TAP アグリゲーションおよび MPLS ストリッ
ピングの設定
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TAP アグリゲーションについて
ネットワーク TAP
さまざまなメソッドを使用して、パケットをモニタできます。その 1 つの方法は、物理ハードウェ
アの Test Access Point（TAP）を使用するものです。
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ネットワーク TAP は、ネットワークを通過するデータへの直接インライン アクセスが可能なの
で、トラフィックのモニタリングに非常に役立ちます。多くの場合、サード パーティがネット
ワーク内の 2 ポイント間のトラフィックをモニタしています。ポイント A と B の間のネットワー
クが物理ケーブルで構成されている場合、ネットワーク TAP がこのモニタリングを実現する最良
の方法になります。ネットワーク TAP には、少なくとも 3 つのポート（A ポート、B ポート、お
よびモニタ ポート）があります。A ポートと B ポートの間に挿入される TAP は、すべてのトラ
フィックをスムーズに通過させますが、同じデータをそのモニタ ポートにもコピーするため、
サード パーティがリッスンできるようになります。
TAP には次の利点があります。
• 全二重データ伝送を処理可能
• 目立たず、ネットワークによって検出されることがなく、物理または論理アドレッシングが
不要
• 一部の TAP は、分散 TAP を構築する機能のあるフル インライン パワーをサポート
ネットワークのエッジまたは仮想エッジにおけるサーバ間データ通信に対する可視性を確保しよ
うとする場合、またはネットワークのインターネット エッジで侵入防御システム（IPS）アプライ
アンスにトラフィックのコピーを提供する場合でも、ネットワーク TAP は、環境内のほぼすべて
の場所で使用できます。ただし、大規模環境にネットワーク タップを導入する場合、多くのコス
トがかかり、運用の複雑さが増し、ケーブル配線の問題が生じます。

TAP アグリゲーション
TAP アグリゲーションは、データセンターでのモニタリングやトラブルシューティング作業を支
援する代替ソリューションです。これは 1 つのデバイスを指定して、複数の Test Access Point
（TAP）の集約（アグリゲーション）ができるようにし、複数のモニタリング システムに接続さ
せることで機能します。TAP アグリゲーション スイッチは、監視する必要があるパケットを処理
するネットワークファブリック内の特定のポイントにすべてのモニタリングデバイスをリンクし
ます。
TAP アグリゲーション スイッチ ソリューションでは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、パ
ケットのモニタリングに都合の良い、ネットワーク内のさまざまなポイントに接続されます。各
ネットワーク要素から、スイッチド ポート アナライザ（SPAN）または光 TAP を使用して、この
TAP アグリゲーション スイッチにトラフィック フローを直接送信できます。TAP アグリゲーショ
ンスイッチは、ネットワークファブリック内のイベントをモニタするために使用されるすべての
分析ツールに直接接続されます。これらのモニタリング デバイスには、リモート モニタリング
（RMON）プローブ、アプリケーション ファイアウォール、IPS デバイス、およびパケット スニ
ファ ツールが含まれます。
特定のトラフィックをフィルタ処理して、1 つ以上のツールにリダイレクトするよう TAP アグリ
ゲーション スイッチを設定できます。トラフィックを複数のインターフェイスにリダイレクトす
るため、マルチキャストグループがスイッチ内部で作成され、リダイレクトリストに含まれるイ
ンターフェイスがメンバーポートとして追加されます。リダイレクトアクションの付けられたア
クセス コントロール リスト（ACL）ポリシーがインターフェイスに適用されると、ACL ルール
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に一致するトラフィックは、作成された内部のマルチキャスト グループにリダイレクトされま
す。

TAP アグリゲーションのライセンス要件
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

TAP アグリゲーション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、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照
してください。

