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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、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。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム
およびソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース 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を検索し、各機能がサポートされているリリース
のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
Catalyst 2960-L スイッチはローカル SPAN のみをサポートし、本バージョンでのsession数は１
つのみのサポートです。リモート SPAN（RSPAN）はサポートされません。また、スイッチ
ポートの SPAN のみサポートし、VLAN ベースの SPAN（VSPAN）はサポートされません。
（本ドキュメントには、これらの記載が多数含まれておりますが、サポートしておりませんの
でご注意ください。）
プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を
検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SPAN の制約事項
SPAN
SPAN の制約事項は次のとおりです。
• SPAN 送信元の場合は、セッションごとに、単一のポートまたは VLAN、一連のポートま
たは VLAN、一定範囲のポートまたは VLAN のトラフィックをモニタできます。1 つの
SPAN セッションに、送信元ポートおよび送信元 VLAN を混在させることはできません。
• 宛先ポートを送信元ポートにすることはできません。同様に、送信元ポートを宛先ポート
にすることもできません。
• 同じ宛先ポートで 2 つの SPAN セッションを設定することはできません。
• スイッチ ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、通常のスイッチ ポートではなく
なります。SPAN 宛先ポートを通過するのは、監視対象トラフィックのみになります。
• SPAN コンフィギュレーション コマンドを入力しても、前に設定した SPAN パラメータは
削除されません。設定されている SPAN パラメータを削除するには、no monitor session
{session_number} グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する必要がありま
す。
• ディセーブルのポートを送信元ポートまたは宛先ポートとして設定することはできます
が、SPAN 機能が開始されるのは、宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは送
信元 VLAN がイネーブルになってからです。
SPAN セッションのトラフィック モニタリングには次の制約事項があります。
• スイッチがサポートするローカル SPAN セッションは 1 つだけです。
• SPAN セッションがスイッチの通常の動作を妨げることはありません。ただし、10 Mbps
のポートで 100 Mbps のポートをモニタするなど、オーバーサブスクライブの SPAN 宛先
は、パケットのドロップまたは消失を招くことがあります。
• SPAN が有効な場合、監視中の各パケットは 2 回送信されます（1 回は標準トラフィック
として、もう 1 回は監視されたパケットとして）。多数のポートまたは VLAN をモニタ
すると、大量のネットワーク トラフィックが生成されることがあります。
• ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッショ
ン用に宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない
限り、SPAN セッションはアクティブになりません。
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SPAN について
SPAN
ポートまたは VLAN を通過するネットワーク トラフィックを解析するには、SPAN を使用し
て、そのスイッチ上の別のポート、またはネットワーク アナライザやその他のモニタ デバイ
スもしくはセキュリティ デバイスに接続されている別のスイッチ上のポートに、トラフィック
のコピーを送信します。SPAN は送信元ポート上または送信元 VLAN 上で受信、送信、または
送受信されたトラフィックを宛先ポートにコピー（ミラーリング）して、解析します。SPAN
は送信元ポートまたは VLAN 上のネットワーク トラフィックのスイッチングには影響しませ
ん。宛先ポートは SPAN 専用にする必要があります。SPAN セッションに必要なトラフィック
以外、宛先ポートがトラフィックを受信したり転送したりすることはありません。
SPAN を使用してモニタできるのは、送信元ポートを出入りするトラフィックまたは送信元
VLAN に出入りするトラフィックだけです。送信元 VLAN にルーティングされたトラフィッ
クはモニタできません。たとえば、着信トラフィックをモニタしている場合、別の VLAN か
ら送信元 VLAN にルーティングされているトラフィックはモニタできません。ただし、送信
元 VLAN で受信し、別の VLAN にルーティングされるトラフィックは、モニタできます。
ネットワーク セキュリティ デバイスからトラフィックを注入する場合、SPAN 宛先ポートを
使用できます。たとえば、Cisco 侵入検知システム（IDS）センサー装置を宛先ポートに接続し
た場合、IDS デバイスは TCP リセット パケットを送信して、疑わしい攻撃者の TCP セッショ
ンを停止させることができます。

