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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 Nexus 9300シリーズスイッチは ERSPANタイプ IIおよびタイプ IIIをサポートし、Cisco
Nexus 9500シリーズスイッチは ERSPANのみをサポートします。
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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高精度時間プロトコル（PTP）タイムスタンプ情報（IEEE1588で定
義）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。

PTPの詳細については、「PTPの設定」を参照してください。（注）

ERSPAN マーカーパケット
ERSPANタイプ IIIヘッダーでは、ハードウェア的に生成される 32ビットのタイムスタンプが伝
送されます。このタイムスタンプフィールドは、定期的にラップされます。スイッチが 1 ns粒度
に設定されている場合、このフィールドは 4.29秒ごとにラップされます。このようなラップ時間
の存在は、タイムスタンプの真の値の取得を困難にしています。

ERSPANタイムスタンプの実際の値を復元するには、定期的なマーカーパケットの設定におい
て、オリジナルの UTCタイムスタンプ情報を伝えて ERSPANタイムスタンプに参照できるよう
にすることができます。マーカーパケットは 1秒間隔で送信されます。これにより宛先サイト
は、参照パケットのタイムスタンプとパケットオーダーの違いをチェックすることで、32ビット
のラップを取得できます。

ERSPAN 送信元
トラフィックをモニタできるモニタ元インターフェイスのことを ERSPANソースと呼びます。送
信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックを

コピーするかどうかを指定します。ERSPAN送信元には次のものが含まれます。

•イーサネットポート(サブインターフェイスではない）

•ポートチャネル

•コントロールプレーン CPUへの帯域内インターフェイス。

• VLANs

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。

（注）

VLANポートは、入力方向にのみ ERSPAN送信元となることができます。（注）
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• Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダ（FEX）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アクセスモードおよびレイヤ 2トラ
ンクモードでサポートされます。これらはレイヤ 3モードではサポートされ
ず、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）

FEXポートが ERSPAN送信元としてサポートされるのは、入力方向について
はすべてのトラフィックに対してですが、出力方向については既知のレイヤ

2ユニキャストトラフィックだけです。

（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）

ERSPAN セッション
モニタする送信元を指定する ERSPANセッションを作成できます。

ローカライズされた ERSPAN セッション
ERSPANセッションがローカライズされるのは、すべての送信元インターフェイスが同じライン
カードにある場合です。

VLAN送信元の ERSPANセッションはローカライズされません。（注）

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 9000 Series NX-OS High Availability and
Redundancy 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。
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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。Cisco 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。

•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 9000 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 9000 Series NX-OS Verified Scalability
Guide』を参照してください。

•ラインカードごとの ERSPANセッションの数は、同じインターフェイスが複数セッション
の双方向送信元として設定されている場合は、2に減少します。

• 1つのフォワーディングエンジンインスタンスで 4つの ERSPANセッションがサポートさ
れます。Cisco Nexus 9300シリーズスイッチの場合は、最初の 3つのセッションに双方向送
信元が含まれていると、4番目のセッションのハードウェアリソースは Rx送信元専用にな
ります。この制限は、ERSPAN送信元のフォワーディングエンジンインスタンスマッピン
グに応じて、Cisco Nexus 9500シリーズスイッチにも適用される場合があります。

• ERSPAN送信元セッションだけがサポートされています。宛先セッションはサポートされま
せん。

• Cisco Nexus 9300シリーズスイッチは、Tx ERSPANを 40Gアップリンクポートでサポート
しません。

• Cisco Nexus 9300シリーズスイッチ 40Gアップリンクインターフェイスの ERSPANコピー
は、Rx方向にスパンする際に dot1q情報を取り逃がします。

• Cisco Nexus 9500シリーズスイッチの ERSPANセッションは、スパンされたコピーの
ERSPANv2または ERSPANv3ヘッダーをサポートしません。Cisco Nexus 9300シリーズス
イッチは ERSPANv2または ERSPANv3ヘッダーをサポートしますが、それは 40Gアップリ
ンク SPANを宛先とするセッションに限られます。
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• VLANが、ERSPAN送信元またはフィルタとして使用される場合、属することができるセッ
ションは 1つだけです。

