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sFlow について
サンプリングされた Flow（sFlow）を使用すると、スイッチやルータを含むデータネットワーク
内のリアルタイムトラフィックをモニタできます。sFlowでは、トラフィックをモニタするため
にスイッチやルータ上の sFlowエージェントソフトウェアでサンプリングメカニズムを使用し
て、サンプルデータを中央のデータコレクタに転送します。

sFlowの詳細については、RFC 3176を参照してください。
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sFlow エージェント
CiscoNX-OSソフトウェアに組み込まれている sFlowエージェントは、サンプリングされるパケッ
トのデータソースに関連付けられたインターフェイスカウンタを定期的にサンプリングまたは

ポーリングします。このデータソースは、イーサネットインターフェイス、EtherChannelイン
ターフェイス、ある範囲に属するイーサネットインターフェイスのいずれかです。sFlowエージェ
ントは、イーサネットポートマネージャにクエリを送信して、対応する EtherChannelメンバー
シップ情報を確認するほか、イーサネットポートマネージャからもメンバーシップの変更の通知

を受信します。

sFlowサンプリングをイネーブルにすると、サンプリングレートとハードウェア内部の乱数に基
づいて、入力パケットと出力パケットが sFlowでサンプリングされたパケットとして CPUに送信
されます。sFlowエージェントはサンプリングされたパケットを処理し、sFlowアナライザに sFlow
データグラムを送信します。sFlowデータグラムには、元のサンプリングされたパケットに加え
て、入力ポート、出力ポート、および元のパケット長に関する情報が含まれます。sFlowデータグ
ラムには、複数の sFlowサンプルを含めることができます。

sFlow のライセンス要件
ライセンス要件製品

sFlowに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、『CiscoNX-OSLicensingGuide』を参照してください。

Cisco
NX-OS

sFlow の前提条件
sFlowには、次の前提条件があります。

• Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TXスイッチ、および N9K-M6PQまたは
N9K-M12PQ汎用拡張モジュール（GEM）搭載の Cisco Nexus 9396PX、9396TX、93128TXス
イッチについては、sFlowデータソースとして設定するすべてのアップリンクポート用の
sFlowおよび SPAN ACL TCAMリージョンサイズを設定する必要があります。そのために
は、hardware access-list tcam region sflowおよび hardware access-list tcam region spanコマン
ドを使用します。詳細については、『Configuring ACL TCAM Region Sizes』を参照してくだ
さい。
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デフォルトでは、sflowリージョンサイズはゼロであり、SPANリージョンサ
イズはゼロではありません。ポートを sFlowのデータソースとして設定する
には、sflowリージョンを 256に設定し、スパンリージョンに十分なエントリ
を割り当てる必要があります。

（注）

sFlow の注意事項および制約事項
sFlowには、次の注意事項と制限事項があります。

•インターフェイスの sFlowをイネーブルにすると、入力と出力の両方に対してイネーブルに
なります。入力だけまたは出力だけの sFlowをイネーブルにできません。

•マルチキャスト、ブロードキャスト、または未知のユニキャストパケットの sFlowの出力の
サンプリングはサポートされません。

•システムの sFlowの設定およびトラフィックに基づいてサンプリングレートを設定する必要
があります。

•スイッチは 1つの sFlowコレクタだけをサポートします。

• sFlowとネットワークアドレス変換（NAT）は、同じポートではサポートされません。

•マルチキャストパケットの入力 sFlowサンプルについて、出力ポートのレポートは、出力
ポート数が確定した複数ポート（CiscoNexus9300シリーズスイッチの場合）、あるいはポー
ト数が不明な複数ポート（CiscoNexus9500シリーズスイッチの場合）として報告されます。

• IPv6 sFlowはサポートされません。

•サブインターフェイスは、sFlowでサポートされません。

• sFlowは、Cisco Nexus 9300と 9500シリーズスイッチおよび Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、
3232C、および 3264Qスイッチでサポートされます。Cisco Nexus 9200シリーズスイッチ上
ではサポートされません。

sFlow のデフォルト設定
次の表に、sFlow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 sFlow パラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

4096sFlowのサンプリングレート

128sFlowのサンプリングサイズ
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デフォルトパラメータ（Parameters）

