ERSPAN の設定
この章は、カプセル化リモート スイッチド ポート アナライザ（ERSPAN）を Cisco NX-OS デバ
イスの 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するように設定する方法につ
いて説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• ERSPAN について, 2 ページ
• ERSPAN のライセンス要件, 7 ページ
• ERSPAN の前提条件, 7 ページ
• ERSPAN の注意事項および制約事項, 8 ページ
• デフォルト設定, 13 ページ
• ERSPAN の設定, 13 ページ
• ERSPAN 設定の確認, 34 ページ
• ERSPAN の設定例, 34 ページ
• 関連資料, 37 ページ
• ERSPAN の機能の履歴, 38 ページ

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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ERSPAN について
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て、ネットワーク内で
複数のスイッチのリモート モニタリングを提供します。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 タイプ
Cisco NX-OS Release 6.1 以降のリリースは、ERSPAN タイプ II 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指定するためにすべての VDC に
わたってタイムスタンプ詳細を設定する機能を提供。

ERSPAN 送信元
トラフィックをモニタできるモニタ元インターフェイスのことを ERSPAN 送信元と呼びます。送
信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックを
コピーするかどうかを指定します。ERSPAN 送信元には次のものが含まれます。
• イーサネット ポートおよびポート チャネル。
• コントロール プレーン CPU の帯域内インターフェイス：帯域内インターフェイスをモニタ
できるのは、デフォルト仮想デバイス コンテキスト（VDC）からに限定されます。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。
• VLAN（入力のみ）：VLAN が ERSPAN 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 ERSPAN 送信元になります。
• 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。
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（注）

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 ERSPAN 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。
サポートされる ERSPAN 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。
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 1 によって生成されるパケットをモニタしま
せん。この制限はスーパーバイザ 2 には適用されません。

ERSPAN 宛先
宛先ポートは ERSPAN 送信元からコピーされたトラフィックを受信します。
ERSPAN 宛先元ポートには、次の特性があります。
• ERSPAN 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 ERSPAN 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 インスタンスまたはレイヤ 3 プロトコルに参加しません。
• 入力および入力学習オプションは、モニタ宛先ポートではサポートされていません。
• F シリーズ モジュールのコア 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 ERSPAN 宛先ポー
トとしてサポートされていません。

ERSPAN セッション
モニタする送信元と宛先を指定する ERSPAN セッションを作成できます。
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次の図に、ERSPAN の設定を示します。
図 1：ERSPAN の設定

拡張 ERSPAN 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
ERSPAN セッションに加えて拡張 ERSPAN セッションもサポートされます。拡張 ERSPAN セッ
ションは双方向および単方向の両方が可能です。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、双方向セッションは 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 ERSPAN 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 コマンドを使用する必要はありません。すべてのセッションがデフォルトで
拡張されます。
• 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。
• ERSPAN ACL ベースのフィルタリングはサポートされていません。

ERSPAN セッションあたり 4K の VLAN
Cisco NX-OS Release 7.3(0)D1(1) 以降では、ERSPAN 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
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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、ERSPAN 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。
ERSPAN セッションあたり 4K の VLAN 機能には、次の特性があります。
• 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 ベースの ERSPAN
ルール ベースの ERSPAN は、一連のルールに基づいて入力または出力 ERSPAN トラフィックを
フィルタします。6.2(2) より前の Cisco NX-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 ERSPAN トラフィッ
クをフィルタできます。
すべての ERSPAN 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
ERSPAN 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スパンされます。
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例外 ERSPAN
例外 ERSPAN 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。
例外 ERSPAN セッションは、2 つの従来の ERSPAN セッションのいずれかまたは拡張 ERSPAN
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 ERSPAN 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 ERSPAN 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 ERSPAN セッションのみサポートします。
例外 ERSPAN は出力方向でのみサポートされます。拡張 ERSPAN 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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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 ERSPAN データソースをモニタし、アプリケー
ション パフォーマンス、トラフィック、およびパケット ヘッダーを分析することもできます。
Cisco Nexus 7000 NetFlow 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。

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。
ERSPAN が適用されるのは、コマンドが入力された VDC だけです。

（注）

帯域内インターフェイスをモニタできるのは、デフォルトの VDC からだけです。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。
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。

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。
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 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。