•不明ユニキャストでフラッディングされたパケットのルーティング後のフローは ERSPAN
セッションに置かれますが、これはフローが転送されるポートをモニタしないよう ERSPAN
セッションが設定されている場合であっても同様です。この制限は、ネットワークフォワー

ディングエンジン（NFE）、NFE2対応 EORスイッチ、TXポートの送信元を持つ ERSPAN
セッションに適用されます。

• VLAN送信元は Rx方向でのみスパンします。

•スーパーバイザの生成するStreamOfBytesModuleHeader（SOBMH）パケットには、インター
フェイスから出力される情報がすべて含まれており、SPANおよび ERSPANを含めた、ハー
ドウェア内部でのフォワーディングルックアップをすべてバイパス可能です。パケットのブ

リッジプロトコルデータユニット（BPDU）クラスおよびレイヤ 3インターフェイスでの
CPU生成のフレームは、SOBMHを使用して送信されます。

•フィルタアクセスグループの統計情報はサポートされません。

• ERSPANセッションでの access-groupフィルタは、vlan-accessmapとして設定する必要があり
ます。

•セッションフィルタリング機能（VLANまたはACLフィルタ）は、Rx送信元でのみサポー
トされます。

•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。

•スーパーバイザによって生成されたコントロールプレーンパケットは、ERSPANカプセル
化または ERSPANアクセスコントロールリスト（ACL）によるフィルタ処理をすることは
できません。

• ERSPANおよびERSPANACLセッションが宛先ルータで同時に終了されるのは、CiscoNexus
9300シリーズスイッチのアップリンクポート経由で ERSPAN宛先 IPアドレスが解決された
場合のみです。

• VLANおよび ACLフィルタは、FEXポートではサポートされません。

•双方向 ERSPANセッションで使用される送信元が同じ FEXから出されている場合、ハード
ウェアリソースは 2つの ERSPANセッションに限定されます。

• ERSPANは、管理ポートではサポートされません。

• ERSPANは、レイヤ 3ポートチャネルのサブインターフェイスの宛先をサポートしません。

• ERSPANは、N9K-X9408PC-CFP2ラインカードポートの宛先をサポートしません。

• VLAN ERSPANがモニタするのは、VLANのレイヤ 2ポートを出入りするトラフィックだけ
です。

• VLANは、入力方向のみの ERSPAN送信元としてサポートされます。
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• FEXポートがERSPAN送信元としてサポートされるのは、入力方向についてはすべてのトラ
フィックに対してですが、出力方向については既知のレイヤ 2ユニキャストトラフィックだ
けです。

• 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
される必要がある場合は、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。

• ERSPANタイプ IIIセッションのタイムスタンプの粒度は、CLIからは設定できません。この
値は 100ピコ秒であり、PTPを基に実行されます。

• ERSPANはデフォルトおよび非デフォルトのVRFで動作しますが、ERSPANマーカーパケッ
トはデフォルト VRFでのみ動作します。

•プライオリティフロー制御（PFC）ERSPANには、次の制約事項があります。

◦物理またはport-channelインターフェイスのRx方向でのみサポートされています。VLAN
インターフェイスの Rx方向、または Tx方向ではサポートされていません。

◦ Cisco Nexus 9300シリーズアップリンクポートではサポートされていません。

◦また、フィルタとは共存できません。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(1)以降では、同じ送信元が複数のセッションに属することが
できます。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(1)以降では、Cisco Nexus 9300および 9500シリーズスイッチ
で同じ送信元の複数の ACLフィルタをサポートします。

•次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200シリーズスイッチに適用されます。

◦ ERSPANACLの set-erspan-gre-protoおよび set-erspan-dscpアクションは、Cisco NX-OS
リリース 7.0(3)I4(1)以降でサポートされます。

◦ UDFベース ERSPANは、Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(1)以降でサポートされます。

