
ERSPAN の設定
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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。

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
1

https://tools.cisco.com/bugsearch/


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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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。（注）

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。CiscoNX-OSRelease 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
CiscoNetworkAnalysisModule（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。

CiscoNexus7000NetFlow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。

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。

（注）

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。

ライセンス要件製品

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

ERSPAN の前提条件
ERSPANには、次の前提条件があります。
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•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ERSPANACL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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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。

（注）

•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VLANERSPAN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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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。

（注）

• 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。

• CiscoNX-OSRelease 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

デフォルトパラメータ

ディセーブルERSPANサンプリング

シャットステートで作成されますERSPANセッション

ディセーブル従来の ERSPANセッションに対する ERSPAN
ソースレート制限

イネーブル拡張ERSPANセッションに対するERSPANソー
スレート制限

100マイクロ秒ERSPANタイプ IIIセッションのグローバル粒
度

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

ERSPAN の設定

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。

（注）

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。

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。

（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。

switch# configure terminalステップ 1   

ERSPANのグローバルな送信元 IPアドレスを設定し
ます。

switch(config)#monitor erspan
origin
ip-addressip-addressglobal

ステップ 2   

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

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

ステップ 3   

のセッションコンフィギュレーションに追加されま

す。

ERSPANタイプ II送信元セッションを設定します。
デフォルトでは、セッションは双方向です。オプショ

switch(config)#monitor session
{session-number | all} type
erspan-source [shut]

ステップ 4   

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。

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。

switch(config-erspan-src)#
descriptiondescription

ステップ 5   

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

switch(config-erspan-src)#
source {[interface [all] [type
slot/port[-port][, type

ステップ 6   

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。

slot/port[-port]]]
[port-channelchannel-number]]

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。

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

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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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

（任意）
—

ステップ6を繰り返して、す
べての ERSPAN送信元を設
定します。

ステップ 7   

（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、またはカンマで

switch(config-erspan-src)# filter
vlan {number | range}

ステップ 8   

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、『CiscoNexus 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。

（任意）
—

ステップ8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   

（任意）

ACLをERSPANセッションにアソシエートします。
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
ConfigurationGuide』を参照してください。

（注）

switch(config-erspan-src)# filter
access-groupacl-filter

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステップ 11   

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。

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

ステップ 12   

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

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

ステップ 13   

（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。

（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。

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

ステップ 14   

（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。

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

ステップ 15   

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。

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 16   

モニタコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 17   

（任意）

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

ステップ 18   

（任意）

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config)# show
running-config monitor

ステップ 19   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレーション
を表示します。

switch(config)# show
startup-config monitor

ステップ 20   

（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 21   
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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

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   

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。

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

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。

switch(config-if)# switchportステップ 3   

選択したスロットおよびポートまたはポート範

囲で次のスイッチポートモードを設定します。

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

ステップ 4   

•アクセス

•トランク

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。

switch(config-if)# switchport
monitor

ステップ 5   

（任意）
—

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

ステップ 6   

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

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

ステップ 7   

は、既存のセッションコンフィギュレーション

に追加されます。

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

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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。

switch(config-erspan-dst)#
descriptiondescription

ステップ 9   

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

switch(config-erspan-dst)# source
ipip-address

ステップ 10   

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。

（注）

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。

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

ステップ 11   

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。

（注）

（任意）
—

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

ステップ 12   

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。

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

ステップ 13   

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。

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

ステップ 14   

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。

switch(config-erspan-dst)# no shutステップ 15   

モニタコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

switch(config-erspan-dst)# exitステップ 16   

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。

switch(config)# exitステップ 17   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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

ステップ 18   

（任意）

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示
します。

switch# show running-config
monitor

ステップ 19   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレー
ションを表示します。

switch# show startup-config
monitor

ステップ 20   

（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 [vdc-all]

ステップ 21   

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

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   

指定の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。

switch(config)#monitor session
{session-range | all} shut

ステップ 2   

指定の ERSPAN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。

switch(config)# no monitor
session {session-range | all} shut

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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、nomonitor session shutコマンドを続ける必要
があります。

