数の SPAN宛先
が単一の宛先に削減されるまでディセーブルになります。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、FシリーズおよびM2シリーズモジュールおよび
スーパーバイザ 2でサポートされます。

• FabricPathコアポートは、Fシリーズモジュールが VDC内に存在する場合は SPAN宛先と
してサポートされません。ただし、FabricPathコアポートは、SPAN送信元インターフェイ
スとして設定できます。

• F3シリーズモジュールは IPv6送信元 IPフィルタと IPv6宛先 IPフィルタでワイルドカード
はサポートしません。

M1/M1XL シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• SPANサンプリングはMシリーズモジュールではサポートされません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderに接続されてい
る Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender（FEX）インターフェイスおよびファブリック
ポートチャネルを SPAN送信元として設定できます。ただし、SPAN宛先としては設定でき
ません。

Fabric Extenderインターフェイスおよびファブリックポートチャネル上の
SPANはM1シリーズおよびM2シリーズモジュールでサポートされます。
SPANは、Fabric Extender上ではなく、Cisco Nexus 7000シリーズデバイス上
で動作します。

（注）

•ポートチャネルが Cisco Nexus 7000 M1シリーズモジュールが送信元となっている SPANト
ラフィックの宛先インターフェイスの場合、インターフェイスの 1つのメンバーだけがソー
スパケットのコピーを受信します。この制限は、Cisco Nexus 7000M1-XLシリーズモジュー
ルを含むその他すべての Cisco Nexusシリーズモジュールからの SPANトラフィックには適
用されません。

• MTU切り捨ておよび SPANレート制限は、M1シリーズモジュールではサポートされませ
ん。

• SPANサンプリングはMシリーズモジュールではサポートされません。

•マルチキャストのベストエフォートモードはM1シリーズモジュールだけに適用されます。
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•拡張 SPANセッションは入力または出力のいずれの方向でもM1シリーズモジュールの着信
トラフィックの送信元となることはできません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• M1シリーズモジュールおよびスーパーバイザ 1はルールベースの SPANをサポートしませ
ん。VLANのフィルタリングだけをサポートします。

• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理 VDCでのみ例外 SPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

M2/M2XL シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Cisco NX-OS Release 5.2以降では、Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderに接続されてい
る Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender（FEX）インターフェイスおよびファブリック
ポートチャネルを SPAN送信元として設定できます。ただし、SPAN宛先としては設定でき
ません。

Fabric Extenderインターフェイスおよびファブリックポートチャネル上の
SPANはM1シリーズおよびM2シリーズモジュールでサポートされます。
SPANは、Fabric Extender上ではなく、Cisco Nexus 7000シリーズデバイス上
で動作します。

（注）

• Fシリーズモジュール、M2シリーズモジュール、およびスーパーバイザ 2の特定のレート
制限およびパケットサイズ値では、パケットサイズの内部アカウンティングおよび内部ヘッ

ダーのため、SPANパケットレートは設定された値より少なくなります。

• SPANサンプリングはMシリーズモジュールではサポートされません。

•従来の SPANセッションは、FシリーズおよびMシリーズモジュールからのトラフィック
をサポートします。拡張 SPANセッションは、FシリーズおよびM2シリーズモジュールか
らのみのトラフィックをサポートします。

• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理 VDCでのみ例外 SPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

• M2シリーズモジュールのMTU切り捨てでは、切り捨てられた SPANパケットの長さは最
も近い16バイトの乗数に丸められます。たとえば、65から79のMTUの設定値では、パケッ
トは 64バイトに丸められます。

• M2シリーズモジュールでレート制限をサポートするのは 8つのセッションだけです。追加
のハードウェアセッションは、M2シリーズモジュールで設定されたレートリミッタを適用
しません。
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• M1およびM2シリーズのモジュールは、非管理 VDCでのみ例外 SPANをサポートし、モ
ジュールの少なくとも 1つのインターフェイスが VDCに存在する必要があります。

M3 シリーズモジュールの注意事項と制約事項
• Cisco NX-OS Release 7.3(1)DX(1)以降では、SPANは、M3シリーズモジュールでサポートさ
れます。

• SPANサンプリングはMシリーズモジュールおよびスーパーバイザ 2でサポートされます。

•拡張 SPANセッションはM3シリーズモジュールからのトラフィックをサポートします。F
シリーズモジュールが VDC内に存在する場合、複数の SPAN宛先がサポートされます。Fx
モジュールからの SPANパケットを送信するには、プライマリ宛先が使用されます。

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

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。SPANセッション

ディセーブルMTU切り捨て

ディセーブルマルチキャストベストエフォートモード

ディセーブル従来の SPANセッションの SPANレート制限

イネーブル拡張 SPANセッションの SPANレート制限

ディセーブルSPANサンプリング

SPAN の設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドと異なる場合があります。（注）
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SPAN セッションの設定
SPANセッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。デフォルトでは、SPANセッ
ションはシャットステートで作成されます。

送信元にはイーサネットポート、ポートチャネル、スーパーバイザ帯域内インターフェイス、お

よび VLAN（入力のみ）を指定できます。

1つの SPANセッションに、イーサネットポート、VLAN、コントロールプレーン CPUへの帯域
内インターフェイスを組み合わせた送信元を使用できます。イーサネットポートのサブインター

フェイスを、SPANセッションの送信元として指定することはできません。

（注） •モニタセッションで、レイヤ 3ポートチャネルサブインターフェイスを SPAN送信元と
して使用するには、フィルタ VLANとしてサブインターフェイスに IEEE 802.1Q VLAN
カプセル化を設定するときに入力したVLAN IDを指定する必要があります。メインイン
ターフェイスと SPAN VLANフィルタを使用して、サブインターフェイス上の 802.1Q
VLANをフィルタする場合、SPANには、SPANの宛先ポート上のすべてのサブインター
フェイスに対するトラフィックが示されます。

•トランクのメンバを含む VLANが SPAN送信元として設定され、他の一連の VLANが
SPAN VLANフィルタとして設定されている場合、これらのフィルタ VLANによる不要
なトラフィックをキャプチャすることができます。

SPAN送信元としてスーパーバイザインバンドインターフェイスを指定すると、デバイスはスー
パーバイザハードウェアに到達したすべてのパケット（入力）をモニタします。

宛先ポートには、アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポートまたはポートチャ

ネルを指定できます。すべての宛先ポートでモニタモードをイネーブルにする必要があります。

双方向性の従来のセッションでは、トラフィックの方向を指定せずにセッションを設定できます。

拡張 SPANセッションの場合、以下のいずれかの方法でセッションを設定できます。

•セッション作成時に方向を指定せず、mode extendedコマンドを入力してモードを extended
に変更することで双方向セッションを設定します。

•セッション作成時にトラフィック方向を指定することで単方向セッションを設定します。

はじめる前に

正しい VDC内にいることを確認します。VDCを切り替えるには、switchto vdcコマンドを使用し
ます。

アクセスモードまたはトランクモードで宛先ポートが設定されている必要があります。詳細につ

いては、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。
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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   