◦ ERSPANによるフォワードドロップは、Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(1)以降でサポー
トされます。

◦ Tx ERSPANは、マルチキャスト、未知のマルチキャスト、およびブロードキャストト
ラフィックではサポートされません。

◦ ERSPAN送信元と宛先が同じスライスにあり、スライスに転送インターフェイスがない
場合、Rx ERSPANはマルチキャストでサポートされません。これがサポートされるの
は、スライスに転送インターフェイスがあるか、あるいは ERSPANの送信元と宛先が
異なるスライスにある場合です。

◦同じスライスにある複数の出力ポートで出力ERSPANトラフィックの輻輳が生じると、
これらの出力ポートではラインレートを得られません。

◦ ACLフィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイストラフィッ
クのスパンは、サポートされません。

◦ CPU ERSPAN送信元は、Rx方向（CPUからの ERSPANパケット）でのみ追加できま
す。
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◦複数の ACLフィルタは、同じ送信元ではサポートされません。

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（Parameters）

シャットステートで作成されます。ERSPANセッション

100マイクロ秒ERSPANマーカーパケット間隔

100ピコ秒ERSPANタイプ IIIセッションのタイムスタン
プ粒度

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。

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）
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手順の概要

1. configure terminal
2. monitor erspan origin ip-addressip-addressglobal
3. no monitor session {session-number | all}
4. monitor session {session-number | all} type erspan-source [shut]
5. （任意） [no] header-type 3
6. descriptiondescription
7. source {interfacetype [rx | tx | both] [allow-pfc] | vlan {number | range} [rx]} [forward-drops rx

[priority-low]]
8. （任意） ステップ 7を繰り返して、すべての ERSPAN送信元を設定します。
9. （任意） filter vlan {number | range}
10. （任意） ステップ 9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。
11. （任意） filter access-groupacl-filter
12. destination ipip-address
13. erspan-iderspan-id
14. vrfvrf-name
15. （任意） ip ttlttl-number
16. （任意） ip dscpdscp-number
17. （任意） [no] marker-packetmicroseconds
18. no shut
19. exit
20. （任意） show monitor session {all | session-number | rangesession-range} [brief]
21. （任意） show running-config monitor
22. （任意） show startup-config monitor
23. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

ステップ 2   

例：
switch(config)# monitor erspan
origin ip-address 10.0.0.1 global
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目的コマンドまたはアクション

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。

nomonitor session {session-number | all}

例：
switch(config)# no monitor session
3

ステップ 3   

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 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。

monitor session {session-number | all}
type erspan-source [shut]

例：
switch(config)# monitor session 3
type erspan-source
switch(config-erspan-src)#

ステップ 4   

（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。

[no] header-type 3

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

ステップ 5   

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）

セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義

されません。説明には最大 32の英数字を使用できます。
descriptiondescription

例：
switch(config-erspan-src)#
description erspan_src_session_3

ステップ 6   

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。一定範囲のイーサネットポート、ポートチャネル、イ

source {interfacetype [rx | tx | both]
[allow-pfc] | vlan {number | range} [rx]}
[forward-drops rx [priority-low]]

ステップ 7   

ンバンドインターフェイス、一定範囲の VLAN、または Cisco

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

Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダ（FEX）上のサ
テライトポートまたはホストインターフェイスポートチャネ

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、複数設定すること例：

switch(config-erspan-src)# source
interface ethernet 2/1 rx allow-pfc

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。

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

allow-pfcオプションは、ポートで受信されるプライオリティフ
ロー制御（PFC）フレームのスパニングを開始します。PFCフ
レームは、ドロップされずに入力パイプラインで許可されます。

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

該当ポートに ERSPANが設定されている場合、それらの PFCフ
レームは適切な出力インターフェイスにスパニングされます。

このオプションを指定して設定されているポートは、通常のデー

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

タトラフィックもスパニングできます。このオプションでは、

PFCフレームのスパニングを Rx方向のみサポートします。
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目的コマンドまたはアクション

allow-pfcに txまたはbothオプションを設定すると、エラーメッ
セージが表示されます。例：

switch(config-erspan-src)# source
interface ethernet 101/1/1-3 インターフェイスまたはVLANを ERSPAN送信元として設定す