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

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

ステップ 4   

コンフィギュレーションは、既存のセッションコ

ンフィギュレーションに追加されます。

ERSPAN宛先タイプのモニタコンフィギュレー
ションモードを開始します。

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

ステップ 5   

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

作成されます。

switch(config-erspan-src)# shutステップ 6   

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

作成されます。

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステップ 7   

モニタコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

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

（任意）

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

ステップ 9   

（任意）

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

switch(config)# show
running-config monitor

ステップ 10   

（任意）

ERSPANのスタートアップコンフィギュレーショ
ンを表示します。

switch(config)# show
startup-config monitor

ステップ 11   

（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 12   
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ERSPAN セッションごとの MTU の切り捨ての設定
CiscoNX-OSRelease 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。

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。

（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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。

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

ステップ 2   

（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。

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

ステップ 3   

指定した ERSPAN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

176～ 1500バイトです。

switch(config-erspan-src)# [no]
mtumtu

ステップ 4   

モニタコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 5   

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。

switch(config)# exitステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（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

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 7   

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。

（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 [vdc-all]

ステップ 8   

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。

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。

（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。switch# configure
terminal

ステップ 1   

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、送信元レート制限が設定されるERSPAN
セッションを指定します。

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

ステップ 2   

（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。

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

ステップ 3   

自動または手動モードの指定された ERSPANセッション
の ERSPANパケットの送信元レート制限を設定します。

switch(config-erspan-src)#
[no] rate-limit {auto |
rate-limit}

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアク

ション

•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。

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

ステップ 5   

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。switch(config)# exitステップ 6   

（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

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 7   

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。

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

ステップ 8   
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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。

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。

（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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。

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

ステップ 2   

（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。

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

ステップ 3   

ERSPAN送信元パケットのサンプリング範囲を設
定します。サンプリング値は、xパケットから 1つ

switch(config-erspan-src)# [no]
samplingrange

ステップ 4   

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。

モニタコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)# exitステップ 5   

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。

switch(config)# exitステップ 6   

（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

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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。

（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 [vdc-all]

ステップ 8   

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）。

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）。

（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。

switch# configure terminalステップ 1   

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

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

ステップ 2   

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。

（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。

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 4   

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

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   

ERSPANのグローバルな送信元 IPアドレスを設定しま
す。

switch(config)#monitor erspan
origin
ip-addressip-addressglobal

ステップ 2   

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。

（任意）

すべての VDCにわたるすべての ERSPANタイプ III
セッションの粒度を指定します。粒度のオプションは

switch(config)#monitor erspan
granularity {100_ms | 100_ns
| 1588 | ns}

ステップ 3   

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。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

M2シリーズモジュールは、100ms、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。

（注）

このコマンドは、デフォルトの VDCでのみ
適用できます。

（注）

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。

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

ステップ 4   

ERSPANタイプ II送信元セッションを設定します。デ
フォルトでは、セッションは双方向です。オプション

のキーワードは次のとおりです。

switch(config)#monitor session
{session-number | all} type
erspan-source [rx | tx] [shut]

ステップ 5   

• 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。

（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。

switch(config-erspan-src)#
mode extended

ステップ 6   

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。

（注）

（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。

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

ステップ 7   

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。

（注）

（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。

switch(config-erspan-src)#
descriptiondescription

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

ERSPANセッションの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

switch(config-erspan-src)# [no]
filter [access-groupacl-filter]
[vlanvlan-range] [bpdu [true |

ステップ 9   

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。
false]] [coscos-value]
[dest-macdest-mac]
[eth-typeeth-value] • 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。[flow-hashflow-value]
[frame-type [eth | arp | fcoe |

• vlan：VLANの範囲に基づいてフィルタを指定し
ます。

ipv4 | ipv6]]
[pc-laneport-number]
[src_macmac-address]
[trace-route [true | false]] • 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。

（任意）

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。

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type eth

ステッ

プ 10   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

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

ステッ

プ 11   

• 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。

（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

switch(config-erspan-src)# [no]
filter frame-type fcoe
[[fc-sidFC-source-ID]
[fc-didFC-dest-ID]