ERSPAN の前提条件
ERSPAN には、次の前提条件があります。

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
7

ERSPAN の設定
ERSPAN の注意事項および制約事項

• 各デバイス上で、まず所定の ERSPAN 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。

ERSPAN の注意事項および制約事項
ERSPAN 設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。
• ERSPAN セッションの制限については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability
Guide』を参照してください。
• すべての ERSPAN 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。
• Supervisor 2 によって生成されるコントロール プレーン トラフィックは ERSPAN によるカプ
セル化が可能ですが、ERSPAN ACL によるフィルタはできません。
• Supervisor 1 によって生成されるコントロール プレーン パケットは ERSPAN によってカプセ
ル化することも ERSPAN ACL によってフィルタリングすることもできません。
• ERSPAN および ERSPAN ACL は、F1 シリーズ モジュールではサポートされていません。F1
シリーズ モジュールを持つ VDC のみに対して、ERSPAN 送信元セッションと宛先セッショ
ンおよび ERSPAN ACL 送信元セッションを設定できますが、表示されることはありません。
• ERSPAN 送信元セッションは、F2 シリーズおよび F2e（拡張）シリーズ モジュール上でサ
ポートされます。Cisco NX-OS Release 6.2(2) 以降では、ERPSPAN の宛先セッションは、以
下のモジュールでもサポートされます。ただし、ERSPAN ACL セッションは F2 シリーズお
よび F2e シリーズ モジュールではサポートされません。
• ERSPAN 送信元、宛先、および ACL セッションは M シリーズ モジュールでサポートされま
す。
• 総称ルーティング カプセル化（GRE）または F1 シリーズ モジュールで受信される ERSPAN
パケットのカプセル化解除はサポートされません。
• ERSPAN と ERSPAN ACL セッションは、宛先ルータで同様に終了します。
• ERSPAN は、管理ポートではサポートされません。
• 宛先ポートは、一度に 1 つの ERSPAN 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。
• 1 つの ERSPAN セッションに、次の送信元を組み合わせて使用できます。
◦ イーサネット ポートまたはポート チャネル（サブ インターフェイスを除く）。
◦ VLAN（入力のみ）
◦ コントロール プレーン CPU へのインバンド インターフェイスまたはポート チャネル。
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（注）

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。

• 宛先ポートはスパニングツリー インスタンスまたはレイヤ 3 プロトコルに参加しません。
• ERSPAN 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
れなくても、これらのポートが受け取るパケットが ERSPAN 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 ERSPAN 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。レイヤ 2 ポートの場合、これらのポートが含まれる VLAN にフラッディングされるトラ
フィックは、リンクがポートに接続されていない場合で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 ERSPAN 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。
• 帯域内インターフェイスをモニタできるのは、デフォルトの VDC からだけです。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。
• FabricPath コア ポートは、F2 シリーズまたは F2e シリーズ モジュールが VDC に存在する場
合は ERSPAN 宛先としてサポートされません。ただし、FabricPath コア ポートは、ERSPAN
送信元インターフェイスとして設定できます。
• F2 シリーズまたは F2e シリーズ モジュールで ERSPAN 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。ERSPAN 送信元トラ
フィックが ERSPAN 宛先の容量を超えると、ERSPAN 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。
• Cisco NX-OS Release 5.2 以降では、Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender に接続されている
Cisco Nexus 2000 Series 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 ERSPAN 送信元として設定できます。ただし、ERSPAN 宛先としては設定できま
せん。
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（注）

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
ERSPAN 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。
ERSPAN 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。F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールは FEX をサポー
トしますが、FEX ERSPAN をサポートしません。したがって、F2 シリーズお
よび F2e シリーズ モジュールに接続される FEX インターフェイスは ERSPAN
送信元にすることはできません。