選択したスロットおよびポート上でインターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface ethernetinterface
slot/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
switch(config-if)#

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

スイッチポートパラメータを設定します。

switchport mode
[access|trunk|private-vlan]

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

ステップ 4   

•アクセス

•トランク

• private-vlan

SPAN宛先としてスイッチポートインターフェイス
を設定します。

switchport monitor [ingress
[learning]]

例：
switch(config-if)# switchport
monitor

ステップ 5   

• ingress：
（任意）SPAN宛先ポートが、特定の TCPパ
ケットストリームを中断するパケットを注入で

きるようにします。たとえば、ネットワークで

は IDSを使用します。

• ingress learning：
SPAN宛先ポートがパケットを注入できるよう
にし、MACアドレス学習を可能にします。た
とえば、IDS MACアドレスです。

（任意）
—

ステップ 2および 3を繰り返し
て、追加のSPAN宛先でモニタ
リングを設定します。

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

指定した SPANセッションのコンフィギュレーショ
ンを消去します。新しいセッションコンフィギュ

nomonitor sessionsession-number

例：
switch(config)# no monitor
session 3

ステップ 7   

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。

指定した SPANセッションのコンフィギュレーショ
ンを消去します。新しいセッションコンフィギュ

monitor sessionsession-number
[shut]

例：
switch(config)# monitor
session 3 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 8   

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。

モニタコンフィギュレーションモードを開始しま

す。新しいセッションコンフィギュレーションは、

例：
switch(config)# monitor
session 3 tx
switch(config-monitor)#

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。デフォルトでは、セッションが shutステー
トで作成されます。このセッションは、ローカル

SPANセッションです。オプションのキーワードは
次のとおりです。例：

switch(config)# monitor
session 3 shut
switch(config-monitor)#

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を
指定します。

（任意）SPANセッションを拡張双方向セッション
として設定します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステップ 9   

単方向のSPANセッションではこのコマン
ドは使用できません。

（注）

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-monitor)#
description my_span_session_3

ステッ

プ 10   

送信元およびパケットをコピーするトラフィックの

方向を設定します。イーサネットポートの範囲、

source {interface {all | type} |
vlan {number | range}} [rx | tx |
both]

ステッ

プ 11   
ポートチャネル、帯域内インターフェイス、VLAN

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 2/1-3,
ethernet 3/1 rx

の範囲、Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderイン
ターフェイス、または Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderに接続されたファブリックポートチャネル
を入力できます。

例：
switch(config-monitor)# source
interface port-channel 2

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区切っ
た一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大 128のインター
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-monitor)# source
interface sup-eth 0 both

フェイスを指定できます。VLANの範囲は 1～ 3967
です。4048～ 4093の VLANの範囲は、6.1以前の
Cisco NX-OSリリースでもサポートされます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出力
（tx）、または両方向（both）として指定できます。例：

switch(config-monitor)# source
vlan 3, 6-8 rx

デフォルトは bothです。単一方向のセッションに
は、送信元の方向はセッションで指定された方向に

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 101/1/1-3

一致する必要があります。Cisco NX-OS Release
7.3(0)D1(1)以降では、allキーワードを使用してモニ
タリングセッションをイネーブルにし、物理ポー

ト、ポートチャネル、FEXポート、およびFEXポー

例：
switch(config-monitor)# source
interface all rx

トチャネルなど、VDC内のすべての VLANとポー
トをモニタできます。allキーワードは、拡張 SPAN
セッションでのみサポートされます。

（任意）
—

ステップ 11を繰り返して、す
べてのSPAN送信元を設定しま
す。

ステッ

プ 12   

（任意）

（任意）設定された送信元から選択する VLANを設
定します。VLANは 1つ設定することも、またはカ

filter vlan {number | range}
[include-untagged]

例：
switch(config-monitor)# filter
vlan 3-5, 7

ステッ

プ 13   

ンマで区切った一連のエントリとして、または番号

の範囲として、複数設定することもできます。VLAN
の範囲は 1～ 3967です。4048～ 4093のVLANの範
囲は、6.1以前のCiscoNX-OSリリースでもサポート
されます。

include-untaggedキーワードは、VLANアクセスマッ
プを 1つ以上の VLANに適用し、さらに、レイヤ 3
サブインターフェイスのポート上にタグなしフレー

ムを含めます。

filter vlanコマンドと source interface allコマンドを
使用して無関係の VLANをフィルタすることによ
り、拡張 SPANモニタセッションで現在サポートさ
れている VLAN送信元制限よりも多くの、指定の
VLAN送信元をモニタできます。

（任意）
—

ステップ 13を繰り返して、す
べての送信元 VLANのフィル
タリングを設定します。

ステッ

プ 14   
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目的コマンドまたはアクション

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛

先は 1つ設定することも、またはカンマで区切った
destination interfacetype {number
| range}

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7

ステッ

プ 15   
一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大 128のインター
フェイスを指定できます。

SPAN宛先ポートは、アクセスポートまた
はトランクポートのどちらかにする必要が

あります。

（注）

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender
インターフェイスおよび Cisco Nexus 2000
シリーズ Fabric Extenderに接続されたファ
ブリックポートチャネルは、SPAN宛先
として設定できません。

（注）

（任意）
—

ステップ 15を繰り返して、す
べてのSPAN宛先ポートを設定
します。

ステッ

プ 16   

SPAN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-monitor)# no
shut

ステッ

プ 17   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number |
rangesession-range} [brief]

ステッ

プ 18   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

（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)# copy
running-config startup-config

ステッ

プ 19   

F2 シリーズモジュールでの複数宛先 SPAN の設定
Cisco Nexus 7000スイッチで SPANセッションの複数宛先ポートを設定する手順は次のとおりで
す。
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•複数の SPAN宛先ポートを設定する際に,モジュールタイプ制限を削除して、SPANセッショ
ンを許可します。

• Fxモジュールのいずれか、またはスーパーバイザを含む VDCでプライマリ宛先ポートを指
定し、SPANセッションをアクティブ化します。

プライマリ宛先の設定は、Mシリーズモジュールから発信される SPANパケットの転送には
影響しません。SPANセッションをアクティブ化するにはプライマリ宛先をアクティブ化する
必要があります。