ローカル SPAN
ローカル SPAN は 1 つのスイッチ内の SPAN セッション全体をサポートします。すべての送信
元ポートおよび宛先ポートは、同じスイッチ内にあります。ローカル SPAN は、1 つ以上の送
信元ポートからのトラフィックを、解析のため宛先ポートにコピーします。
図 1 : 単一デバイスでのローカル SPAN の設定例

ポート 5（送信元ポート）上のすべてのトラフィックがポート 10（宛先ポート）にミラーリン
グされます。ポート 10 のネットワーク アナライザは、ポート 5 に物理的には接続されていま
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せんが、ポート 5 からのすべてのネットワーク トラフィックを受信します。

SPAN の概念および用語
•
SPAN セッション
SPAN セッション（ローカル）を使用すると、1 つのポート上でトラフィックをモニタし、そ
のモニタしたトラフィックを 1 つのポートに送信できます。
ローカル SPAN セッションは、宛先ポートと送信元ポートまたは送信元 VLAN（すべて単一の
ネットワーク デバイス上にある）を結び付けたものです。ローカル SPAN には、個別の送信
元および宛先のセッションはありません。ローカル SPAN セッションはユーザが指定した入力
および出力のパケット セットを収集し、SPAN データ ストリームを形成して、宛先ポートに
転送します。
SPAN セッションでのトラフィックのモニタには、次のような制約があります。
• ポートまたは VLAN を送信元にできますが、同じセッション内に送信元ポートと送信元
VLAN を混在させることはできません。
• 別個のまたは重複する SPAN 送信元ポートと VLAN のセットによって、SPAN 送信元セッ
ションを 2 つ個別に設定できます。スイッチド ポートおよびルーテッド ポートはいずれ
も SPAN 送信元および宛先として設定できます。
• SPAN セッションがスイッチの通常の動作を妨げることはありません。ただし、10 Mbps
のポートで 100 Mbps のポートをモニタするなど、オーバーサブスクライブの SPAN 宛先
は、パケットのドロップまたは消失を招くことがあります。
• SPAN がイネーブルの場合、監視中の各パケットは 2 回送信されます（1 回は標準トラ
フィックとして、もう 1 回は監視されたパケットとして）。したがって、多数のポートま
たは VLAN をモニタすると、大量のネットワーク トラフィックが生成されることがあり
ます。

SPAN の設定
4

SPAN の設定
モニタ対象トラフィック

• ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッショ
ン用に宛先ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない
限り、SPAN セッションはアクティブになりません。

（注）

Catalyst 2960-L スイッチはローカル SPAN のみをサポートします。リモート SPAN（RSPAN）
はサポートされません。また、スイッチはスイッチ ポートの SPAN のみサポートします。VLAN
ベースの SPAN（VSPAN）はサポートされません。