る代わりに、入力パイプラインで可能な最大数のフォワードパ

例：
switch(config-erspan-src)# source
forward-drops rx

ケットドロップをスパニングするように ERSPANを設定できま
す。そのように設定することで、ネットワークのパケットドロッ

プを分析して、分離することができます。デフォルトでは、

source forward-drops rxコマンドは、ネットワーク転送モジュー
ルのすべてのポートのパケットドロップをキャプチャします。

priority-lowオプションを指定すると、この ERSPANアクセス
コントロールエントリ（ACE）の一致ドロップ条件は、VLAN
送信元で設定されているその他の ERSPANセッションよりも優
先度が低くなります。

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。

送信元VLANは、入力方向に限りサポートされます。
送信元 FEXポートがサポートされるのは、入力方向
についてはすべてのトラフィックに対してですが、出

力方向については既知のレイヤ 2ユニキャストトラ
フィックだけです。

（注）

（任意）
—

ステップ 7を繰り返して、すべての
ERSPAN送信元を設定します。

ステップ 8   

（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、またはカンマで区切った一連のエントリと

filter vlan {number | range}

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

ステップ 9   

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 9000 Series NX-OS Layer
2 Switching Configuration Guide』を参照してください。

ERSPAN送信元として設定されたFEXポートはVLAN
フィルタをサポートしません。

（注）

（任意）
—

ステップ9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 10   

（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

filter access-groupacl-filter

例：
switch(config-erspan-src)# filter
access-group ACL1

ステップ 11   

は、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security ConfigurationGuide』
を参照してください）。

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS システム管理設定ガイドリリース 7.x
10

ERSPAN の設定
ERSPAN 送信元セッションの設定



目的コマンドまたはアクション

入力パイプラインでフォワードパケットドロップを

スパンするようERSPANを設定した場合、このコマン
ドは使用できません。

（注）

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。

destination ipip-address

例：
switch(config-erspan-src)#
destination ip 10.1.1.1

ステップ 12   

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

erspan-iderspan-id

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

ステップ 13   

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

vrfvrf-name

例：
switch(config-erspan-src)# vrf
default

ステップ 14   

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。

ip ttlttl-number

例：
switch(config-erspan-src)# ip ttl
25

ステップ 15   

（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。

ip dscpdscp-number

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

ステップ 16   

（任意）

ERSPANタイムスタンプの実際の値を復元するため、セッショ
ンでの ERSPANマーカーパケットをイネーブルにします。この

[no] marker-packetmicroseconds

例：
switch(config-erspan-src)#
marker-packet 100

ステップ 17   

間隔の範囲には、100～ 1000マイクロ秒を設定できます。この
コマンドの no形式を使用すると、セッションでのマーカーパ
ケットをディセーブルにします。

ERSPAN送信元セッションをイネーブルにします。デフォルト
では、セッションはシャットステートで作成されます。

no shut

例：
switch(config-erspan-src)# no shut

ステップ 18   

モニタコンフィギュレーションモードを終了します。exit

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

ステップ 19   
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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。
show monitor session {all |
session-number | rangesession-range}
[brief]

ステップ 20   

例：
switch(config)# show monitor session
3

（任意）

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

例：
switch(config)# show running-config
monitor

ステップ 21   

（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。

show startup-config monitor

例：
switch(config)# show startup-config
monitor

ステップ 22   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 23   

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。
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手順の概要

1. configure terminal
2. monitor session {session-range | all} shut
3. no monitor session {session-range | all} shut
4. monitor sessionsession-numbertype erspan-source
5. shut
6. no shut
7. exit
8. （任意） show monitor session all
9. （任意） show running-config monitor
10. （任意） show startup-config monitor
11. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定の 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。

monitor session {session-range | all} shut

例：
switch(config)# monitor session 3 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。

nomonitor session {session-range | all} shut

例：
switch(config)# no monitor session 3
shut

ステップ 3   

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。

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

monitor sessionsession-numbertype
erspan-source

例：
switch(config)# monitor session 3 type
erspan-source
switch(config-erspan-src)#