（注）

送信元には、ポート、VLANまたは RSPAN VLANを指定できます。

はじめる前に

Fシリーズモジュール（F1/F2/F2E/F3）を含む VDCでは、複数宛先 SPANセッションはサポート
されていませんでした。そのため、そのようなセッションは、設定されていても、VDCで有効に
なりませんでした。Cisco NX-OS Release 7.2以降では、複数宛先 SPANセッションがサポートさ
れます。Fxモジュールからの SPANパケットを送信するには、プライマリ宛先が使用されます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switch to 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   

指定した SPANセッションのコンフィギュレー
ションを消去します。新しいセッションコンフィ

no monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# no monitor
session 3

ステップ 2   

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。

モニタコンフィギュレーションモードを開始し

ます。既存のセッション設定に新しいセッション

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
4 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 3   

設定が追加され、これにより、送信元レート制限

が設定される SPANセッションが指定されます。
デフォルトでは、セッションが shutステートで作

例：
switch(config)# monitor session
3 tx
switch(config-monitor)#

成されます。このセッションは、ローカル SPAN
セッションです。
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目的コマンドまたはアクション

送信元およびパケットをコピーするトラフィック

の方向を設定します。イーサネットポート範囲、

source {interfacetype | vlan {number
| range}} [rx | tx | both]

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 2/1-3,
ethernet 3/1 rx

ステップ 4   

ポートチャネル、帯域内インターフェイス、また

は VLAN範囲を入力できます。

送信元は 1つ設定することも、またはカンマで区
切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。最大 128
のインターフェイスを指定できます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出
力（tx）、または両方向（both）として指定でき
ます。デフォルトは bothです。

送信元 VLANは、入力（rx）方向に限
りサポートされます。

（注）

（任意）
—

ステップ4を繰り返して、すべて
の仮想SPANVLAN送信元を設定
します。

ステップ 5   

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。

宛先は 1つ設定することも、またはカンマで区
destination interfacetype {number |
range} [primary]

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7 primary

ステップ 6   

切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。ただし、

このようなプライマリポートは、1つのセッショ
ンに 1つしか設定できません。最大 128のイン
ターフェイスを指定できます。

SPAN宛先ポートは、アクセスポート
またはトランクポートのどちらかにす

る必要があります。

（注）

SPANトラフィックのレート制限を設定します。no rate-limit

例：
switch(config-monitor)# no rate
limit

ステップ 7   

宛先ポートにプライマリ属性が設定されていない

ことを確認します。複数のポートが設定されてい

る場合、エラーメッセージを表示します。

no destination interfacetype
{number | range} [primary]

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7 primary

ステップ 8   

ERROR：1つのセッションに複数の「プ
ライマリ」宛先ポートは設定できませ

ん。

（注）

（任意）
—

ステップ 12を繰り返して、すべ
ての送信元 VLANのフィルタリ
ングを設定します。

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

SPAN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-monitor)# no shut

ステップ 10   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number |
rangesession-range} [brief]

ステップ 11   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 12   

SPAN 宛先ポートでの複数 SPAN セッションの設定
はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switch to vdcコマンドを使用します）。

はじめる前に

複数の SPANセッションを導入する場合、複数の SPANセッションで宛先インターフェイスを共
有することが重要です。これにより、SPANセッションとトラフィックをモニタする N7Kのハー
ドウェアコストを削減できるだけでなく、全体的なネットワーク接続を簡素化できます。

• SPAN宛先ポートを共有している SPANセッションでは、レートリミッタの autoモードは使
用できません。

•個々の SPANセッションにレート制限が必要な場合、manualモードが推奨されます。

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   
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目的コマンドまたはアクション

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

SPANセッションを指定します。
monitor
sessionsession-number[session-type]

例：
switch(config)# monitor session
3 span
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

（任意）宛先ポートを追加するオプションを指定

します。

destination interface {ethernet x/y
| port-channel z}

例：
switch(config-monitor)#
destination interface
ethernet1/2

ステップ 3   

レート制限の autoは、複数のセッション
でSPAN宛先ポートを共有するため、ディ
セーブルにする必要があります。ただし、

レート制限の autoが宛先ポートでイネー
ブルの場合に、宛先ポートがすでに他の

いずれかの SPANセッションで使用され
ている場合、autoモードをディセーブル
にするよう要求されます。

（注）

（任意）レート制限をイネーブルにします。no rate-limit {auto | rate-value}

例：
switch(config-monitor-local)#
no rate-limit auto

ステップ 4   

レート制限のautoは、複数のセッション
で SPAN宛先ポートを共有するため、
ディセーブルにする必要があります。

SPANセッションで共有宛先ポートを設
定すると、共有宛先ポートを削除するま

で、CLIは拒否されるようになります。

（注）

仮想 SPAN セッションの設定
仮想 SPANセッションを設定すると、送信元ポート、VLAN、および RSPANVLANからローカル
デバイス上の宛先ポートへのパケットをコピーできます。デフォルトでは、SPANセッションは
シャットステートで作成されます。

送信元には、ポート、VLANまたは RSPAN VLANを指定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

トランクモードで宛先ポートが設定されています。詳細については、『Cisco

Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』を参照してください。

switchport monitorコマンドを使用して、SPANセッションをモニタする宛先ポートが設定されて
います。
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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   

指定した SPANセッションのコンフィギュレー
ションを消去します。新しいセッションコンフィ

no monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# no monitor
session 3

ステップ 2   

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。

モニタコンフィギュレーションモードを開始し

ます。新しいセッションコンフィギュレーショ

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 3   

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。デフォルトでは、セッション

が shutステートで作成されます。このセッショ

例：
switch(config)# monitor session
3 tx
switch(config-monitor)#

ンは、ローカルSPANセッションです。オプショ
ンの shutキーワードは、選択したセッションに
対して shutステートを指定します。

例：
switch(config)# monitor session
3 shut
switch(config-monitor)#

送信元およびパケットをコピーするトラフィック

の方向を設定します。イーサネットポート範囲、

source {interfacetype | vlan {number
| range}} [rx | tx | both]

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 2/1-3,
ethernet 3/1 rx

ステップ 4   

ポートチャネル、帯域内インターフェイス、ま

たは VLAN範囲を入力できます。

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区
切った一連のエントリとして、または番号の範囲

例：
switch(config-monitor)# source
interface port-channel 2

として、複数設定することもできます。最大128
のインターフェイスを指定できます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出
力（tx）、または両方向（both）として指定でき
ます。デフォルトは bothです。

例：
switch(config-monitor)# source
interface sup-eth 0 both

送信元 VLANは、入力（rx）方向に限
りサポートされます。

（注）

単一方向のセッションには、送信元の方向はセッ

ションで指定された方向に一致する必要がありま

す。

例：
switch(config-monitor)# source
vlan 3, 6-8 rx

例：
switch(config-monitor)# source
interface ethernet 101/1/1-3
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目的コマンドまたはアクション