モニタ対象トラフィック
SPAN セッションは、次のトラフィック タイプを監視できます。
• 受信（Rx）SPAN：受信（または入力）SPAN は、スイッチが変更または処理を行う前に、
送信元インターフェイスまたは VLAN が受信したすべてのパケットをできるだけ多くモ
ニタリングします。送信元が受信した各パケットのコピーがその SPAN セッションに対応
する宛先ポートに送られます。
Diffserv コード ポイント（DSCP）の変更など、ルーティングや Quality of Service（QoS）
が原因で変更されたパケットは、変更される前にコピーされます。
受信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、入力 SPAN には影響を与えま
せん。宛先ポートは、実際の着信パケットがドロップされた場合でも、パケットのコピー
を受信します。パケットをドロップする可能性のある機能は、標準および拡張 IP 入力ア
クセス コントロール リスト（ACL）、入力 QoS ポリシング、VLAN ACL、および出力
QoS ポリシングです。
• 送信（Tx）SPAN：送信（または出力）SPAN は、スイッチによる変更または処理がすべ
て実行されたあとに、送信元インターフェイスから送信されたすべてのパケットをできる
限り多くモニタリングします。送信元が送信した各パケットのコピーがその SPAN セッ
ションに対応する宛先ポートに送られます。コピーはパケットの変更後に用意されます。
ルーティングが原因で変更されたパケット（存続可能時間（TTL）、MAC アドレス、QoS
値の変更など）は、宛先ポートで（変更されて）コピーされます。
送信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、SPAN 用の複製コピーにも影
響します。これらの機能には、標準および拡張 IP 出力 ACL、出力 QoS ポリシングがあり
ます。
• 両方：SPAN セッションで、受信パケットと送信パケットの両方について、ポートまたは
VLAN をモニタすることもできます。これはデフォルトです。
switchの輻輳により、入力送信元ポート、出力送信元ポート、または SPAN 宛先ポートでパケッ
トがドロップされることがあります。一般に、これらの特性は互いに無関係です。次に例を示
します。
• パケットは通常どおり転送されますが、SPAN 宛先ポートのオーバーサブスクライブが原
因でモニタされないことがあります。
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• 入力パケットが標準転送されないにもかかわらず、SPAN 宛先ポートに着信することがあ
ります。
• スイッチの輻輳が原因でドロップされた出力パケットは、出力 SPAN からもドロップされ
ます。
SPAN の設定によっては、同一送信元のパケットのコピーが複数、SPAN 宛先ポートに送信さ
れます。たとえば、ポート A での RX モニタ用とポート B での TX モニタ用に双方向（RX と
TX）SPAN セッションが設定されているとします。パケットがポート A からスイッチに入っ
てポート B にスイッチされると、着信パケットも発信パケットも宛先ポートに送信されます。
このため、両方のパケットは同じものになります。レイヤ 3 書き換えが行われた場合には、パ
ケット変更のため異なるパケットになります。
送信元ポート
送信元ポート（別名モニタ側ポート）は、ネットワーク トラフィック分析のために監視するス
イッチド ポートまたはルーテッド ポートです。
スイッチは、任意の数の送信元ポート（スイッチで利用可能なポートの最大数まで）と任意の
数の送信元 VLAN（サポートされている VLAN の最大数まで）をサポートしています。
ただし、スイッチが送信元ポートでサポートするセッション数は最大 1 つです。単一のセッ
ションにポートおよび VLAN を混在させることはできません。
送信元ポートの特性は、次のとおりです。
• モニタする方向（入力、出力、または両方）を指定して、各送信元ポートを設定できま
す。
• すべてのポート タイプ（EtherChannel、ギガビット イーサネットなど）が可能です。
• EtherChannel 送信元の場合は、EtherChannel 全体で、または物理ポートがポート チャネル
に含まれている場合は物理ポート上で個別に、トラフィックをモニタできます。
• アクセス ポート、トランク ポート、ルーテッド ポート、または音声 VLAN ポートに指定
できます。
• 宛先ポートにすることはできません。
• 送信元ポートは同じ VLAN にあっても異なる VLAN にあってもかまいません。
• 単一セッション内で複数の送信元ポートをモニタすることが可能です。
宛先ポート
各ローカル SPAN セッションには、送信元ポートおよび VLAN からのトラフィックのコピー
を受信し、SPAN パケットをユーザ（通常はネットワーク アナライザ）に送信する宛先ポート
（別名モニタ側ポート）が必要です。
宛先ポートの特性は、次のとおりです。
• ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、元のポート設定が上書きされます。SPAN
宛先設定を削除すると、ポートは以前の設定に戻ります。ポートが SPAN 宛先ポートとし
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て機能している間にポートの設定が変更されると、SPAN 宛先設定が削除されるまで、変
更は有効になりません。