ステップ 4   

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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目的コマンドまたはアクション

ERSPANセッションをシャットダウンします。デフォル
トでは、セッションはシャットステートで作成されます。

shut

例：
switch(config-erspan-src)# shut

ステップ 5   

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。

no shut

例：
switch(config-erspan-src)# no shut

ステップ 6   

モニタコンフィギュレーションモードを終了します。exit

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

ステップ 7   

（任意）

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

例：
switch(config)# show monitor session
all

ステップ 8   

（任意）

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

例：
switch(config)# show running-config
monitor

ステップ 9   

（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。

show startup-config monitor

例：
switch(config)# show startup-config
monitor

ステップ 10   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 11   

ERSPAN ACL の設定
デバイスに IPv4 ERSPAN ACLを作成して、ルールを追加できます。

はじめる前に

DSCP値またはGREプロトコルを変更するには、新しい宛先モニタセッションを割り当てる必要
があります。最大 4つの宛先モニタセッションがサポートされます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. ip access-listacl-name
3. [sequence-number] {permit | deny} protocolsourcedestination [set-erspan-dscpdscp-value]

[set-erspan-gre-protoprotocol-value]
4. （任意） show ip access-listsname
5. （任意） show monitor session {all | session-number | rangesession-range} [brief]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ERSPAN ACLを作成して、IP ACLコンフィギュレーションモード
を開始します。acl-name引数は 64文字以内で指定します。

ip access-listacl-name

例：
switch(config)# ip access-list
erspan-acl
switch(config-acl)#

ステップ 2   

ERSPAN ACL内にルールを作成します。多数のルールを作成できま
す。sequence-number引数には、1～ 4294967295の整数を指定しま
す。

[sequence-number] {permit | deny}
protocolsourcedestination
[set-erspan-dscpdscp-value]
[set-erspan-gre-protoprotocol-value]

ステップ 3   

permitコマンドとdenyコマンドには、トラフィックを識別するため
の多くの方法が用意されています。例：

switch(config-acl)# permit ip
192.168.2.0/24 any set-erspan-dscpオプションは、ERSPAN外部 IPヘッダーに DSCP値

を設定します。DSCP値の範囲は 0～ 63です。ERSPAN ACLに設定set-erspan-dscp 40
set-erspan-gre-proto 5555

された DSCP値でモニタセッションに設定されている値が上書きさ
れます。ERSPAN ACLにこのオプションを含めない場合、0または
モニタセッションで設定されている DSCP値が設定されます。

set-erspan-gre-protoオプションは、ERSPAN GREヘッダーにプロト
コル値を設定します。プロトコル値の範囲は0～65535です。ERSPAN
ACLにこのオプションを含めない場合、ERSPANカプセル化パケッ
トの GREヘッダーのプロトコルとしてデフォルト値の 0x88beが設
定されます。

set-erspan-gre-protoまたは set-erspan-dscpアクションが設定されて
いる各アクセスコントロールエントリ（ACE）は、1つの宛先モニ
タセッションを使用します。ERSPAN ACLごとに、これらのアク
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目的コマンドまたはアクション

ションのいずれかが設定されている最大 3つのACEがサポートされ
ます。たとえば、次のいずれかを設定できます。

• set-erspan-gre-protoまたは set-erspan-dscpアクションが設定さ
れた最大 3つの ACEがある ACLが設定されている 1つの
ERSPANセッション

• set-erspan-gre-protoまたは set-erspan-dscpアクションと 1つの
追加のローカルまたは ERSPANセッションが設定された 2つの
ACEがある ACLが設定されている 1つの ERSPANセッション

• set-erspan-gre-protoまたは set-erspan-dscpアクションが設定さ
れた 1つの ACEがある ACLが設定されている最大 2つの
ERSPANセッション