（任意）
—

ステップ 4を繰り返して、すべて
の仮想 SPAN VLAN送信元を設定
します。

ステップ 5   

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。

宛先は 1つ設定することも、またはカンマで区
destination interfacetype {number |
range}

例：
switch(config-monitor)#
destination interface ethernet
2/5, ethernet 3/7

ステップ 6   

切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。最大128
のインターフェイスを指定できます。

SPAN宛先ポートは、アクセスポート
またはトランクポートのどちらかにす

る必要があります。

（注）

（任意）
—

ステップ12を繰り返して、すべて
の送信元VLANのフィルタリング
を設定します。

ステップ 7   

SPAN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-monitor)# no shut

ステップ 8   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

ステップ 9   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

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 10   

（任意） インターフェイスで許可するVLANの
範囲を設定します。既存の VLANに対して追加

switchport trunk allowed vlan {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

ステッ

プ 11   
または削除する、指定した以外のすべてのVLAN

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

を選択する、すべての VLANを選択する、また
はすべての VLANを選択しないでおくことがで
きます。デフォルトでは、インターフェイス上で

すべての VLANが許可されます。
VLANは1つ設定することも、またはカンマで区
切った一連のエントリとして、または番号の範囲

として、複数設定することもできます。VLANの
範囲は 1～ 3967です。
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目的コマンドまたはアクション

4048～ 4093のVLANの範囲は、6.1以前のCisco
NX-OSリリースでもサポートされます。

（任意）ステップ 10および 11を
繰り返して、各宛先ポートで許可

する VLANを設定します。

ステッ

プ 12   

（任意）選択したスロットおよびポートまたは

ポート範囲に対応するインターフェイストラン

キング設定を表示します。

（任意）show interface ethernet

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

ステッ

プ 13   

（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)# copy
running-config startup-config

ステッ

プ 14   

RSPAN VLAN の設定
リモート SPAN（RSPAN）VLANを SPANセッション送信元として指定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

指定したVLANのVLANコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vlanvlan

例：
switch(config)# vlan 901
switch(config-vlan)#

ステップ 2   

VLANをRSPANVLANとして設定します。remote-span

例：
switch(config-vlan)# remote-span

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

VLANコンフィギュレーションモードを終
了します。

exit

例：
switch(config-vlan)# exit
switch(config)#

ステップ 4   

（任意）VLANコンフィギュレーションを
表示します。RSPAN VLANが一覧表示さ
れます。

（任意）show vlan

例：
switch(config)# show vlan

ステップ 5   

（任意）

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開
SPAN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するこ
とができます。1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し、別のセッ
ションをイネーブルにできます。デフォルトでは、SPANセッションはシャットステートで作成
されます。

SPANセッションを再開（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再開
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 SPAN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。

SPANセッションのシャットステートおよびイネーブルステートは、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どちらのコマンドでも設定できます。

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

指定の SPAN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。

[no] monitor session
{session-range | all} shut

例：
switch(config)# monitor
session 3 shut

ステップ 2   

コマンドの no形式は、指定された SPANセッション
を再開（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。

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）

モニタコンフィギュレーションモードを開始しま

す。新しいセッションコンフィギュレーションは、

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステップ 3   

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。

SPAN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。

[no] shut

例：
switch(config-monitor)# shut

ステップ 4   

コマンドの no形式は SPAN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。

（任意）

SPANセッションのステータスを表示します。
show monitor

例：
switch(config-monitor)# show
monitor

ステップ 5   

（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)# copy
running-config
startup-config

ステップ 6   

SPAN セッションごとの MTU の切り捨ての設定
SPANトラフィック帯域幅を減らすには、SPANセッションの各複製パケットで許可される最大バ
イト数を設定できます。この値は、最大伝送単位（MTU）の切り捨てサイズと呼ばれます。設定
されたサイズよりも大きい SPANパケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。
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F1シリーズモジュール上の同じ SPANセッションに対してMTU切り捨ておよび SPANレー
ト制限をイネーブルにすることはできません。1セッションで両方を設定した場合、レート制
限の設定をディセーブルにするまで、レート制限だけが F1シリーズモジュールで許可され、
MTU切り捨てがディセーブルになります。この制限は、F2およびM2シリーズモジュールま
たはスーパーバイザ 2には適用されません。

（注）

MTUの切り捨てと SPANサンプリングは同時にイネーブルにでき、互いに優先順位はありま
せん。これは、送信元パケットのさまざまな側面（サイズ対パケット数）に適用されるためで

す。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始

し、MTU切り捨てサイズが設定された SPAN
セッションを指定します。

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

指定した SPANセッションのパケットのMTU
切り捨てサイズを設定します。指定できる範囲

は 64～ 1500バイトです。

[no] mtumtu

例：
switch(config-monitor)# mtu 64

ステップ 3   

（オプション）MTU切り捨ての設定ステータ
ス、セッションごとに各パケットで許可される

showmonitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 4   

最大バイト数、MTU切り捨てがサポートされ
るモジュールとサポートされないモジュールを

含む、SPANセッションのステータスを表示し
ます。

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   
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各 SPAN セッションのソースレート制限の設定
SPANセッションが高トラフィック環境の送信元として複数のインターフェイスまたは VLANに
設定されている場合、宛先ポートが過負荷状態になり、送信元ポートの通常のデータトラフィッ

クの障害となる可能性があります。この問題、また送信元転送インスタンスでのトラフィック過

負荷は、各 SPANセッションに送信元レート制限を設定することで軽減できます。

F1シリーズモジュール上の同じ SPANセッションに対してMTU切り捨ておよび SPANレー
ト制限をイネーブルにすることはできません。1セッションで両方を設定した場合、レート制
限の設定をディセーブルにするまで、レート制限だけが F1シリーズモジュールで許可され、
MTU切り捨てがディセーブルになります。この制限は、F2およびM2シリーズモジュールま
たはスーパーバイザ 2には適用されません。

（注）

SPANサンプリングは SPAN送信元レート制限に優先されます。レート制限は、サンプリング
が SPANソースパケットで完了した後に発生します。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、送信元

レート制限が設定されたSPANセッションを指定します。
monitor
sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