• F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールのファブリック ポート チャネルをスパンするこ
とができます。
• FEX インターフェイスを含む VLAN を ERSPAN 送信元にすることができますが、F2 シリー
ズまたは F2e シリーズ モジュール ベースの FEX ポートを介した入力トラフィックはキャプ
チャできません。
• レイヤ 3 マルチキャスト出力パケットは F2 シリーズまたは F2e シリーズ モジュール上でス
パンすることはできません。
• ERSPAN 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。
• ERSPAN セッションの場合、パケットがカプセル化された後に MTU 切り捨てが発生するた
め、推奨 MTU サイズは 144 バイト以上です。
• ERSPAN 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。
• MTU の切り捨ておよび ERSPAN の送信元レート制限は、F2 シリーズ、F2e 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 のみでサポートされます。M1 シリーズ
モジュールではサポートされていません。
• F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールの場合、スパンされた FabricPath（コア）パケッ
トは ERSPAN 宛先に 16 バイトのコア ヘッダーを持ち、ファブリック ポート チャネルを通
してスパンされる入力 FEX パケットには ERSPAN 宛先に 6 バイトの Vntag ヘッダーがあり
ます。また、トランク ポートが ERSPAN 宛先として使用される場合、スパンされるパケッ
トに 4 バイトの VLAN タグがあります。
• F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールの場合、レイヤ 2 ポート（エッジツーエッジ ト
ラフィックを含む）上に送信されるすべてのトラフィックの出力 ERSPAN パケットには
ERSPAN 宛先で 16 バイトの MAC-in-MAC ヘッダーが含まれます。
• ERSPAN ヘッダーで IP TTL を設定する際、
◦ M シリーズ LC では、ERSPAN のカプセル化/カプセル化解除の後、パケットは EARL
に送信されて再循環し、したがって、TTL は EARL によってデクリメントされます。
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◦ F2/F2e には再循環のオーバーヘッドがなく、そのため、TTL デクリメントの実際の動作
との間にずれが生じます。
◦ F1 シリーズは、ERSPAN をサポートしません。
• 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 ERSPAN 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。
• F2 シリーズ モジュール、F2e 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、ERSPAN パケット レートは設定された値より少
なくなります。
• ERSPAN サンプリングは、F2 シリーズ モジュールおよび F2e シリーズ モジュールでのみサ
ポートされています。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。
• Cisco NX-OS Release 6.1 以降では、ERSPAN 送信元セッションは、スーパーバイザ 2 でサポー
トされますが、ERSPAN ACL セッションはサポートされません。
• ERSPAN タイプ III の送信元は F2 シリーズ、F2e シリーズおよび M2 シリーズ モジュールの
みでサポートされます。
• ERSPAN タイプ III 終端は M2 シリーズ モジュールでのみサポートされます。つまり、タイ
プ III ERSPAN パケットは M2 シリーズ モジュールを介して宛先に到達する場合にのみカプ
セル化解除されます。
• Cisco NX-OS Release 6.2(2) 以降では、F2 シリーズまたは F2e シリーズ モジュールで宛先ス
イッチに着信する ERSPAN パケットを終了できます。IPv4 終端はサポートされますが、IPv6
終端はサポートされません。VDC 仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスの F2
シリーズ モジュールの終端はサポートされません。
• スーパーバイザ 2 は、帯域内ポートに対して ERSPAN タイプ II および ERSPAN タイプ III を
サポートしますが、タイム スタンプは高精度時間プロトコル（PTP）はマスター タイマーと
同期化されません。
• 1588 粒度モードは、Cisco NX-OS Release 6.1 でサポートされず、選択した場合は拒否されま
す。
• M2 シリーズ モジュールは、100 マイクロ秒（ms）、100 ナノ秒（ns）、および ns 粒度をサ
ポートします。F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールは 100 ms と 100 ns の粒度だけを
サポートします。
• ERSPAN トラフィックが M2 シリーズ モジュールで終了する場合、1 つのセッションのすべ
ての ERSPAN トラフィックが 1 つの転送インスタンスに収束されるため、高いレートでド
ロップが発生することがあります。
• グローバル粒度設定が特定のモジュールに対してサポートされていない場合、そのモジュー
ルは 100-ms 粒度に戻ります。たとえば、粒度が ns に設定されている場合、すべての M2 シ
リーズ モジュールで ns 粒度がイネーブルにされ、すべての F2 シリーズおよび F2e シリーズ
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はパケットを 100-ms タイムスタンプで内部でイネーブルにして送信します。各モジュール
でサポートされるまたはサポートされない粒度を表示するには show monitor session コマン
ドを使用します。
• F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールは ERSPAN タイプ III ACL のアクセス コントロー
ル リスト（ACL）コンプレックスを使用しないため、ACL フィルタは F2 シリーズおよび
F2e シリーズ モジュールのトラフィックに適用できません。ただし、M2 シリーズ モジュー
ルに対して、ACL の適用後に Type III ヘッダーを使用してパケットをカプセル化することが
できます。
• F2 シリーズおよび F2e シリーズ モジュールは ERSPAN タイプ III ヘッダーの 32 ビット タイ
ムスタンプをサポートする一方、M2 シリーズ モジュールは 64 ビットのタイムスタンプをサ
ポートします。
• vPC で ERSPAN をイネーブルにし、ERSPAN パケットが vPC を介して宛先にルーティング
する必要がある場合、vPC ピア リンクを通過するパケットはキャプチャできません。
• 拡張 ERSPAN 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。
• 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。
• 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。
• 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 ERSPAN 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 ERSPAN 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。
• F1 シリーズ モジュールはルール ベースの ERSPAN 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 フィルタをサポートしません。これら
は 0 ～ 3.までの値で IPv4 および IPv6 ToS 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。
• F2 および F2e シリーズ モジュールはルール ベースの ERSPAN を制限付きでサポートしま
す。IPv6 送信元 IP フィルタおよび IPv6 宛先 IP フィルタでワイルドカードをサポートせず、
宛先 MAC アドレスおよび送信元 MAC アドレスで出力 ERSPAN フィルタリングをサポート
しません。
• ERSPAN ACL は、OTV との併用はサポートされていません。
• ERSPAN 送信元セッションは、F3 シリーズ モジュールでサポートされます。Cisco NX-OS
Release 7.2 以降では、ERPSPAN 宛先セッションは、以下のモジュールでもサポートされて
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います。ただし、ERSPAN ACL セッションは F3 シリーズ モジュールではサポートされてい
ません。
• Cisco NX-OS Release 7.3(0)DX(1) 以降では、ERSPAN 送信元および宛先セッションは、M3 シ
リーズ モジュールでサポートされます。

デフォルト設定
次の表に、ERSPAN パラメータのデフォルト設定を示します。
表 1：デフォルトの ERSPAN パラメータ

パラメータ

デフォルト

ERSPAN サンプリング

ディセーブル

ERSPAN セッション

シャット ステートで作成されます

従来の ERSPAN セッションに対する ERSPAN
ソース レート制限

ディセーブル

拡張 ERSPAN セッションに対する ERSPAN ソー イネーブル
ス レート制限
ERSPAN タイプ III セッションのグローバル粒
度

100 マイクロ秒

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

ERSPAN の設定
（注）

この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

ERSPAN 送信元セッションの設定
ERSPAN 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、ERSPAN
セッションはシャット ステートで作成されます。
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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 ERSPAN 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。
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。

（注）

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。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor erspan ERSPAN のグローバルな送信元 IP アドレスを設定し
origin
ます。
ip-addressip-addressglobal

ステップ 3

switch(config)# no monitor
指定した ERSPAN セッションの設定を消去します。
session {session-number | all} 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 コンフィギュレーションに追加されま
す。