（注）

SPAN の宛先ポートに QoS が設定されている場合、QoS はただち
に有効になります。

• ポートが EtherChannel グループに含まれていた場合、そのポートが宛先ポートとして設定
されている間、グループから削除されます。削除されたポートがルーテッド ポートであっ
た場合、このポートはルーテッド ポートでなくなります。
• 任意のイーサネット物理ポートにできます。
• セキュア ポートにすることはできません。
• 送信元ポートにすることはできません。
• 一度に 1 つの SPAN セッションにしか参加できません（ある SPAN セッションの宛先ポー
トは、別の SPAN セッションの宛先ポートになることはできません）。
• アクティブな場合、着信トラフィックはディセーブルになります。ポートは SPAN セッ
ションに必要なトラフィック以外は送信しません。宛先ポートでは着信トラフィックを学
習したり、転送したりしません。
• 入力トラフィック転送がネットワーク セキュリティ デバイスでイネーブルの場合、宛先
ポートはレイヤ 2 でトラフィックを転送します。
• レイヤ 2 プロトコル（STP、VTP、CDP、DTP、PAgP）のいずれにも参加しません。
• 任意の SPAN セッションの送信元 VLAN に所属する宛先ポートは、送信元リストから除
外され、モニタされません。
ローカル SPAN 宛先ポートは、VLAN タギングとカプセル化では次のように動作が異なりま
す。
• ローカル SPAN では、宛先ポートに encapsulation replicate キーワードが指定されている
場合、各パケットに元のカプセル化が使用されます（タグなしまたは IEEE 802.1Q）。こ
れらのキーワードが指定されていない場合、パケットはタグなしフォーマットになりま
す。したがって、encapsulation replicate が有効になっているローカル SPAN セッションの
出力に、タグなしまたは IEEE 802.1Q タグ付きパケットが混在することがあります。

SPAN と他の機能との相互作用
SPAN は次の機能と相互に作用します。
• STP：SPAN セッションがアクティブな間、宛先ポートは STP に参加しません。SPAN セッ
ションがディセーブルになると、宛先ポートは STP に参加できます。送信元ポートでは、
SPAN は STP ステータスに影響を与えません。
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• CDP：SPAN セッションがアクティブな間、SPAN 宛先ポートは CDP に参加しません。
SPAN セッションがディセーブルになると、ポートは再び CDP に参加します。
• VLAN およびトランキング：送信元ポート、または宛先ポートの VLAN メンバーシップ
またはトランクの設定値を、いつでも変更できます。ただし、宛先ポートの VLAN メン
バーシップまたはトランクの設定値に対する変更が有効になるのは、SPAN 宛先設定を削
除してからです。送信元ポートの VLAN メンバーシップまたはトランクの設定値に対す
る変更は、ただちに有効になり、対応する SPAN セッションが変更に応じて自動的に調整
されます。
• EtherChannel：EtherChannel グループを送信元ポートとして設定することはできますが、
SPAN 宛先ポートとして設定することはできません。グループが SPAN 送信元として設定
されている場合、グループ全体がモニタされます。
モニタ対象の EtherChannel グループに物理ポートを追加すると、SPAN 送信元ポート リス
トに新しいポートが追加されます。モニタ対象の EtherChannel グループからポートを削除
すると、送信元ポート リストからそのポートが自動的に削除されます。
EtherChannel グループに所属する物理ポートを SPAN 送信元ポートとして設定し、引き続
き EtherChannel の一部とすることができます。この場合、この物理ポートは EtherChannel
に参加しているため、そのポートからのデータはモニタされます。ただし、EtherChannel
グループに含まれる物理ポートを SPAN 宛先として設定した場合、その物理ポートはグ
ループから削除されます。SPAN セッションからそのポートが削除されると、EtherChannel
グループに再加入します。EtherChannel グループから削除されたポートは、グループ メン
バのままですが、inactive または suspended ステートになります。
EtherChannel グループに含まれる物理ポートが宛先ポートであり、その EtherChannel グルー
プが送信元の場合、ポートは EtherChannel グループおよびモニタ対象ポート リストから削
除されます。
• マルチキャスト トラフィックをモニタできます。出力ポートおよび入力ポートのモニタで
は、未編集のパケットが 1 つだけ SPAN 宛先ポートに送信されます。マルチキャスト パ
ケットの送信回数は反映されません。
• セキュア ポートを SPAN 宛先ポートにすることはできません。
SPAN セッションでは、入力転送が宛先ポートでイネーブルの場合、出力をモニタしてい
るポートでポート セキュリティをイネーブルにしないでください。
• IEEE 802.1x ポートは SPAN 送信元ポートにできます。SPAN 宛先ポート上で IEEE 802.1x
をイネーブルにできますが、SPAN 宛先としてこのポートを削除するまで、IEEE 802.1x は
ディセーブルに設定されます。
SPAN セッションでは、入力転送が宛先ポートでイネーブルの場合、出力をモニタしてい
るポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしないでください。
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SPAN のデフォルト設定
表 1 : SPANのデフォルト設定