自動または手動での指定された SPANセッションの SPAN
パケットの送信元レート制限を設定します。

[no] rate-limit {auto |
rate-limit}

例：
switch(config-monitor)#
rate-limit auto

ステッ

プ 3   

•自動モード：次のように、自動的にギガバイト単位
でレート制限を計算します：宛先帯域幅/合計送信元
帯域幅。たとえば、ギガバイトごとのレート制限が

0.5の場合、各送信元トラフィックについて、パケッ
トの 0.5 Gのみスパンされます。

入力トラフィックの場合、送信元が可能な最大帯域

幅でスパンされるように、ギガバイトごとの制限が、

SPAN送信元として使用されるポートの数に基づい
て Fシリーズモジュールの各転送エンジンに適用さ
れます。出力トラフィックの場合、ギガバイトごと

の制限が、SPAN送信元として使用されるポートの
数に関係なく Fシリーズモジュールの各転送エンジ
ンに適用されます。

•手動モード：モジュールの各転送エンジンから送信
できる SPANパケットの最大レートのパーセンテー
ジを指定します。範囲は 1～ 100です。たとえば、
レート制限が 10パーセントの場合、Fシリーズモ
ジュールの各転送エンジンから送信できる SPANパ
ケットの最大レートは 1G（10Gラインレートの 10
パーセント）です。

（任意）レート制限の設定ステータスを含む SPANセッ
ションのステータス、セッションごとに許可される最大

show monitor
sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステッ

プ 4   
SPANレートの割合、およびレート制限がサポートされる
またはサポートされないモジュールを表示します。

（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)# copy
running-config
startup-config

ステッ

プ 5   
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各 SPAN セッションのサンプリングの設定
CiscoNX-OSRelease 6.1以降では、SPANトラフィック帯域幅を削減し、ピアツーピアトラフィッ
クをモニタするために、スパンされたトラフィックに対してサンプリング範囲を設定できます。

パケット範囲ベースのサンプリングが SPAN送信元パケットの正確な値を提供するために使用さ
れます。

サンプリングとMTUの切り捨ては同時にイネーブルにでき、互いに優先順位はありません。
これは、送信元パケットのさまざまな側面（パケット数対サイズ）に適用されるためです。た

だし、サンプリングはSPAN送信元レート制限に優先されます。レート制限は、サンプリング
が SPANソースパケットで完了した後に発生します。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

monitor sessionsession-numberステップ 2   

例：
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)#

SPAN送信元パケットのサンプリングの範囲
を設定します。サンプリング値は、xパケッ

monitor sessionsession-number [rt|tx]
[shut]

例：
switch(config-monitor)# sampling
100

ステップ 3   

トから 1つのパケットがスパンされる範囲で
す。xは 2から 1023です。この例では、100
パケットごとに 1つのパケットがスパンされ
ます。

（任意）

SPANサンプリングのステータス、サンプリ
ング値、およびサンプリングがサポートされ

show monitor session {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

ステップ 4   

るまたはサポートされないモジュールを含

む、SPANセッションのステータスを表示し
ます。
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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)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

複雑ルールベース SPAN

はじめる前に

複数のフィルタおよび製品テーブルリソースによって複雑なフィルタルールを作成できます。本

リリースでは、いくつかのキーワード、Match、Permit、Denyおよび Filter-listが導入されまし
た。Matchキーワードにより、ユーザは、フィールドや値セットで照合を行うことができます。
フィルタ名の前に Permitキーワードを入れると、すべてのフィルタが一致した場合に、SPANコ
ピーが生成されます。フィルタ名の前にDenyキーワードを入れると、すべてのフィルタが一致し
なかった場合に、SPANコピーが生成されます。Filter-listは、permitおよび denyキーワードによ
り定義されるルールをすべて指定するキーワードです。

各フィルタリストに複数の permit-denyルールを含めることができます。（注）

フィルタの作成

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

モニタフィルタコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

monitorfilterfilter-name

例：
switch(config)# monitor filter
test-filter
switch(config-monitor-filter)#

ステップ 2   

文字列の長さが 32文字を超え
ることはできません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

モニタフィルタコンフィギュレーショ

ンモードでパケット内の特定のフィール

ドを照合します。

match[eth-typeeth-type |
src-macmac-addressmac-mask |
dest-macmac-addressmac-mask | frame-type
[arp| eth | fcoe |ipv4 |ipv6]

ステップ 3   

同じ行、複数の行で指定した

一致基準による結果は同じで

す。

（注）

例：
switch(config-monitor-filter)# match
eth-type 0x0800
switch(config-monitor-filter)# match
src-mac 40:55:39:0c:98:c1
ff:ff:ff:ff:ff:00 dest-mac
40:55:39:0c:98:c1 ff:ff:ff:ff:ff:00

フィルタリストの作成

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

モニタフィルタコンフィギュレーションモード

を開始します。

monitorfilter-listfilter-list-name

例：
switch(config)# monitor filter-list
sample-filter-list

ステッ

プ 2   

文字列の長さが 32文字を超えること
はできません。

（注）

switch(config-monitor-filter-list)#

フィルタリストでフィルタを許可および/または
拒否するには、このコマンドを使用します。

permitfilterfilter-names
denyfilterfilter-names

例：
switch(config-monitor-filter-list)#
permit filter test-filter deny

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（注） •コマンド permit filterfilter-names
denyfilterfilter-namesが同じ行で指
定されている場合、ルールはすべ

ての permitおよび deny基準を照
合し、その場合、permitフィルタ
Xと denyフィルタ Yにあるフィ
ルタ xおよびフィルタ yに一致す
るパケットが SPAN-の対象となり
ます（AND条件）。

•コマンド permit filterfilter-names
denyfilterfilter-namesが別々の行で
指定されている場合、ルールは

permitまたは deny基準のいずれか
を照合し、その場合、permitフィ
ルタ Xと denyフィルタ Yにある
フィルタ xまたはフィルタ yに一
致するパケットが SPAN-の対象と
なります（OR条件）。

filter test-filter1
switch(config-monitor-filter-list)#

switch(config-monitor-filter-list)#
permit filter test-filter2
switch(config-monitor-filter-list)#

switch(config-monitor-filter-list)#
deny filter test-filter3
switch(config-monitor-filter-list)#

モニタリングセッションへのフィルタリストの関連付け

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

SPANセッションに複雑なフィルタをアタッチする必要がある場合は、SPANセッションにす
でにアタッチされたフィルタがないことを確認します。

（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

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

SPANセッションを指定します。オプションのキー
ワードは次のとおりです。

monitor sessionsession-number
[rt|tx]

例：
switch(config)# monitor
session 3 rx

ステップ 2   

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。switch(config-monitor)#
filter filter-list
sample-filter-list

（注） • Nexus7000シリーズスイッチのSPAN
セッションにフィルタリストをア

タッチする場合、SPANセッション内
で mode extendedコマンドを指定す
る必要があります。

•フィルタの方向は、SPANセッション
方向から取得されます。

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-monitor)# exit

ステップ 3   

ルールがイネーブルなセッションの設定

ローカル/単一方向 ERSPAN送信元/双方向セッションを作成するには、次を設定します。

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   

ローカル SPAN/ERSPANセッションを設定す
るためのモニタコンフィギュレーションモー

monitor sessionsession-number [rt|tx]
[shut]