20sFlowカウンタのポーリング間隔

1400sFlowの最大データグラムサイズ

0.0.0.0sFlowのコレクタ IPアドレス

6343sFlowのコレクタポート

0.0.0.0sFlowエージェントの IPアドレス

sFlow の設定

sFlow のイネーブル化
スイッチの sFlowを設定する前に sFlow機能をイネーブルにする必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] feature sflow
3. （任意） show feature
4. （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   

sFlowをイネーブルまたはディセーブルにします。[no] feature sflow

例：
switch(config)# feature sflow

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能を表示

します。

show feature

例：
switch(config)# show feature

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

サンプリングレートの設定

sFlowのサンプリングレートを設定できます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow sampling-ratesampling-rate
3. （任意） show sflow
4. （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   

パケットの sFlowのサンプリングレートを設定しま
す。

[no] sflow sampling-ratesampling-rate

例：
switch(config)# sflow sampling-rate 50000

ステップ 2   

sampling-rateには 4096～ 1000000000の整数を指定
できます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

最大サンプリングサイズの設定

サンプリングされたパケットからコピーする最大バイト数を設定できます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow max-sampled-sizesampling-size
3. （任意） show sflow
4. （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   

sFlowの最大サンプリングサイズを設定します。[no] sflow max-sampled-sizesampling-size

例：
switch(config)# sflow max-sampled-size 200

ステップ 2   

sampling-sizeの範囲は 64～ 256バイトです。

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

カウンタのポーリング間隔の設定

データソースに関連するカウンタの継続的なサンプル間の最大秒数を設定できます。サンプリン

グ間隔 0は、カウンタのサンプリングをディセーブルにします。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow counter-poll-intervalpoll-interval
3. （任意） show sflow
4. （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   

インターフェイスの sFlowのポーリング間隔を設定
します。

[no] sflow counter-poll-intervalpoll-interval

例：
switch(config)# sflow counter-poll-interval
100

ステップ 2   

poll-intervalの範囲は 0～ 2147483647秒です。

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

最大データグラムサイズの設定

1つのサンプルデータグラムで送信できるデータの最大バイト数を設定できます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow max-datagram-sizedatagram-size
3. （任意） show sflow
4. （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   

sFlowの最大データグラムサイズを設定します。[no] sflow max-datagram-sizedatagram-size

例：
switch(config)# sflow max-datagram-size
2000

ステップ 2   

datagram-sizeの範囲は 200～ 9000バイトです。

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

sFlow コレクタアドレスの設定
管理ポートに接続されている sFlowデータコレクタの IPv4アドレスを設定することができます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow collector-ipip-addressvrfvrf [sourceip-address]
3. （任意） show sflow
4. （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   

sFlowコレクタの IPv4アドレスを設定します。IPアドレスを 0.0.0.0に設
定した場合、すべてのサンプリングはディセーブルになります。

[no] sflow
collector-ipip-addressvrfvrf
[sourceip-address]

ステップ 2   

vrfには、次のいずれかを指定できます。

例：
switch(config)# sflow
collector-ip 192.0.2.5 vrf
management

•ユーザ定義の VRF名：最大 32文字の英数字を指定できます。

• vrf management：sFlowデータコレクタが、管理ポートに接続され
たネットワークに存在する場合は、このオプションを使用する必要

があります。
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目的コマンドまたはアクション

• vrf default：sFlowデータコレクタが、前面パネルのポートに接続
されたネットワークに存在する場合は、このオプションを使用する

必要があります。

sourceip-addressオプションを指定すると、送信される sFlowデータグラ
ムで送信元 IPアドレスが IPパケットの送信元アドレスとして使用され
るようになります。送信元 IPアドレスはローカルスイッチインターフェ
イスの1つで事前に設定されている必要があり、そうでない場合はエラー
メッセージが表示されます。このオプションの設定後に、送信元 IPアド
レスのインターフェイスが変更または削除されると、sFlowデータグラ
ムは送信されなくなり、イベント履歴エラーおよび syslogエラーが記録
されます。sourceip-addressオプションが未設定の場合、Cisco NX-OSは
送信される sFlowデータグラムに対して、IPパケットの送信元アドレス
を自動的に選択します。