TAP アグリゲーションの注意事項と制約事項
TAP アグリゲーションに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• TAP アグリゲーションは、スイッチ ポートおよび入力方向でのみサポートされます。
• TAP アグリゲーションは、100G ポートでサポートされます。
• レイヤ 2 インターフェイスだけが、TAP アグリゲーション ポリシーをサポートします。レイ
ヤ 3 インターフェイスはポリシーを適用できますが、そのポリシーは機能しなくなります。
• TAP アグリゲーションが IPv6 をサポートするのは、EtherType がリダイレクト アクションで
MAC ACL を使用する場合です。
• リダイレクト ポートは、送信元（TAP）ポートと同じ VLAN に属している必要があります。
• 各ルールは、1 つの固有の一致基準とのみ関連付ける必要があります。
• TAP アグリゲーション ポリシー用のインターフェイスのリストを入力する場合は、スペース
ではなくカンマでエントリを区切る必要があります。例、
port-channel50,ethernet1/12,port-channel20。
• ポリシーにターゲット インターフェイスを指定する場合、短縮形ではなく、完全なインター
フェイス タイプを入力する必要があります。例、eth1/1 ではなく ethernet1/1、po50 ではな
く port-channel50 と入力します。

MPLS ストリッピングについて
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの入力ポートは、さまざまなマルチプロトコル ラベル スイッ
チング（MPLS）パケット タイプを受信します。MPLS ネットワークの各データ パケットには、
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1 つ以上のラベル ヘッダーがあります。これらのパケットはリダイレクト アクセス コントロール
リスト（ACL）に基づいてリダイレクトされます。
ラベルは、Forwarding Equivalence Class（FEC）を特定するために使用される短い 4 バイトの固定
長のローカルで有効な識別子です。特定のパケットに設定されているラベルは、そのパケットが
割り当てられている FEC を表します。次のコンポーネントがあります。
• Label：ラベルの値（非構造化）、20 ビット
• Exp：試験的使用、3 ビット、現在、サービス クラス（CoS）フィールドとして使用
• S：スタックの一番下、1 ビット
• TTL：存続可能時間、8 ビット
一部の MPLS ラベルは、レイヤ 2 ヘッダーとレイヤ 3 ヘッダーの間に追加されます。これらのラ
ベルにとって、ヘッダーとデータは標準のバイト オフセット位置にありません。標準のネット
ワークモニタリングツールでは、このトラフィックのモニタリングと分析はできません。標準の
ネットワークモニタリングツールでこのトラフィックをモニタリングできるようにするには、単
一ラベルのパケットから MPLS ラベル ヘッダーを削除して、T キャッシュ デバイスにリダイレク
トします。
複数のラベル ヘッダーがある MPLS パケットは、MPLS ヘッダーが削除されずに、ディープ パ
ケット インスペクション（DPI）デバイスに送信されます。

MPLS ストリッピングのライセンス要件
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

MPLS ストリッピング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、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照
してください。

MPLS ストリッピングに関する注意事項と制限事項
MPLS ストリッピングに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。
• MPLS ストリッピングをイネーブルにする前に、すべてのレイヤ 3 および vPC 機能をディ
セーブルにしておきます。
• スタティック MPLS、MPLS セグメント ルーティング、および MPLS ストリッピングを同時
にイネーブルにすることはできません。
• MPLS ストリッピングに関係する入力インターフェイスのみで、TAP アグリゲーションがイ
ネーブルになっている必要があります。
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• 目的の宛先にパケットを転送するためには、入力インターフェイスのリダイレクト アクショ
ンを使用して TAP アグリゲーション ACL を設定する必要があります。
• システムでは 1 つの TAP ACL のみサポートされます。
• 削除されたパケットが出力される出力インターフェイスは、許可 VLAN としての VLAN 1 が
存在するインターフェイスである必要があります。出力インターフェイスは、デフォルトで
すべての VLAN が許可されるトランクとして設定することを推奨します。
• ポート チャネルのロード バランシングは、MPLS ストリッピング パケットでサポートされ
ます。
• レイヤ 3 ヘッダー ベースのハッシュおよびレイヤ 4 ヘッダー ベースのハッシュはサポート
されていますが、レイヤ 2 ヘッダー ベースのハッシュはサポートされていません。
• MPLS ストリッピング中、着信 VLAN は維持されます。

TAP アグリゲーションの設定
TAP アグリゲーション ポリシーの設定
IPv4 アクセス コントロール リスト（ACL）または MAC ACL で、TAP アグリゲーション ポリシー
を設定できます。

はじめる前に
hardware access-list tcam region {ifacl | mac-ifacl} コマンドを使用して、IPv4 ポート ACL または
MAC ポート ACL 用の ACL TCAM のリージョン サイズ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 Security Configuration Guide』の「Configuring ACL TCAM
Region Sizes」を参照してください。