例：
switch(config)# monitor session
3 rx
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

ドを開始します。オプションのキーワードは次

のとおりです。

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定し
ます。

• tx：出力拡張SPANセッションを指定しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

• shut：選択したセッションに対して shut状
態を指定します。

（任意）モードを、双方向セッションの拡張

モードに変更します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステップ 3   

セッションにルールベースのフィルタを関連

付けます。

filter frame-typesource-ip src-ip

例：
switch(config-monitor)# filter
frame-type ipv4 src-ip
10.1.1.3/32 cos 3

ステップ 4   

送信元ポートと宛先ポートを関連付けます。source interface ethernet x/y

例：
switch(conf-monitor)# source
interface Ethernet 4/7

ステップ 5   

switch(conf-monitor)# destination
interface Ethernet 4/7

セッションを表示します。no shut

例：
switch(config-monitor)# no shut

ステップ 6   

フィルタコマンドを個別の行に分割

して、セッションモードで設定する

ことができます。セッションで指定

されたすべてのフィルタは、AND
ルールで制御されます。

（注）

SPAN セッションのマルチキャストベストエフォートモードの設定
任意の SPANセッションのマルチキャストベストエフォートモードを設定できます。デフォル
トでは、SPANレプリケーションが入力および出力モジュールの両方で実行されます。マルチキャ
ストのベストエフォートモードをイネーブルにすると、SPANレプリケーションは、マルチキャ
ストトラフィックの入力モジュールか、レイヤ 3インターフェイスから出て行くパケットの出力
モジュールのみで行われます（つまり、出力モジュールでは、レイヤ 2インターフェイスから出
て行くパケットは、SPAN用にレプリケートされません）。
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レイヤ 3マルチキャストトラフィックでは、SPANレプリケーションが出力モジュールで発生
します。トラフィックが複数の出力モジュールにマルチキャストされる場合、各パケットに対

して複数の SPANコピーをキャプチャできます（つまり、各出力モジュールから 1つのコ
ピー）。

（注）

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始

し、送信元レート制限が設定されたSPANセッ
ションを指定します。

monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

指定された SPANセッションのマルチキャス
トベストエフォートモードを設定します。

[no] multicast best-effort

例：
switch(config-monitor)# multicast
best-effort

ステップ 3   

（任意）レート制限の設定ステータスを含む

SPANセッションのステータス、セッション
show monitor sessionsession-number

例：
switch(config)# monitor session
3
switch(config-monitor)#

ステップ 4   

ごとに許可される最大 SPANレートの割合、
およびレート制限がサポートされるまたはサ

ポートされないモジュールを表示します。

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   
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ルールベース SPAN の設定
一連のルールに基づいて入力または出力 SPANトラフィックにフィルタを設定できます。単純な
フィルタには 1つのみのルールがあり、このルールに複数のフィールドまたは組み合わせを追加
できます。パケットは、すべての条件が満たされた場合にのみスパンされます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始します。

新しいセッションコンフィギュレーションは、既存の

monitor sessionsession-number
[shut]

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステッ

プ 2   
セッションコンフィギュレーションに追加されます。デ

フォルトでは、セッションが shutステートで作成されま
す。このセッションは、ローカル SPANセッションで
す。オプションのキーワードは次のとおりです。

• rx：入力拡張 SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を指定
します。

（任意）SPANセッションを拡張双方向セッションとし
て設定します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステッ

プ 3   

SPANセッションのフィルタを設定します。セッション
からフィルタを削除するには、このコマンドの no形式

[no] filter[vlan-range] [bpdu
[true | false]] [coscos-value]
[dest-macdest-mac] [eth-type

ステッ

プ 4   
を入力します。オプションのキーワードは次のとおりで

す。
eth-value] [flow-hashflow-value]
[frame-type [eth | arp | fcoe |
ipv4 | ipv6]] • vlan：VLANの範囲に基づいてフィルタを指定しま

す。[pc-laneport-number]
[src_macmac-address]
[trace-route [true | false]]
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目的コマンドまたはアクション

• bpdu：パケットのブリッジプロトコルデータユ
ニット（BPDU）クラスに基づいてフィルタを指定
します。

例：
switch(config-monitor)#
filter vlan 10,20
switch(config-monitor)#
filter frame-type
arp trace-route true
switch(config-monitor)#
filter bpdu false

• cos：サービスクラス（CoS）に基づいて dotlqヘッ
ダーにフィルタを指定します。

• dest-mac：宛先MACアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• eth-type：イーサネットタイプに基づいてフィルタ
を指定します。

• flow-hash：Result Bundle Hash（RBH）値に基づい
てフィルタを指定します。

• frame-type：フレームタイプに基づいてフィルタを
指定します。

• pc-lane：ポートチャネルメンバーに基づいてフィ
ルタを指定します。

• src-mac：送信元MACアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

• trace-route：ヘッダーのルートビットに基づいて
フィルタを指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションのイーサネットフレームタ
イプのフィルタを設定します。セッションからフィルタ

を削除するには、このコマンドのno形式を入力します。

[no]filter frame-type eth

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
eth

ステッ

プ 5   

（任意）

（任意）SPANセッションのARPフレームタイプのフィ
ルタを設定します。セッションからフィルタを削除する

[no]filter frame-type arp
[[arp-rarp [arp | rarp]]
[req-resp [req |rsp]] [sender-ip
ip-address]
[target-ipip-address]]

ステッ

プ 6   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
arp arp-rarp arp

• arp-rarp：ARPまたはRARPフレームタイプのフィ
ルタを指定します。

• req-resp：要求または応答に基づいてフィルタを指
定します。

• sender-ip：送信者の IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

• target-ip：受信者の IPアドレスに基づいてフィル
タを指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションの FCoEフレームタイプの
フィルタを設定します。セッションからフィルタを削除

[no]filter frame-type fcoe fcoe
[[fc-sidFC-source-ID]
[fc-didFC-dest-ID]
[fcoe-typefcoe-value]

ステッ

プ 7   

するには、このコマンドの no形式を入力します。オプ
ションのキーワードは次のとおりです。

[r-ctlr-ctl-value] [sofsof-value]
[cmd-codecmd-value]]

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
fcoe

• fc-sid：FC送信元 IDに基づいてフィルタを指定し
ます。

• fc-did：FC宛先 IDに基づいてフィルタを指定しま
す。

• fcoe-type：FCoEタイプに基づいてフィルタを指定
します。

• r-ctl：ルーティング制御フラグ（RCTL）値に基づ
いてフィルタを指定します。

• sof：フレーム開始（SOF）パケットに基づいてフィ
ルタを指定します。

• cmd-code：コマンドコードに基づいてフィルタを
指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションの IPv4フレームタイプのフィ
ルタを設定します。セッションからフィルタを削除する