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーします。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 4   

sFlow コレクタポートの設定
sFlowデータグラムの宛先ポートを設定できます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow collector-portcollector-port
3. （任意） show sflow
4. （任意） copy running-config startup-config
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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   

sFlowコレクタの UDPポートを設定します。[no] sflow collector-portcollector-port

例：
switch(config)# sflow collector-port 7000

ステップ 2   

collector-portの範囲は 0～ 65535です。

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップ

コンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

sFlow エージェントアドレスの設定
sFlowエージェントの IPv4アドレスを設定できます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow agent-ipip-address
3. （任意） show sflow
4. （任意） copy running-config startup-config

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    
11

sFlow の設定
sFlow エージェントアドレスの設定



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   

sFlowエージェントの IPv4アドレスを設定します。[no] sflow agent-ipip-address

例：
switch(config)# sflow agent-ip
192.0.2.3

ステップ 2   

デフォルトの IPアドレスは 0.0.0.0です。つまり、すべての
サンプリングがスイッチでディセーブルであることを示しま

す。sFlow機能をイネーブルにするには、有効な IPアドレス
を指定する必要があります。

この IPアドレスが、コレクタへの sFlowデータグ
ラム送信用の送信元 IPアドレスである必要はあり
ません。

（注）

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

sFlow サンプリングデータソースの設定
sFlowサンプラーのデータソースは、イーサネットポート、イーサネットポートの範囲、または
ポートチャネルとして指定できます。

はじめる前に

sFlowがイネーブルになっていることを確認します。

データソースとしてポートチャネルを使用する場合は、すでにポートチャネルを設定して、ポー

トチャネル番号がわかっていることを確認してください。

CiscoNexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TXスイッチ、およびN9K-M6PQまたはN9K-M12PQ
汎用拡張モジュール（GEM）搭載のCiscoNexus 9396PX、9396TX、93128TXスイッチについて、
これらのデバイスで sFlowデータソースとして設定されているすべてのアップリンクポート用の
sFlowおよび SPAN ACL TCAMリージョンサイズが設定されていることを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. [no] sflow data-source interface [ethernetslot/port[-port] | port-channelchannel-number]
3. （任意） show sflow
4. （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   

sFlowのサンプリングデータソースを設定します。[no] sflow data-source interface
[ethernetslot/port[-port] |
port-channelchannel-number]

ステップ 2   

イーサネットのデータソースの場合、slotはスロット
番号、portは 1つのポート番号または port-portで指
定されたポートの範囲です。例：

switch(config)# sflow data-source interface
ethernet 1/5-12

（任意）

sFlowコンフィギュレーションを表示します。
show sflow

例：
switch(config)# show sflow

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコ

ンフィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

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

ステップ 4   

sFlow 設定の確認
sFlow設定を表示させるには、次のコマンドを使用します。

表 2：sFlow Show コマンド

目的コマンド

sFlowエージェントコンフィギュレーションお
よび sFlowサンプラーのすべてのデータソース
を表示します。

show sflow
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目的コマンド

sFlowプロセスが実行中であるかを確認します。show process

現在の sFlow実行コンフィギュレーションを表
示します。

show running-config sflow [all]

sFlow 統計情報のモニタリングとクリア
sFlow統計情報を表示するには、show sflow statisticsコマンドを使用します。

sFlow統計情報をクリアするには、次のコマンドを使用します。

説明コマンド

show sflow statisticsコマンドで示される sFlow
統計情報の大部分をクリアします。

clear sflow statistics

show sflow statisticsコマンドで示される Total
Packetsフィールドをクリアします。

clear counters interface all

show sflow statisticsコマンドで示される Total
Samplesフィールドをクリアします。

clear hardware rate-limiter sflow

sFlow の設定例
次に sFlowを設定する例を示します。
feature sflow
sflow sampling-rate 5000
sflow max-sampled-size 200
sflow counter-poll-interval 100
sflow max-datagram-size 2000
sflow collector-ip 192.0.2.5 vrf management
sflow collector-port 7000
sflow agent-ip 192.0.2.3
sflow data-source interface ethernet 1/5
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

IP ACLの設定ACL TCAMリージョン
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide_7x_chapter_01001.html
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