ステップ 4

switch(config)# monitor session ERSPAN タイプ II 送信元セッションを設定します。
{session-number | all} type
デフォルトでは、セッションは双方向です。オプショ
erspan-source [shut]
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。

ステップ 5

switch(config-erspan-src)#
descriptiondescription

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。

ステップ 6

switch(config-erspan-src)#
source {[interface [all] [type
slot/port[-port][, type
slot/port[-port]]]
[port-channelchannel-number]]
[vlan {number | range}]} [rx |
tx | both]

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、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。
コピーするトラフィックの方向には、入力、出力、
または両方を指定できます。デフォルトは双方向で
す。
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コマンドまたはアクション

目的
送信元 VLAN は、入力（rx）方向に限りサ
ポートされます。
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。
（注）

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 ERSPAN セッションでのみサポート
されます。
ステップ 7

ステップ 6 を繰り返して、す （任意）
べての ERSPAN 送信元を設 —
定します。

ステップ 8

switch(config-erspan-src)# filter （任意）
vlan {number | range}
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
囲については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer
2 Switching Configuration Guide』を参照してくださ
い。
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 ERSPAN 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。

ステップ 9

ステップ 8 を繰り返して、す （任意）
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 10

switch(config-erspan-src)# filter （任意）
access-groupacl-filter
ACL を ERSPAN セッションにアソシエートします。
（注）
標準の ACL 設定プロセスを使用して ACL
を作成できます。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』を参照してください。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11

switch(config-erspan-src)#
destination ipip-address

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。

ステップ 12

switch(config-erspan-src)#
erspan-iderspan-id

ERSPAN 送信元セッションの ERSPAN ID を設定し
ます。ERSPAN の範囲は 1 ～ 1023 です。

ステップ 13

switch(config-erspan-src)#
vrfvrf-name

ERSPAN 送信元セッションがトラフィックの転送に
使用する仮想ルーティングおよびフォワーディング
（VRF）インスタンスを設定します。VRF 名には最
大 32 文字の英数字を使用できます。大文字と小文字
は区別されます。

ステップ 14

switch(config-erspan-src)# ip
ttlttl-number

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

ステップ 15

switch(config-erspan-src)# ip
dscpdscp-number

（任意）
ERSPAN トラフィックのパケットの DiffServ コード
ポイント（DSCP）値を設定します。範囲は 0 ～ 63
です。

ステップ 16

switch(config-erspan-src)# no
shut

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。

ステップ 17

switch(config-erspan-src)# exit モニタ コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 18

switch(config)# show monitor （任意）
session {all | session-number | ERSPAN セッション設定を表示します。
rangesession-range} [brief]

ステップ 19

switch(config)# show
running-config monitor

（任意）
ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

ステップ 20

switch(config)# show
startup-config monitor

（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。

ステップ 21

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

はじめる前に
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）。
すでにモニタ モードで宛先ポートが設定されていることを確認します。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。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# interface
ethernetslot/port[-port]

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。

ステップ 3

switch(config-if)# switchport

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。

ステップ 4

switch(config-if)# switchport
mode [access | trunk]

選択したスロットおよびポートまたはポート範
囲で次のスイッチポート モードを設定します。
• アクセス
• トランク

ステップ 5

switch(config-if)# switchport
monitor

ステップ 6

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

ステップ 7

switch(config-if)# no monitor
session {session-number | all}

ステップ 8

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

ERSPAN 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。

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

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 9

switch(config-erspan-dst)#
descriptiondescription

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。

ステップ 10

switch(config-erspan-dst)# source ERSPAN セッションの送信元 IP アドレスを設定
ipip-address
します。ERSPAN 宛先セッションごとに 1 つの
送信元 IP アドレスのみがサポートされます。
（注）

ステップ 11

switch(config-erspan-dst)#
destination {[interface [type
slot/port[-port][, type
slot/port[-port]]] |
[port-channelchannel-number]]}

コピーされたソース パケットの宛先を設定しま
す。1 つ以上のインターフェイスを、カンマで
区切った一連のエントリとして設定できます。
（注）

宛先ポートをトランクポートとして設
定できます。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。

ステップ 12

ステップ 11 を繰り返して、す （任意）
べての ERSPAN 宛先ポートを —
設定します。

ステップ 13

switch(config-erspan-dst)#
erspan-iderspan-id

ERSPAN セッションの ERSPAN ID を設定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 1023 です。

ステップ 14

switch(config-erspan-dst)#
vrfvrf-name

ERSPAN 宛先セッションがトラフィックの転送
に使用する VRF を設定します。

ステップ 15

switch(config-erspan-dst)# no shut ERSPAN宛先セッションをイネーブルにします。
デフォルトでは、セッションはシャット ステー
トで作成されます。

ステップ 16

switch(config-erspan-dst)# exit

モニタ コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

ステップ 17

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了します。
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送信元 IP アドレスは、ERSPAN 送信
元で宛先 IP アドレスとして設定された
ローカル デバイスの IP アドレスであ
る必要があります。これは、Cisco
Nexus 7000 デバイスがパケットを受信
してカプセル化を解除すると期待され
るローカル デバイスのインターフェイ
スです。