機能

デフォルト設定

SPAN ステート

ディセーブル

モニタする送信元ポート トラフィック

受信トラフィックと送信トラフィックの両方
（both）

カプセル化タイプ（宛先ポート）

ネイティブ形式（タグなしパケット）

入力転送（宛先ポート）

ディセーブル

設定時の注意事項
SPAN 設定時の注意事項
• SPAN セッションから送信元ポート、宛先ポート、または VLAN を削除する場合は、no
monitor session session_number source {interface interface-id | vlan vlan-id} グローバル コン
フィギュレーション コマンドまたは no monitor session session_number destination interface
interface-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。宛先インターフェ
イスの場合、このコマンドの no 形式では、encapsulation オプションは無視されます。

SPAN の設定方法
ローカル SPAN セッションの作成
SPAN セッションを作成し、送信元（モニタ対象）ポートまたは VLAN、および宛先（モニタ
側）ポートを指定するには、次の手順を実行します。
手順の概要
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

enable
configureterminal
no monitor session {session_number}
monitor session session_numbersource {interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
end
show running-config
copy running-config startup-config
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SPAN の設定
ローカル SPAN セッションの作成

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

目的
特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

Switch> enable

ステップ 2 configureterminal
例：

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 3 no monitor session {session_number}
例：

セッションに対する既存の SPAN 設定を削除しま
す。
• session_number の範囲は、1 です。

Switch(config)# no monitor session 1

ステップ 4 monitor session session_numbersource {interface
interface-id |vlan vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]

SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象
ポート）を指定します。

例：

• session_number の範囲は、1 です。

Switch(config)# monitor session 1 source interface
gigabitethernet1/0/1

• interface-id には、モニタリングする送信元ポー
トを指定します。有効なインターフェイスに
は、物理インターフェイスおよびポート チャネ
ル論理インターフェイス（port-channel
port-channel-number）があります。有効なポー
トチャネル番号は 1 ～ 48 です。
• vlan-id には、モニタリングする送信元 VLAN を
指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
（注）

1 つのセッションに、一連のコマンド
で定義された複数の送信元（ポートま
たは VLAN）を含めることができま
す。ただし、1 つのセッション内では
送信元ポートと送信元 VLAN を併用
できません。

• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のイン
ターフェイスを指定します。カンマの前後およ
びハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力し
ます。
• （任意）both | rx | tx：モニタするトラフィック
の方向を指定します。トラフィックの方向を指

SPAN の設定
10

SPAN の設定
ローカル SPAN セッションの作成

コマンドまたはアクション

目的
定しなかった場合、送信元インターフェイスは
送信トラフィックと受信トラフィックの両方を
送信します。
• both：受信トラフィックと送信トラフィッ
クの両方をモニタします。
• rx：受信トラフィックをモニタします。
• tx：送信トラフィックをモニタします。
（注）