（注）

デフォルトでは、ifacl および mac-ifacl のリージョン サイズはどちらもゼロです。TAP アグリ
ゲーションをサポートするには、ifacl または mac-ifacl 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。
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手順の概要
1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• ip access-listaccess-list-name
• mac access-listaccess-list-name
3. （任意） statistics per-entry
4. [no] permitprotocol source destinationredirectinterfaces
5. （任意） 次のいずれかのコマンドを入力します。
• show ip access-lists [access-list-name]
• show mac access-lists [access-list-name]
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入力します。
• ip access-listaccess-list-name
• mac access-listaccess-list-name

IPv4 ACL を作成して IP アクセス リスト コンフィギュ
レーション モードを開始するか、あるいは MAC ACL
を作成して MAC 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。

例：
switch(config)# ip access-list test
switch(config-acl)#
switch(config)# mac access-list mactap1
switch(config-mac-acl)#

ステップ 3

statistics per-entry
例：

（任意）
各エントリで許可または拒否されるパケット数の統計
情報の記録を開始します。

switch(config-acl)# statistics per-entry
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ステップ 4

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

[no] permitprotocol source
destinationredirectinterfaces
例：

条件ごとのトラフィックのリダイレクトを許可する、
IP または MAC ACL のルールを作成します。このコマ
ンドの no 形式は、ポリシーから許可ルールを削除しま
す。

switch(config-acl)# permit ip any any
redirect ethernet1/8

（注）

次のいずれかのコマンドを入力します。
• show ip access-lists [access-list-name]

TAP アグリゲーション ポリシーのインター
フェイスを入力する際には、省略しないでく
ださい。インターフェイスのリストを入力す
る場合は、スペースではなくカンマでエント
リを区切る必要があります。

（任意）
すべての IPv4 または MAC ACL、あるいは特定の IPv4
または MAC ACL を表示します。

• show mac access-lists [access-list-name]

例：
switch(config-acl)# show ip access-lists
test
switch(config-mac-acl)# show mac
access-lists mactap1

ステップ 6

（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

TAP アグリゲーション ポリシーのインターフェイスへのアタッチ
TAP アグリゲーションを設定した ACL は、レイヤ 2 インターフェイスに適用できます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. interfacetype slot/port
3. switchport
4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
• [no] ip port access-groupaccess-list-namein
• [no] mac port access-groupaccess-list-namein
5. （任意） mode tap-aggregation
6. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

interfacetype slot/port

指定したインターフェイスに対してインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

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

ステップ 3

switchport
例：
switch(config-if)# switchport

ステップ 4

レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスに変
更します。
（注）

インターフェイスがレイヤ 2 インターフェイスであ
ることを確認してください。

次のいずれかのコマンドを入力します。 TAP アグリゲーションを設定した IPv4 または MAC ACL をイ
ンターフェイスに適用します。このコマンドの no 形式を使用
• [no] ip port
すると、インターフェイスから ACL を削除します。
access-groupaccess-list-namein
• [no] mac port
access-groupaccess-list-namein

例：
switch(config-if)# ip port
access-group test in
switch(config-if)# mac port
access-group test in
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ステップ 5

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

mode tap-aggregation
例：

（任意）
TAP アグリゲーション ポリシーを設定した ACL のインター
フェイスへのアタッチメントを許可します。

switch(config-if)# mode
tap-aggregation

（注）

このコマンドは、MPLS ストリッピングを使用する
ため Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) で導入されま
した。このコマンドは、MPLS ストリッピングを入
力レイヤ 2 インターフェイスおよびポート チャネル
で機能させるために必要です。レイヤ 2 ポート チャ
ネルに関しては、このコマンドが必要とされるのは
親インターフェイスだけであり、チャネル グループ
メンバー インターフェイスでは必要とされません。

（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-if)# copy running-config
startup-config

TAP アグリゲーションの設定の確認
TAP アグリゲーションの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
コマンド

目的

show ip access-lists [access-list-name]

すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表
示します。

show mac access-lists [access-list-name]

すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を
表示します。

TAP アグリゲーションの設定例
次に、TAP アグリゲーション ポリシーを IPv4 ACL に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list test
switch(config-acl)# 10 deny ip 100.1.1/24 any
switch(config-acl)# 20 permit tcp any eq www any redirect port-channel4
switch(config-acl)# 30 permit ip any any redirect
Ethernet1/1,Ethernet1/2,port-channel7,port-channel8,Ethernet1/12,Ethernet1/13
switch(config-acl)# show ip access-lists test
IP access list test
10 deny ip 100.1.1/24 any
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20 permit tcp any eq www any redirect port-channel4
30 permit ip any any redirect
Ethernet1/1,Ethernet1/2,port-channel7,port-channel8,Ethernet1/12,Ethernet1/13

次に、TAP アグリゲーション ポリシーを MAC ACL に設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list mactap1
switch(config-mac-acl)# 10 permit any any 0x86dd redirect port-channel1
switch(config-mac-acl)# show mac access-lists mactap1
MAC access list mactap1
10 permit any any 0x86dd redirect port-channel1

次に、TAP アグリゲーション ポリシーをレイヤ 2 インターフェイスにアタッチする例を示しま
す。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip port access-group test in
switch(config-if)#

MPLS ストリッピングの設定
MPLS ストリッピングの有効化
MPLS ストリッピングをグローバルに有効にできます。

はじめる前に
MPLS ストリッピングをイネーブルにする前に、すべてのレイヤ 3 および vPC 機能をディセーブ
ルにしておきます。
mode tap-aggregation コマンドを使用して、TAP アグリゲーション ポリシーを設定した ACL をレ
イヤ 2 インターフェイスまたはポート チャネルにアタッチします。詳細については、TAP アグリ
ゲーション ポリシーのインターフェイスへのアタッチ, （7 ページ）を参照してください。

手順の概要
1. configure terminal
2. [no] mpls strip
3. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#
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MPLS ラベルの追加と削除

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

[no] mpls strip

MPLS ストリッピングをグローバルに有効にします。こ
のコマンドの no 形式を使用すると、MPLS ストリッピ
ングが無効化されます。

例：
switch(config)# mpls strip

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

MPLS ラベルの追加と削除
デバイスは、TAP インターフェイスで不明なラベルのフレームを受信するたびにラベルを動的に
学習できます。スタティック MPLS ラベルを追加または削除することもできます。

はじめる前に
TAP アグリゲーション ポリシーを設定し、ポリシーをインターフェイスにアタッチします。詳細
については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照して
ください。
目的の宛先にパケットを転送するためには、入力インターフェイスのリダイレクト アクションを
使用して TAP アグリゲーション ACL を設定する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. mpls strip labellabel
3. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

指定したスタティック MPLS ラベルを追加します。ラベルの
値は 20 ビットで、使用できる範囲は 1 ～ 1048575 です。

mpls strip labellabel
例：
switch(config)# mpls strip label 100

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

TAP アグリゲーションおよび MPLS ストリッピングの設定
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コマンドまたはアクション

目的
[no] mpls strip label {label | all} コマンドは、指定したスタ
ティック MPLS ラベルを削除します。all オプションは、す
べてのスタティック MPLS ラベルを削除します。

ステップ 3

copy running-config startup-config
例：

（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

宛先 MAC アドレスの設定
削除された出力フレームの宛先 MAC アドレスを設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. mpls strip dest-macmac-address
3. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

mpls strip dest-macmac-address
例：
switch(config)# mpls strip dest-mac
1.1.1

ヘッダーが削除された出力フレームの宛先 MAC アドレ
スを指定します。
MAC アドレスは、次の 4 つのいずれかの形式で指定でき
ます。
• E.E.E
• EE-EE-EE-EE-EE-EE
• EE:EE:EE:EE:EE:EE
• EEEE.EEEE.EEEE
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MPLS ラベル エージングの設定

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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

MPLS ラベル エージングの設定
使用されていないダイナミック MPLS ラベルがエージ アウトする時間を定義できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. mpls strip label-ageage
3. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

ダイナミック MPLS ラベルがエージ アウトする時間
を秒単位で指定します。範囲は 61 ～ 31622400 です。

mpls strip label-ageage
例：
switch(config)# mpls strip label-age 300

ステップ 3

copy running-config startup-config
例：

（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

MPLS ストリッピング設定の確認
MPLS ストリッピングの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。
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コマンド