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

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 18

switch# show monitor session {all （任意）
| session-number |
ERSPAN セッション設定を表示します。
rangesession-range} [brief]

ステップ 19

switch# show running-config
monitor

（任意）
ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示
します。

ステップ 20

switch# show startup-config
monitor

（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。

ステップ 21

switch# copy running-config
startup-config [vdc-all]

（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。

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。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、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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor session 指定の ERSPAN セッションをシャットダウンしま
{session-range | all} shut
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。

ステップ 3

switch(config)# no monitor
指定の ERSPAN セッションを再開（イネーブル
session {session-range | all} shut 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。
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ERSPAN の設定
ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化

コマンドまたはアクション

目的
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

switch(config)# monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ERSPAN 送信元タイプのモニタ コンフィギュレー
ション モードを開始します。新しいセッション
コンフィギュレーションは、既存のセッション コ
ンフィギュレーションに追加されます。

ステップ 5

switch(config-erspan-src)#
monitor
sessionsession-numbertype
erspan-destination

ERSPAN 宛先タイプのモニタ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 6

switch(config-erspan-src)# shut 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。

ステップ 7

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 8

switch(config-erspan-src)# exit モニタ コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

ステップ 9

switch(config)# show monitor
session all

（任意）
ERSPAN セッションのステータスを表示します。

ステップ 10

switch(config)# show
running-config monitor

（任意）
ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

ステップ 11

switch(config)# show
startup-config monitor

（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。

ステップ 12

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

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。

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
20

ERSPAN の設定
ERSPAN セッションごとの MTU の切り捨ての設定

ERSPAN セッションごとの MTU の切り捨ての設定
Cisco NX-OS Release 6.1 以降では、ERSPAN トラフィックの帯域幅を減らすために、ERSPAN セッ
ション内の各複製パケットに割り当てられた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 ERSPAN 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。

（注）

MTU の切り捨てと ERSPAN 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）

Cisco Catalyst 6000 シリーズ スイッチは、これらの切り捨てが適用されたパケットをドロップ
するため、宛先 ERSPAN ルータが Cisco Catalyst 6000 シリーズ スイッチの場合、MTU 切り捨
てをイネーブルにしないでください。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ERSPAN 送信元タイプでモニタ コンフィギュレー
ション モードを開始し、MTU サイズの切り詰め
が設定される ERSPAN セッションを指定します。

ステップ 3

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

（任意）
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。

ステップ 4

switch(config-erspan-src)# [no] 指定した ERSPAN セッションのパケットの MTU
mtumtu
切り捨てサイズを設定します。指定できる範囲は
176 ～ 1500 バイトです。

ステップ 5

switch(config-erspan-src)# exit モニタ コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 6

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。
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ERSPAN の設定
各 ERSPAN セッションのソース レート制限の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

switch# show monitor
sessionsession-number

（任意）
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、ERSPAN セッションの
ステータスを表示します。

ステップ 8

switch# copy running-config
startup-config [vdc-all]

（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。

各 ERSPAN セッションのソース レート制限の設定
ERSPAN 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。Cisco NX-OS Release 6.1 以降では、各 ERSPAN セッションに送信元レー
ト制限を設定することで、送信元の転送インスタンスのこの問題および送信元転送インスタンス
のトラフィックの負荷を軽減できます。

（注）

ERSPAN サンプリングは ERSPAN 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 ERSPAN ソース パケットで完了した後に発生します。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor ERSPAN 送信元タイプでモニタ コンフィギュレーション
sessionsession-numbertype モードを開始し、送信元レート制限が設定される ERSPAN
erspan-source
セッションを指定します。

ステップ 3

switch(config-erspan-src)# （任意）
header-typeversion
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。

ステップ 4

switch(config-erspan-src)# 自動または手動モードの指定された ERSPAN セッション
[no] rate-limit {auto |
の ERSPAN パケットの送信元レート制限を設定します。
rate-limit}
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ERSPAN の設定
各 ERSPAN セッションのソース レート制限の設定

コマンドまたはアク
ション

目的
• 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、
ERSPAN 送信元として使用されるポートの数に基づ
いて F2 シリーズまたは F2e 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、ERSPAN 送信元とし
て使用されるポートの数に関係なく F2 シリーズまた
は F2e 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 ERSPAN 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、F2 シリーズまた
は F2e シリーズ モジュールの各転送エンジンから送
信できる ERSPAN 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。

ステップ 5

switch(config-erspan-src)# モニタ コンフィギュレーション モードを終了します。
exit

ステップ 6

switch(config)# exit

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 7

switch# show monitor
sessionsession-number

（任意）
レート制限の設定ステータスを含む ERSPAN 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 ERSPAN
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。

ステップ 8

switch# copy
running-config
startup-config [vdc-all]

（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。
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ERSPAN の設定
各 ERSPAN セッションのサンプリングの設定

各 ERSPAN セッションのサンプリングの設定
Cisco NX-OS Release 6.1 以降では、ERSPAN 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 ERSPAN 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。

（注）

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 ERSPAN 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 ERSPAN ソース パケットで完了した後に発生します。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ERSPAN 送信元タイプでモニタ コンフィギュレー
ション モードを開始し、ERSPAN サンプリングが
設定される ERSPAN セッションを指定します。