（任意）

ERSPAN ACLの設定を表示します。
show ip access-listsname

例：
switch(config-acl)# show ip
access-lists erpsan-acl

ステップ 4   

（任意）

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

ステップ 5   

例：
switch(config-acl)# show monitor
session 1

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレー

ションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 6   

UDF ベース ERSPAN の設定
デバイスの設定では、外部または内部パケットフィールド（ヘッダーまたはペイロード）のユー

ザ定義フィールド（UDF）と照合させ、一致したパケットを ERSPAN宛先に送信させるようにで
きます。そのように設定することで、ネットワークのパケットドロップを分析して、分離するこ

とができます。

はじめる前に

UDFベースERSPANをイネーブルにするのに十分な空き領域を確保するために、hardwareaccess-list
tcam regionコマンドを使用して適切な TCAMリージョン（racl、ifacl、または vacl）が設定され
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ていることを確認します。詳細については『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration
Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. udfudf-name offset-base offset length
3. hardware access-list tcam region {racl | ifacl | vacl} qualify udfudf-names
4. copy running-config startup-config
5. reload
6. ip access-listerspan-acl
7. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• permit udfudf-name value mask

• permit ipsource destinationudfudf-name value mask

8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

次のように UDFを定義します。udfudf-name offset-base offset length

例：
switch(config)# udf udf-x
packet-start 12 1

ステップ 2   

• udf-name：UDFの名前を指定します。名前には最大 16文字の
英数字を入力できます。

• offset-base：UDFオフセットベースを次のように指定します
が、ここでの headerはオフセットを考慮したパケットヘッ
ダーです。packet-start | header {outer | inner {l3 | l4}}。

switch(config)# udf udf-y header
outer l3 20 2

• offset：オフセットベースからオフセットさせるバイト数を指
定します。オフセットベース（レイヤ 3/レイヤ 4ヘッダー）
からの先頭バイトに一致させるには、オフセットを0に設定し
ます。

• length：オフセットからのバイト数を指定します。1バイトま
たは2バイトだけがサポートされます。追加のバイト数に一致
させるには、複数の UDFの定義が必要です。

複数のUDFを定義できますが、必要なUDFのみを定義することを
推奨します。
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目的コマンドまたはアクション

次のいずれかの TCAMリージョンに UDFを付加します。hardware access-list tcam region {racl
| ifacl | vacl} qualify udfudf-names

ステップ 3   

• racl：レイヤ 3ポートに適用します。

例：
switch(config)# hardware
access-list tcam region racl
qualify udf udf-x udf-y

• ifacl：レイヤ 2ポートに適用します。

• vacl：送信元 VLANに適用します。

UDFは TCAMリージョンに最大 8個まで付加できます。

UDF修飾子が追加されると、TCAMリージョンはシング
ル幅からダブル幅になります。十分な空き領域があるこ

とを確認してください。そうでない場合、このコマンド

は拒否されます。必要であれば、未使用リージョンでの

TCAMスペースを削減してから、このコマンドを再入力
することもできます。詳細については『Cisco Nexus 9000
Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring
ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。

（注）

このコマンドのno形式を使用すると、UDFのTCAMリー
ジョンへの付加は解除され、リージョンはシングル幅に

戻ります。

（注）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをス

タートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的

に保存します。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

デバイスがリロードされます。reload

例：
switch(config)# reload

ステップ 5   

UDF設定は、copy running-config startup-config + reload
を入力した後にのみ有効になります。

（注）

IPv4アクセスコントロールリスト（ACL）を作成し、IPアクセス
リストコンフィギュレーションモードを開始します。

ip access-listerspan-acl

例：
switch(config)# ip access-list
erspan-acl-udf-only
switch(config-acl)#

ステップ 6   

ACLを UDFでのみ一致させるか（例 1）、あるいは外部パケット
フィールドについて現在のアクセスコントロールエントリ（ACE）
と併せて UDFで一致させるように設定します（例 2）。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 7   