ステップ 5 例：
Switch(config)# monitor session 1 destination
interface gigabitethernet1/0/2

monitor session
session_numbersource コマンドを
複数回使用すると、複数の送信元
ポートを設定できます。

SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポー
ト）を指定します。
（注）

ローカル SPAN の場合は、送信元および宛
先インターフェイスに同じセッション番号
を使用する必要があります。

• session_number には、ステップ 4 で入力したセッ
ション番号を指定します。
• interface-id には、宛先ポートを指定します。宛
先インターフェイスには物理ポートを指定する
必要があります。EtherChannel や VLAN は指定
できません。
• （任意）[, | -] は、一連または一定範囲のイン
ターフェイスを指定します。カンマの前後およ
びハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力し
ます。
（注）

ステップ 6 end

monitor session session_number destination
コマンドを複数回使用すると、複数の宛先
ポートを設定できます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config)# end
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SPAN 動作のモニタリング

コマンドまたはアクション
ステップ 7 show running-config

目的
入力を確認します。

例：
Switch# show running-config

ステップ 8 copy running-config startup-config
例：

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

Switch# copy running-config startup-config

SPAN 動作のモニタリング
次の表で、SPAN 動作の設定と結果を表示して動作をモニタするために使用するコマンドにつ
いて説明します。
表 2 : SPAN 動作のモニタリング

コマンド

目的

show monitor

現在の SPAN 設定を表示します。
すべての SPAN セッションの設定を表示する
にはキーワード all、ローカル セッションのみ
の設定を表示するにはキーワード local、ある
範囲の SPAN セッションの設定を表示するに
はキーワード range を、それぞれ入力します。

SPAN の設定例
例：ローカル SPAN の設定
次に、SPAN セッション 1 を設定し、宛先ポートへ向けた送信元ポートのトラフィックをモニ
タする例を示します。最初に、セッション 1 の既存の SPAN 設定を削除し、カプセル化方式を
維持しながら、双方向トラフィックを送信元ポート GigabitEthernet 1 から宛先ポート
GigabitEthernet 2 にミラーリングします。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet1/0/2
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encapsulation replicate
Switch(config)# end

次に、SPAN セッション 1 の SPAN 送信元としてのポート 1 を削除する例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

次に、双方向モニタが設定されていたポート 1 で、受信トラフィックのモニタをディセーブル
にする例を示します。
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 rx

ポート 1 で受信するトラフィックのモニタはディセーブルになりますが、このポートから送信
されるトラフィックは引き続きモニタされます。

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

system コマン
ド

『Network Management Command Reference, Cisco IOS Release 15.2(2)E』

エラー メッセージ デコーダ
説明

リンク

このリリースのシステムエラーメッ https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
セージを調査し解決するために、エ
ラー メッセージ デコーダ ツールを
使用します。
標準および RFC
標
準/RFC

タイト
ル

なし

-
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするす 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィー
べての MIB
チャ セットに関する MIB を探してダウンロードするには、次
の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジー http://www.cisco.com/support
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、
マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンライン リソースを
提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、
Cisco Notification Service（Field Notice からアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。

SPAN の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS スイッチ ポート アナライザ
15.2(5)E
（SPAN）：スニファやアナラ
イザまたは RMON プローブを
使用してポートまたは VLAN
のスイッチのトラフィックを
監視できます。
この機能が導入されました。
Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS EtherChannel での SPAN 宛先
15.2(5)E
ポートのサポート：
EtherChannel で SPAN 宛先ポー
トを設定できるようにしま
す。
この機能が導入されました。
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SPAN の機能履歴と情報

リリース

変更内容

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS スイッチ ポート アナライザ
15.2(5)E
（SPAN） - 分散型出力
SPAN：ラインカードにすでに
分散された入力 SPAN ととも
にラインカードに出力 SPAN
機能を分散させます。出力
SPAN 機能をラインカードに
分散させることで、システム
のパフォーマンスが向上しま
す。
この機能が導入されました。
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