ステップ 3

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

（任意）
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。

ステップ 4

switch(config-erspan-src)# [no] ERSPAN 送信元パケットのサンプリング範囲を設
samplingrange
定します。サンプリング値は、x パケットから 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。

ステップ 5

switch(config-erspan-src)# exit モニタ コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 6

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
します。

ステップ 7

switch# show monitor
sessionsession-number

（任意）
ERSPAN 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るまた
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ERSPAN の設定
ERSPAN 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

コマンドまたはアクション

目的
はサポートされないモジュールを含む、ERSPAN
セッションのステータスを表示します。

ステップ 8

switch# copy running-config
startup-config [vdc-all]

（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。

ERSPAN 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 ERSPAN 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、ERSPAN の複製が、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、ERSPAN の複製は、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、ERSPAN 用に複製されません）。

（注）

レイヤ 3 マルチキャスト トラフィックでは、ERSPAN 複製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 ERSPAN 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）。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source

ERSPAN 送信元タイプでモニタ コンフィギュ
レーション モードを開始し、マルチキャスト
ベスト エフォート モードが設定される ERSPAN
セッションを指定します。

ステップ 3

switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

（任意）
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。
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ERSPAN の設定
ルール ベース ERSPAN の設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

switch(config-erspan-src)# [no]
multicast best-effort

指定された ERSPAN 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。

ルール ベース ERSPAN の設定
一連のルールに基づいて入力または出力 ERSPAN 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
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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。

ステップ 2 switch(config)# monitor erspan ERSPAN のグローバルな送信元 IP アドレスを設定しま
origin
す。
ip-addressip-addressglobal
グローバルな送信元 IP アドレスはデフォルト VDC ま
たは管理 VDC で設定できます。この VDC で設定した
値は、すべての VDC で有効です。デフォルトまたは管
理 VDC で加えられる変更はすべてのデフォルト以外の
VDC に適用されます。
ステップ 3 switch(config)# monitor erspan （任意）
granularity {100_ms | 100_ns すべての VDC にわたるすべての ERSPAN タイプ III
| 1588 | ns}
セッションの粒度を指定します。粒度のオプションは
100 ミリ秒（ms）、100 ナノ秒（ns）、IEEE 1588（秒
またはナノ秒）、およびナノ秒です。
（注）

クロック マネージャは粒度の設定に基づいて
ERSPAN タイマーを調整します。IEEE 1588
を設定すると、クロック マネージャは、複数
のスイッチで ERSPAN タイマーを同期化しま
す。設定しないと、クロック マネージャはス
イッチのマスター タイマーに ERSPAN タイ
マーを同期化します。
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ERSPAN の設定
ルール ベース ERSPAN の設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

（注）

（注）

1588 粒度モードは、Cisco NX-OS Release 6.1
でサポートされず、選択した場合は拒否され
ます。
M2 シリーズ モジュールは、100 ms、100 ns、
および ns の粒度をサポートします。F2 シリー
ズおよび F2e シリーズ モジュールは 100 ms
と 100 ns の粒度だけをサポートします。
このコマンドは、デフォルトの VDC でのみ
適用できます。

ステップ 4 switch(config)# no monitor
指定した ERSPAN セッションの設定を消去します。新
session {session-number | all} 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 コンフィギュレーションに追加されます。
ステップ 5 switch(config)# monitor session ERSPAN タイプ II 送信元セッションを設定します。デ
{session-number | all} type
フォルトでは、セッションは双方向です。オプション
erspan-source [rx | tx] [shut] のキーワードは次のとおりです。
• rx：入力拡張 ERSPAN 送信元セッションを指定し
ます。
• tx：出力拡張 ERSPAN 送信元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。
ステップ 6 switch(config-erspan-src)#
mode extended

（任意）
ERSPAN 送信元セッションを拡張双方向セッションと
して設定します。
（注）

ステップ 7 switch(config-erspan-src)#
header-typeversion

（任意）
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。
（注）

ステップ 8 switch(config-erspan-src)#
descriptiondescription

単方向の ERSPAN 送信元セッションではこの
コマンドは使用できません。

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。

（任意）
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。
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ルール ベース ERSPAN の設定

コマンドまたはアクション
ステップ 9 switch(config-erspan-src)# [no]
filter [access-groupacl-filter]
[vlanvlan-range] [bpdu [true |
false]] [coscos-value]
[dest-macdest-mac]
[eth-typeeth-value]
[flow-hashflow-value]
[frame-type [eth | arp | fcoe |
ipv4 | ipv6]]
[pc-laneport-number]
[src_macmac-address]
[trace-route [true | false]]

目的
ERSPAN 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。
• access-group：アクセス制御グループに基づいて
フィルタを指定します。
• vlan：VLAN の範囲に基づいてフィルタを指定し
ます。
• 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。
• 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。

ステッ
プ 10

switch(config-erspan-src)# [no] （任意）
filter frame-type eth
ERSPAN 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。
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ルール ベース ERSPAN の設定

ステッ
プ 11

コマンドまたはアクション

目的

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type arp
[[arp-rarp [arp | rarp]]
[req-resp [req | rsp]]
[sender-ipip-address]
[target-ipip-address]]