ステッ

プ 12   

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。

[fcoe-typefcoe-value]
[r-ctlr-ctl-value] [sofsof-value]
[cmd-codecmd-value]] • 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）

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

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

ステッ

プ 13   

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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目的コマンドまたはアクション

• 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。

（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

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

ステッ

プ 14   

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。

（任意）
—

ステップ 9から 14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 15   

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

switch(config-erspan-src)#
source {[interface [type
slot/port [-port] [,type

ステッ

プ 16   
チャネル、帯域内インターフェイス、VLANの範囲、

slot/port[-port]]] Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderインターフェイ[port-channelchannel-number]]
ス、または Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenderに接| [vlan {number | range}]} [rx |

tx | both] 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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目的コマンドまたはアクション

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。

（任意）
—

ステップ 16を繰り返して、
すべての ERSPAN送信元を
設定します。

ステッ

プ 17   

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

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

ステッ

プ 18   

CiscoNexus 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。

（注）

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

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

ステッ

プ 19   

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

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

ステッ

プ 20   
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。

（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。

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

ステッ

プ 21   

（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。

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

ステッ

プ 22   

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。

switch(config-erspan-src)# no
shut

ステッ

プ 23   

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

プ 24   
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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終了しま

す。

switch(config)# exitステッ

プ 25   

（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

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

ステッ

プ 26   

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。

（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 27   

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

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   

モニタコンフィギュレーションモードを開始し、

ERSPANセッションを指定します。例外 ERSPANは出
switch(config)#monitor
sessionsession-numbertype
erspan-source [rx | tx]
[shut]

ステップ 2   

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。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。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

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。

switch(config-erspan-src)#
mode extended

ステップ 3   

送信元を例外のERSPAN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。

switch(config-erspan-src)#
source exception {layer3 |
fabricpath | other | all}

ステップ 4   

• 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。

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

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

ステップ 5   

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。

（注）

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。

switch(config-erspan-src)#
no shut

ステップ 6   

モジュールコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-erspan-src)#
exit

ステップ 7   

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。

switch(config)# exitステップ 8   

（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

switch# show monitor
sessionsession-number

ステップ 9   

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。

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
33

ERSPAN の設定
例外 ERSPAN の設定



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。

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

ステップ 10   

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。

目的コマンド

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

ERSPANの実行コンフィギュレーションを表示
します。

show running-config monitor

ERSPANのスタートアップコンフィギュレー
ションを表示します。

show startup-config monitor

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

例外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

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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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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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

マニュアルタイトル関連項目

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
37

ERSPAN の設定
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



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

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

上の注意事項、および例

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

VDC

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

『Cisco Network Analysis Module (NAM)』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software
Configuration Guide』

ファブリックエクステンダ

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

機能情報リリース機能名

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。

7.3(0)DX(1)ERSPAN

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。

7.3(0)D1(1)ERSPAN

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。

6.2(2)ERSPAN

ERSPAN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)ERSPAN

拡張 ERSPANのサポートが追加さ
れました。

6.2(2)ERSPAN
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ルールベースのERSPANのサポー
トが追加されました。

6.2(2)ERSPAN

例外 ERSPANのサポートが追加さ
れました。

6.2(2)ERSPAN

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。

6.2(2)ERSPAN

F2eシリーズモジュールのサポー
トが追加されました。

6.1(2)ERSPAN

ERSPANタイプ IIIのサポートが追
加されました。

6.1(1)ERSPAN

スーパーバイザ 2のサポートが追
加されました。

6.1(1)ERSPAN

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。

6.1(1)ERSPAN

ERSPANサンプリングのサポート
が追加されました。

6.1(1)ERSPAN

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。

6.1(1)ERSPAN

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

6.0(1)ERSPAN

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。

5.2(1)ERSPAN

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。

5.2(1)ERSPAN

この機能が導入されました。5.1(1)ERSPANおよび ERSPAN ACL
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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。

7.2ERSPAN
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