[no]filter frame-type ipv4
[[src-ipsrc-ip] [dest-ipdest-ip]
[tos tos-value]
[l4-protocoll4-value]]

ステッ

プ 8   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
ipv4 l4-protocol 3

• src-ip：IPv4送信元 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• dest-ip：IPv4宛先 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• tos：IPヘッダーのタイプオブサービス（TOS）に
基づいてフィルタを指定します。

• l4-protocol：IPヘッダーのプロトコルフィールドに
設定されたレイヤ4プロトコル数に基づいてフィル
タを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

（任意）SPANセッションの IPv6フレームタイプのフィ
ルタを設定します。セッションからフィルタを削除する

[no]filter frame-type ipv6
[[src-ipsrc-ip] [dest-ipdest-ip]
[tos tos-value]
[l4-protocoll4-value]]

ステッ

プ 9   

には、このコマンドの no形式を入力します。オプショ
ンのキーワードは次のとおりです。

例：
switch(config-monitor)#
filter frame-type
ipv6 src-ip 10.0.0.1

• src-ip：IPv6送信元 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• dest-ip：IPv4宛先 IPアドレスに基づいてフィルタ
を指定します。

• tos：IPヘッダーのタイプオブサービス（TOS）に
基づいてフィルタを指定します。

• l4-protocol：IPヘッダーのプロトコルフィールドに
設定されたレイヤ4プロトコル数に基づいてフィル
タを指定します。

（任意）ステップ 4から 9を
セッションのすべてのフィル

タに対して繰り返します。

ステッ

プ 10   

（任意）送信元およびパケットをコピーするトラフィッ

クの方向を設定します。イーサネットポートの範囲、

source {interface type | vlan
{number | range}} [rx | tx |
both]

ステッ

プ 11   
ポートチャネル、帯域内インターフェイス、VLANの範

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

囲、Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderインターフェ
イス、またはCisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderに接
続されたファブリックポートチャネルを入力できます。

送信元は1つ設定することも、またはカンマで区切った
一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数

設定することもできます。

最大 128のインターフェイスを指定できます。VLANの
範囲は 1～ 3967です。4048～ 4093のVLANの範囲は、
6.1以前のCiscoNX-OSリリースでもサポートされます。

コピーするトラフィック方向を、入力（rx）、出力
（tx）、または両方向（both）として指定できます。デ
フォルトは bothです。

単一方向のセッションには、送信元の方向はセッション

で指定された方向に一致する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛先は

1つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエ
destination interfacetype
{number | range}

例：
switch(config-monitor)#
destination

ステッ

プ 12   
ントリとして、または番号の範囲として、複数設定する

こともできます。最大128のインターフェイスを指定で
きます。

interface ethernet 2/5,
ethernet 3/7 SPAN宛先ポートは、アクセスポートまたは

トランクポートのどちらかにする必要があり

ます。

（注）

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extenderイン
ターフェイスおよび FEXに接続されたファブ
リックポートチャネルは、SPAN宛先として
設定できません。

（注）

SPAN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-monitor)# no
shut

ステッ

プ 13   

（任意）

SPAN設定を表示します。
show monitor session {all |
session-number |
rangesession-range} [brief]

ステッ

プ 14   

例：
switch(config-monitor)# show
monitor session 3

（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)# copy
running-config
startup-config

ステッ

プ 15   

例外 SPAN の設定
例外パケットをスパンするようにデバイスを設定できます。

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または switchto vdcコマンドを使用します）。

   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
46

SPAN の設定
例外 SPAN の設定



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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

SPANセッションを指定します。オプションのキー
ワードは次のとおりです。

monitor sessionsession-number
[rx|tx| both]

例：
switch(config)# monitor
session 3
switch(config-monitor)#

ステップ 2   

• rx：入力拡張SPANセッションを指定します。

• tx：出力拡張 SPANセッションを指定します。

• shut：選択したセッションに対して shut状態を
指定します。

（任意）

（任意）SPANセッションを、コマンドの拡張双方
向セッション形式で設定します。

mode extended

例：
switch(config-monitor)# mode
extended

ステップ 3   

（任意）

送信元を例外の SPANセッションとして設定しま
す。以下の例外タイプがサポートされます。

[source
exception{layer3|fabricpath|other
| all}

例：
switch(config-monitor)# filter
frame-type eth

ステップ 4   

• layer3：レイヤ 3例外タイプを指定します。

• fabricpath：FabricPath例外タイプを指定しま
す。

• other：ドロップ宛先インターフェイスが組み
込まれているリダイレクト登録を通してドロッ

プされたその他の例外を指定します。

• all：レイヤ 3、FabricPathおよびその他のすべ
ての例外が含まれます。

コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛

先は 1つ設定することも、またはカンマで区切った
destination interfacetype [ number
|range}

例：
switch(config-monitor)#
destination

ステップ 5   

一連のエントリとして、または番号の範囲として、

複数設定することもできます。最大 128のインター
フェイスを指定できます。

interface ethernet 2/5,
ethernet 3/7 SPAN宛先ポートは、アクセスポートま

たはトランクポートのどちらかにする必

要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

Cisco Nexus 2000シリーズ Fabric Extender
インターフェイスおよび FEXに接続され
たファブリックポートチャネルは、SPAN
宛先として設定できません。

（注）

SPAN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)# no shut

ステップ 6   

（任意）レート制限の設定ステータスを含む SPAN
セッションのステータス、セッションごとに許可さ

show monitor
sessionsession-number

例：
switch(config)# show monitor
session 3

ステップ 7   

れる最大 SPANレートの割合、およびレート制限が
サポートされるまたはサポートされないモジュール

を表示します。

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

FabricPath および VNTAG ヘッダーの削除
FabricPathやVNTAGヘッダーを認識しない SPAN宛先ポートに接続されたデバイスを使用してい
る場合には、これらのヘッダーをパケットから除去したい場合があります。

グローバルまたはポートレベルで、これを行うことができます。VDC内のすべての SPAN宛先
ポートへのヘッダーを削除するには、グローバルコマンドを適用します。特定のポートにのみコ

マンドを適用するには、ポートレベルのコマンドを使用します。ポートが SPAN宛先ポートでな
い場合、コマンドは拒否されます。

この機能のグローバル設定とポートレベル設定の両方を入力した場合、ポートレベル設定がグ

ローバル設定を上書きします。

ポートレベルコマンドはグローバルコマンドを上書きします。したがって、グローバル設定

でヘッダーを除去するようデバイスを設定し、その後、ポートレベルコマンドの no形式を発
行して、指定したポートでヘッダーを除去しないよう設定できます。

（注）
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グローバルなヘッダーの削除

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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。

switch# configure terminalステップ 1   

VDC内のすべての SPAN宛先ポートの FabricPath
および VNTAGヘッダーを削除します。

switch(config)# system default
switchport monitor exclude
header

ステップ 2   

SPAN宛先ポートでパケットのヘッダーを保持す
るには、このコマンドの no形式を使用します。

（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)# copy
running-config startup-config