（任意）
ERSPAN 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に
は、このコマンドの no 形式を入力します。
• 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。
• 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。

ステッ
プ 12

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type fcoe
[[fc-sidFC-source-ID]
[fc-didFC-dest-ID]
[fcoe-typefcoe-value]
[r-ctlr-ctl-value] [sofsof-value]
[cmd-codecmd-value]]

（任意）
ERSPAN 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。
• 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（R CTL）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。

ステッ
プ 13

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type ipv4
[[src-ipsrc-ip] [dest-ipdest-ip]
[tostos-value]
[l4-protocoll4-value]]

（任意）
ERSPAN 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。
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ルール ベース ERSPAN の設定

コマンドまたはアクション

目的
• 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。

ステッ
プ 14

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type ipv6
[[src-ipsrc-ip ] [dest-ipdest-ip]
[tostos-value]
[l4-protocoll4-value]]

（任意）
ERSPAN 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。
• 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：IPv6 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。

ステッ
プ 15

ステップ 9 から 14 をセッ
（任意）
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 16

switch(config-erspan-src)#
source {[interface [type
slot/port [-port] [,type
slot/port[-port]]]
[port-channelchannel-number]]
| [vlan {number | range}]} [rx |
tx | both]

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、ポート
チャネル、帯域内インターフェイス、VLAN 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。
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
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ルール ベース ERSPAN の設定

コマンドまたはアクション

目的
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。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。

ステッ
プ 17

ステップ 16 を繰り返して、 （任意）
すべての ERSPAN 送信元を —
設定します。

ステッ
プ 18

switch(config-erspan-src)#
destination ipip-address

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。
（注）

Cisco Nexus 2000 Series 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、ERSPAN 宛先として
設定できません。

ステッ
プ 19

switch(config-erspan-src)#
erspan-iderspan-id

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

ステッ
プ 20

switch(config-erspan-src)#
vrfvrf-name

ERSPAN 送信元セッションがトラフィックの転送に使
用する VRF インスタンスを設定します。VRF 名には最
大 32 文字の英数字を使用できます。大文字と小文字は
区別されます。

ステッ
プ 21

switch(config-erspan-src)# ip
ttlttl-number

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

ステッ
プ 22

switch(config-erspan-src)#ip
dscpdscp-number

（任意）
ERSPAN トラフィックのパケットの DiffServ コード ポ
イント（DSCP）値を設定します。範囲は 0 ～ 63 です。

ステッ
プ 23

switch(config-erspan-src)# 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。

ステッ
プ 24

switch(config-erspan-src)# exit モニタ コンフィギュレーション モードを終了します。
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例外 ERSPAN の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ 25

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステッ
プ 26

switch# show monitor session （任意）
{all | session-number |
マルチキャスト ベスト エフォート モードの設定ステー
rangesession-range} [brief]
タス、およびベスト エフォート モードがサポートされ
ているモジュールとサポートされていないモジュール
を含む、ERSPAN セッションのステータスを表示しま
す。

ステッ
プ 27

switch# 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 コン
フィギュレーションにコピーします。

例外 ERSPAN 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）。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# monitor
モニタ コンフィギュレーション モードを開始し、
sessionsession-numbertype ERSPAN セッションを指定します。例外 ERSPAN は出
erspan-source [rx | tx]
力方向でのみサポートされます。拡張 ERSPAN Rx セッ
[shut]
ションの場合、例外送信元設定は拒否されます。オプ
ションのキーワードは次のとおりです。
• rx：入力拡張 ERSPAN 送信元セッションを指定し
ます。
• tx：出力拡張 ERSPAN 送信元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。

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
32

ERSPAN の設定
例外 ERSPAN の設定

コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 3

switch(config-erspan-src)# （任意）
mode extended
ERSPAN セッションを拡張双方向セッションとして設定
します。

ステップ 4

switch(config-erspan-src)# 送信元を例外の ERSPAN セッションとして設定します。
source exception {layer3 | 以下の例外タイプがサポートされます。
fabricpath | other | all}
• layer3：F2 シリーズおよび M シリーズ モジュール
に対するレイヤ 3 例外タイプを指定します。
• fabricpath：F シリーズ モジュールに対する
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にプログラ
ムされているリダイレクト登録によってドロップさ
れた M シリーズ モジュールに対する例外を指定し
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。

ステップ 5

switch(config-erspan-src)# ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスを設定します。
destination ipip-address
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。
（注）

Cisco Nexus 2000 Series 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、ERSPAN 宛先として設
定できません。

ステップ 6

switch(config-erspan-src)# ERSPAN セッションをイネーブルにします。デフォルト
no shut
では、セッションはシャット ステートで作成されます。

ステップ 7

switch(config-erspan-src)# モジュール コンフィギュレーション モードを終了しま
exit
す。

ステップ 8

switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 9

switch# show monitor
sessionsession-number

（任意）
マルチキャスト ベスト エフォート モードの設定ステー
タス、およびベスト エフォート モードがサポートされ
ているモジュールとサポートされていないモジュールを
含む、ERSPAN セッションのステータスを表示します。
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ERSPAN の設定
ERSPAN 設定の確認

コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 10

switch# copy
running-config
startup-config [vdc-all]