• permit udfudf-name value mask
1つのACLには、UDFの有無にかかわらず、同時に複数のACEを
持たせることができます。各ACEごとに異なるUDFフィールドで

• permit ipsource
destinationudfudf-name valuemask

一致させることもできれば、すべてのACEで同じリストのUDFで
一致させることもできます。
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config-acl)# permit udf
udf-x 0x40 0xF0 udf-y 0x1001 0xF00F

例：
switch(config-acl)# permit ip
10.0.0./24 any udf udf-x 0x02 0x0F
udf-y 0x1001 0xF00F

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレー

ションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 8   

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 ACLの設定を表示します。show ip access-listsname
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目的コマンド

ERSPANセッション設定を表示します。

出力には、ERSPANパケットの送信に使用され
る出力インターフェイスが含まれます。出力内

容は、使用された出力インターフェイスのタイ

プによって異なります。

•物理レイヤ3インターフェイス：インター
フェイス名を表示します。

• SVIインターフェイス：ルートを学習した
メンバーインターフェイスを表示します。

•レイヤ 3ポートチャネル：port-channelイ
ンターフェイス名を表示します。

•レイヤ 3サブインターフェイス：親イン
ターフェイス名を表示します。

• ECMPパス：いずれかの等コストマルチ
パス（ECMP）メンバーインターフェイス
の名前を表示します。ルートが ECMPの
場合でも、表示されているインターフェイ

スだけがトラフィックのミラーリングに使

用されます。

•インターフェイスのPFC：インターフェイ
スのプライオリティフロー制御（PFC）の
ステータスが表示されます。

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

ERSPAN の設定例

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
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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
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 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)# filter access_group erspan_filter

マーカーパケットの設定例

次に、2秒の間隔で ERSPANマーカーパケットをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 172.28.15.250 global
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# 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)# source interface ethernet 1/15 both
switch(config-erspan-src)# marker-packet 100
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1
session 1
---------------
type : erspan-source
state : up
granularity : nanoseconds
erspan-id : 1
vrf-name : default
destination-ip : 9.1.1.2
ip-ttl : 16
ip-dscp : 5
header-type : 3
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origin-ip : 172.28.15.250 (global)
source intf :

rx : Eth1/15
tx : Eth1/15
both : Eth1/15

source VLANs :
rx :

marker-packet : enabled
packet interval : 100
packet sent : 25
packet failed : 0
egress-intf :

UDF ベース ERSPAN の設定例
次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IPパケットの内部 TCPフラグで照合
する UDFベース ERSPANを設定する例を示します。

•外部送信元 IPアドレス：10.0.0.2

•内部 TCPフラグ：緊急 TCPフラグを設定

•バイト：Eth Hdr（14）+外部 IP（20）+内部 IP（20）+内部 TCP（20、ただし、13番目のバ
イトの TCPフラグ）

•パケットの先頭からのオフセット：14 + 20 + 20 + 13 = 67

• UDFの照合値：0x20

• UDFマスク：0xFF

udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_tcpflags
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff

monitor session 1 type erspan-source
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4ヘッダーの先頭から 6バイト目のパケット署名
（DEADBEEF）と通常の IPパケットを照合する UDFベース ERSPANを設定する例を示します。

•外部送信元 IPアドレス：10.0.0.2

•内部 TCPフラグ：緊急 TCPフラグを設定

•バイト：Eth Hdr（14）+ IP（20）+ TCP（20）+ペイロード：112233445566DEADBEEF7788

•レイヤ 4ヘッダーの先頭からのオフセット：20 + 6 = 26

• UDFの照合値：0xDEADBEEF（2バイトのチャンクおよび 2つの UDFに分割）

• UDFマスク：0xFFFFFFFF

udf udf_pktsig_msb header outer l3 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer l3 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_pktsig_msb udf_pktsig_lsb
copy running-config startup-config
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reload
ip access-list acl-udf-pktsig
permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF

monitor session 1 type erspan-source
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf-pktsig
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