ステップ 3   

ポートごとのヘッダーの削除

はじめる前に

正しい VDCを使用していることを確認します（または 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。

switch# configure terminalステップ 1   

インターフェイスモードを開始して、FabricPath
および VNTAGヘッダーを削除する 1つまたは複
数のポートを指定します。

switch(config)# interfacetype
{module | port}

ステップ 2   

（任意）

VDC内の指定の SPAN宛先ポートの FabricPathお
よび VNTAGヘッダーを削除します。

switch(config)# [no]switchport
monitor exclude header

ステップ 3   

SPAN宛先ポートでパケットのヘッダーを保持す
るには、このコマンドの no形式を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

switch(config)# exitステップ 4   

（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# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

SPAN の設定確認
SPAN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

SPANセッションの設定を表示します。show monitor session {all | session-number |
rangesession-range} [brief]

従来のセッションで使用可能なリソースを表示

します。

show resource monitor-session

拡張セッションで使用可能なリソースを表示し

ます。

show resource monitor-session-extended

SPANの FabricPathおよび VNTAGヘッダーを
削除するコマンドの設定を表示します。

show running-config

SPAN のコンフィギュレーション例

SPAN セッションのコンフィギュレーション例
SPANセッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 アクセスモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブルにします。
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例：
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 2 SPANセッションを設定します。

例：
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 2
switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config

拡張 SPAN モニタセッション内のすべての VLAN とポートをモニタす
る設定例

次に、拡張 SPANモニタセッションですべての VLANとポートをモニタする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config

次に、拡張 SPANモニタセッションで現在サポートされているVLAN送信元制限よりも多くの、
指定の VLAN送信元をモニタする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all
switch(config-monitor)# filter vlan 1-1000
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 4/1
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 2
switch(config)# copy running-config startup-config
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単一方向 SPAN セッションの設定例
単一方向 SPANセッションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 アクセスモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブルにします。

例：
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 2 SPANセッションを設定します。

例：
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config

仮想 SPAN セッションの設定例

手順

ステップ 1 アクセスモードまたはトランクモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブル
にします。

例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-200
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport
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switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 201-300
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#

ステップ 2 SPANセッションを設定します。

例：

switch(config)# no monitor session 4
switch(config)# monitor session 4tx
switch(config-monitor)# source vlan 100-300
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 3/1-2
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit

switch(config)# show monitor session 4
switch(config)# copy running-config startup-config

プライベート VLAN 送信元の SPAN セッションの設定例
プライベート VLAN送信元が含まれる SPANセッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 送信元 VLANを設定します。

例：

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 100
switch(config-vlan)# private-vlan primary
switch(config-vlan)# exit
switch(config)# interface ethernet 3/1

switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport access vlan 100
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)# interface ethernet 3/2
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 100
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)#

ステップ 2 アクセスモードまたはトランクモードで宛先ポートを設定し、SPANモニタリングをイネーブル
にします。

例：

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/3
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-200
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switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# switchport access vlan 100
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config)#

ステップ 3 SPANセッションを設定します。

例：

switch# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-if)# source vlan 100
switch(config-if)# destination interface ethernet 3/3
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit

switch(config-if)# show monitor session 3
switch(config-if)# copy running-config startup-config

SPAN の MTU 切り捨ておよび SPAN サンプリングの設定例
次に、SPANセッションのMTU切り捨ておよび SPANサンプリングを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# mtu 100
switch(config-monitor)# sampling 10
switch(config-monitor)# show monitor session 3

ルールベース SPAN の設定例
次に、ルールベースの SPANセッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# filter frame-type ipv4 src-ip 10.1.1.1/24
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5, ethernet 3/7
switch(config-monitor)# no shut
switch(config)# show monitor session 3

例外 SPAN の設定例
次に、例外パケットをスパンするように SPANセッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source exception all
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5, ethernet 3/7
switch(config-monitor)# no shut
switch(config)# show monitor session 3
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関連資料

表 2：関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Network Analysis Module (NAM) for Nexus
7000 Quick Start Guide』

『Cisco Network Analysis Module (NAM)』

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

VDC

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software
Configuration Guide』

ファブリックエクステンダ

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Command Reference』

SPAN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

SPAN の機能の履歴
次の表に、このマニュアルの新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポートされてい

るリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書で説明されるすべての機能がサ

ポートされているとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/
bugsearch/の Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノートを参照して
ください。

表 3：SPAN の機能の履歴

機能情報リリース機能名

M3シリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

7.3(0)DX(1)SPAN

SPANセッションあたり 4Kの
VLANのサポートが追加されまし
た。

7.3(0)D1(1)SPAN

SPANパケットから FabricPathお
よびVLANタグヘッダーを削除す
るサポートが追加されました。

6.2(10)SPAN
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SPANデータソースに対するNAM
サポートが追加されました。

6.2(2)SPAN

F2eシリーズモジュールでのみ、
Tx方向の SPAN送信元としての
FEXポートのサポートが追加され
ました。

6.2(2)SPAN

拡張 SPANのサポートが追加され
ました。

6.2(2)SPAN

ルールベースの SPANのサポート
が追加されました。

6.2(2)SPAN

例外 SPANのサポートが追加され
ました。

6.2(2)SPAN

SPANサンプリングのサポートが
追加されました。

6.1(1)SPAN

帯域内インターフェイスが管理

VDC以外の任意の VDCから送信
元として追加可能になりました。

6.1(1)SPAN

スーパーバイザ 2のサポートが追
加されました。

6.1(1)SPAN

M2シリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

6.1(1)SPAN

ストレージ VDCに対して F2シ
リーズモジュール上でFCoESPAN
サポートが追加されました。

6.1(1)SPAN

F2シリーズモジュールのサポート
が追加されました。

6.0(1)SPAN

Cisco Nexus 2000 Series Fabric
Extenderインターフェイスに対す
る SPAN送信元サポートが追加さ
れました。

5.2(1)SPAN
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各SPANセッションに対するMTU
切り捨て、送信元レート制限、お

よびマルチキャストベストエ

フォートを設定する機能が追加さ

れました。

5.2(1)SPAN

F1シリーズモジュールのサポート
が追加され、サポートされるSPAN
セッションが 18から 48に増加さ
れました。

5.1(1)SPAN

SPANセッションの上限の表が追
加されました。

4.1(3)SPAN
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