目的

show mpls strip labels [label | all | dynamic | static] MPLS ラベルに関する情報を表示します。次の
オプションを指定できます。
• label：表示させるラベルです。
• all：すべてのラベルを表示することを指定
します。これがデフォルトのオプションで
す。
• dynamic：ダイナミック ラベルのみ表示す
ることを指定します。
• static：スタティック ラベルのみ表示する
ことを指定します。

次に、すべての MPLS ラベルを表示する例を示します。
switch# show mpls strip labels
MPLS Strip Labels:
Total
: 3005
Static
: 5
Legend:
* - Static Label
Interface - where label was first learned
Idle-Age - Seconds since last use
SW-Counter- Packets received in Software
HW-Counter- Packets switched in Hardware
-------------------------------------------------------------------------------Label
Interface
Idle-Age
SW-Counter
HW-Counter
-------------------------------------------------------------------------------4096
Eth1/53/1
15
1
210
4097
Eth1/53/1
15
1
210
4098
Eth1/53/1
15
1
210
4099
Eth1/53/1
7
2
219
4100
Eth1/53/1
7
2
219
4101
Eth1/53/1
7
2
219
4102
Eth1/53/1
39
1
206
4103
Eth1/53/1
39
1
206
4104
Eth1/53/1
39
1
206
4105
Eth1/53/1
1
1
217
4106
Eth1/53/1
1
1
217
4107
Eth1/53/1
1
1
217
4108
Eth1/53/1
15
1
210
*
25000
None <User>
39
1
206
*
20000
None <User>
39
1
206
*
21000
None <User>
1
1
217

次に、スタティック MPLS ラベルのみ表示する例を示します。
switch(config)# show mpls strip labels static
MPLS Strip Labels:
Total
: 3005
Static
: 5
Legend:
* - Static Label
Interface - where label was first learned
Idle-Age - Seconds since last use
SW-Counter- Packets received in Software
HW-Counter- Packets switched in Hardware
-------------------------------------------------------------------------------Label
Interface
Idle-Age
SW-Counter
HW-Counter
-------------------------------------------------------------------------------*
300
None <User>
403
0
0
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MPLS ストリッピング カウンタおよびラベル エントリのクリア

*
*
*
*

100
25000
20000
21000

None
None
None
None

<User>
<User>
<User>
<User>

416
869
869
869

0
0
0
0

0
0
0
0

MPLS ストリッピング カウンタおよびラベル エントリの
クリア
MPLS ストリッピング カウンタとラベル エントリをクリアするには、次のタスクを実行します。
コマンド

目的

clear mpls strip label dynamic

MPLS ラベル テーブルからダイナミック ラベル
エントリをクリアします。

clear counters mpls strip

すべての MPLS ストリッピング カウンタをクリ
アします。

次に、すべての MPLS ストリッピング カウンタをクリアする例を示します。
switch# clear counters mpls strip
switch# show mpls strip labels
MPLS Strip Labels:
Total
: 15000
Static
: 2
Legend:
* - Static Label
Interface - where label was first learned
Idle-Age - Seconds since last use
SW-Counter- Packets received in Software
HW-Counter- Packets switched in Hardware
-------------------------------------------------------------------------------Label
Interface
Idle-Age
SW-Counter
HW-Counter
-------------------------------------------------------------------------------4096
Eth1/44
15
0
0
8192
Eth1/44
17
0
0
12288
Eth1/44
15
0
0
16384
Eth1/44
39
0
0
20480
Eth1/44
47
0
0
24576
Eth1/44
7
0
0
28672
Eth1/44
5
0
0
36864
Eth1/44
7
0
0
40960
Eth1/44
19
0
0
45056
Eth1/44
9
0
0
49152
Eth1/44
45
0
0
53248
Eth1/44
9
0
0

MPLS ストリッピングの設定例
次に、スタティック MPLS ラベルを追加する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# mpls strip label 100
switch(config)# mpls strip label 200
switch(config)# mpls strip label 300
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IP ACL

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』

MAC ACL

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security
Configuration Guide』

ポート チャネル シンメトリック ハッシュ

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces
Configuration Guide』

リモート モニタリング（RMON）

RMON の設定

スイッチド ポート アナライザ（SPAN）

SPAN の設定

トラブルシューティング

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting
Guide』
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