（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。

ERSPAN 設定の確認
ERSPAN の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
コマンド

目的

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

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。

show resource monitor-session-extended

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-mx-exception-src 例外セッションで使用可能なリソースを表示し
ます。

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Command Reference』を参照してください。

ERSPAN の設定例
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# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 14/30
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
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ERSPAN の設定
拡張 ERSPAN 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

switch(config)# monitor erspan origin ip-address 3.3.3.3 global
switch(config)# monitor erspan granularity 100_ns
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mode extended
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 14/30
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# show monitor session 1

拡張 ERSPAN 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 ERSPAN 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 1 type erspan-source
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 14/29
switch(config-monitor)# vrf default
switch(config-monitor)# erspan-id 200
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 1
switch(config)# copy running-config startup-config

次に、拡張 ERSPAN 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 type erspan-source
switch(config-monitor)# mode extended
switch(config-monitor)# source interface all tx
switch(config-monitor)# destination ip 192.0.2.1
switch(config-monitor)# vrf default
switch(config-monitor)# erspan-id 200
switch(config-monitor)# filter vlan 1-1000
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 2
switch(config)# copy running-config startup-config

単一方向 ERSPAN セッションの設定例
次に、単一方向 ERSPAN セッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 14/30
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 2/1-3 rx
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
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ERSPAN 宛先セッションの設定例

switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# show monitor session 1

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

ERSPAN ACL の設定例
次に、ERSPAN ACL を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# filter access_group erspan_filter

ERSPAN の MTU 切り捨ておよび ERSPAN サンプリングの設定例
次に、ERSPAN セッションの MTU 切り捨ておよび ERSPAN サンプリング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 100
switch(config-erspan-src)# sampling 10
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1
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マルチキャスト ベスト エフォート モードを使用した ERSPAN の設定
例
次に、ERSPAN セッションのマルチキャストのベスト エフォート モード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)# multicast best-effort
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1

ルール ベースの ERSPAN の設定例
次に、ルール ベースの ERSPAN セッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 10.0.0.1 global
switch(config)# monitor erspan granularity 100_ns
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mode extended
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# description erspan_src_session_3
switch(config-erspan-src)# filter frame-type ipv4 src-ip 10.1.1.1/24
switch(config-erspan-src)# filter vlan 10,20
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1
switch(config-erspan-src)# erspan-id 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# ip ttl 25
switch(config-erspan-src)# ip dscp 42
switch(config-erspan-src)# no shut
switch# show monitor session 3

例外 ERSPAN の設定例
次に、ERSPAN 例外セッションを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 3 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# mode extended
switch(config-erspan-src)# source exception all
switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1
switch(config-erspan-src)# no shut
switch# show monitor session 3

関連資料
関連項目

マニュアル タイトル
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ERSPAN コマンド：コマンド構文の詳細、コマ 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
ンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用 Management Command Reference』
上の注意事項、および例
VDC

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

『Cisco Network Analysis Module (NAM)』

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

ファブリック エクステンダ

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software
Configuration Guide』

ERSPAN 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 2：ERSPAN の機能の履歴

機能名

リリース

機能情報

ERSPAN

7.3(0)DX(1)

M3 シリーズ モジュールでの
ERSPAN 送信元および宛先セッ
ションのサポートが追加されまし
た。

ERSPAN

7.3(0)D1(1)

ERSPAN セッションあたり 4K の
VLAN のサポートが追加されまし
た。

ERSPAN

6.2(2)

F2 および F2e シリーズ モジュール
の ERSPAN 宛先セッションのサ
ポートが追加されました。

ERSPAN

6.2(2)

ERSPAN データソースに対する
NAMサポートが追加されました。

ERSPAN

6.2(2)

拡張 ERSPAN のサポートが追加さ
れました。
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ERSPAN

6.2(2)

ルール ベースの ERSPAN のサポー
トが追加されました。

ERSPAN

6.2(2)

例外 ERSPAN のサポートが追加さ
れました。

ERSPAN

6.2(2)

F2 または F2e シリーズ モジュール
で ERSPAN の終端のサポートが追
加されました。

ERSPAN

6.1(2)

F2e シリーズ モジュールのサポー
トが追加されました。

ERSPAN

6.1(1)

ERSPAN タイプ III のサポートが追
加されました。

ERSPAN

6.1(1)

スーパーバイザ 2 のサポートが追
加されました。

ERSPAN

6.1(1)

F2 および M2 シリーズ モジュール
のサポートが追加されました。

ERSPAN

6.1(1)

ERSPAN サンプリングのサポート
が追加されました。

ERSPAN

6.1(1)

MTU 切り捨てと各 ERSPAN セッ
ションの送信元レート制限を設定
する機能が追加されました。

ERSPAN

6.0(1)

ERSPAN および ERSPAN ACL は、
F2 シリーズ モジュールではサポー
トされていません。

ERSPAN

5.2(1)

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

ERSPAN

5.2(1)

ERSPAN 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
設定する機能が追加されました。

ERSPAN および ERSPAN ACL

5.1(1)

この機能が導入されました。
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ERSPAN

7.2
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ERSPAN 送信元セッションは、F3
シリーズ モジュールでサポートさ
れます。ただし、ERSPAN ACL
セッションは F3 シリーズ モジュー
ルではサポートされていません。

