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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。

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 | all | local | remote}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または RSPAN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。
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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。

図 1：単一デバイスでのローカル SPAN の設定例

SPAN の概念および用語
•

SPAN セッション

SPANセッション（ローカルまたはリモート）を使用すると、1つまたは複数のポート上、あるい
は 1つまたは複数の VLAN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つま
たは複数の宛先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またはRSPAN
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または RSPAN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
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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。

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。

（注）

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。
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•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。

•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または VLANでサポートするセッション数は最大 4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。

•複数の SPANセッションでモニタできます。

•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セッションまたは RSPAN宛先セッションには、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。
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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。

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。

（注）

•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または RSPAN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または RSPAN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
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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。STPは RSPAN
VLANを伝送するトランクポート上でアクティブにできます。

• 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 および RSPAN のデフォルト設定

デフォルト設定機能

ディセーブルSPANステート

受信トラフィックと送信トラフィックの両方（both）モニタする送信元ポートトラフィック

ネイティブ形式（タグなしパケット）カプセル化タイプ（宛先ポート）

ディセーブル入力転送（宛先ポート）

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。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. no monitor session {session_number | all | local | remote}
4. monitor session session_numbersource {interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
5.
6. end
7. show running-config
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 2   

セッションに対する既存の SPAN設定を削除します。no monitor session
{session_number | all | local |
remote}

ステップ 3   

• session_numberの範囲は、1～ 66です。

例：

Switch(config)# no monitor
session all

• all：すべての SPANセッションを削除します。

• local：すべてのローカルセッションを削除します。

• remote：すべてのリモート SPANセッションを削除します。

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。

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

ステップ 4   

• session_numberの範囲は、1～ 66です。

例：

Switch(config)# monitor

• 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-channelport-channel-number）
があります。有効なポートチャネル番号は 1～ 48です。session 1 source interface

gigabitethernet1/0/1

• 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（RSPAN VLANは除く）。
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

•（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。

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。

（注）

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。
例：

Switch(config)# monitor

ステップ 5   

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。

（注）

session 1 destination
• 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
gigabitethernet1/0/2

• 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。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（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。copy running-config
startup-config

ステップ 8   

例：

Switch# copy running-config
startup-config

ローカル SPAN セッションの作成および着信トラフィックの設定
SPANセッションを作成し、さらに送信元ポートまたは VLANおよび宛先ポートを指定した後、
宛先ポートでネットワークセキュリティデバイス（Cisco IDSセンサー装置等）用に着信トラ
フィックをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. no monitor session {session_number | all | local | remote}
4. monitor session session_numbersource {interface interface-id |vlan vlan-id} [, | -] [both | rx | tx]
5. monitor session session_numberdestination {interface interface-id [, | -] [encapsulation replicate[ingress

{dot1q vlan vlan-id | untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}
6. end
7. show running-config
8. 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

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）。

enable

例：

Switch> enable

ステップ 1   

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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 2   

セッションに対する既存の SPAN設定を削除します。no monitor session {session_number | all |
local | remote}

ステップ 3   

• session_numberの範囲は、1～ 66です。

例：

Switch(config)# no monitor session all

• all：すべての SPANセッションを削除します。

• local：すべてのローカルセッションを削除します。

• remote：すべてのリモート SPANセッションを削除しま
す。

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。

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

ステップ 4   

例：

Switch(config)# monitor session 2
source gigabitethernet1/0/1 rx

SPANセッション、宛先ポート、パケットカプセル化、およ
び入力 VLANとカプセル化を指定します。

monitor session session_numberdestination
{interface interface-id [, | -] [encapsulation
replicate[ingress {dot1q vlan vlan-id |
untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}

ステップ 5   

• 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。

例：

Switch(config)# monitor session 2

• 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。destination interface
gigabitethernet1/0/2 ingress dot1q
vlan 6

•（任意）[, | -]：一連のインターフェイスまたはインター
フェイス範囲を指定します。カンマまたはハイフンの前

後にスペースを 1つずつ入力します。

• ingress：宛先ポートでの着信トラフィックの転送をイ
ネーブルにして、カプセル化タイプを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

◦ dot1q vlan vlan-id：デフォルトのVLANとして指定
したVLANで、IEEE 802.1Qでカプセル化された着
信パケットを受信します。

◦ untagged vlan vlan-idまたは vlan vlan-id：デフォル
トの VLANとして指定した VLANで、タグなしで
カプセル化された着信パケットを受信します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 7   

（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。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 8   

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。
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表 2：SPAN 動作のモニタリング

目的コマンド

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。

show monitor

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
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。

次に、SPANセッション 2内の既存の設定を削除し、VLAN 1～ 3に属するすべてのポートで受信
トラフィックをモニタするように SPANセッション 2を設定し、モニタされたトラフィックを宛
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先ポート GigabitEthernet 2に送信する例を示します。さらに、この設定は VLAN 10に属するすべ
てのポートですべてのトラフィックをモニタするよう変更されます。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 10
Switch(config)# end

次に、SPANセッション 2の既存の設定を削除し、送信元ポート GigabitEthernet 1上で受信される
トラフィックをモニタするように SPANセッション 2を設定し、送信元ポートと同じ出力カプセ
ル化方式を使用してそれを宛先ポート GigabitEthernet 2に送信し、VLAN 6をデフォルトの入力
VLANとして IEEE 802.1Qカプセル化を使用する入力転送をイネーブルにする例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source gigabitethernet1/0/1 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 encapsulation
replicate ingress dot1q vlan 6
Switch(config)# end

次に、SPANセッション 2の既存の設定を削除するとともに、ギガビットイーサネットトランク
ポート 2で受信したトラフィックを監視するよう SPANセッション 2を設定する例を示します。

例：RSPAN VLAN の作成
この例は、RSPAN VLAN 901の作成方法を示しています。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# remote span
Switch(config-vlan)# end

次に、セッション 1に対応する既存の RSPAN設定を削除し、複数の送信元インターフェイスを
モニタするように RSPANセッション 1を設定し、さらに宛先を RSPAN VLAN 901に設定する例
を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 tx
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Switch(config)# monitor session 1 source interface port-channel 2
Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 901
Switch(config)# end

次に、RSPANセッション 2の既存の設定を削除し、トランクポート 2で受信されるトラフィッ
クをモニタするように RSPANセッション 2を設定し、VLAN 1～ 5および 9に対してのみトラ
フィックを宛先 RSPAN VLAN 902に送信する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
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Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902
Switch(config)# end

次に、送信元リモート VLANとして VLAN 901、宛先インターフェイスとしてポート 1を設定す
る例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config)# end

次に、RSPANセッション 2で送信元リモート VLANとして VLAN 901を設定し、送信元ポート
GigabitEthernet 2を宛先インターフェイスとして設定し、VLAN 6をデフォルトの受信VLANとし
て着信トラフィックの転送をイネーブルにする例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# monitor session 2 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 ingress vlan 6
Switch(config)# end

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

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

systemコマンド

エラーメッセージデコーダ

リンク説明

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

このリリースのシステムエラーメッセージを

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

タイトル標準/RFC

-なし
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィー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

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/support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、CiscoNotificationService（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
変更内容リリース

スイッチポートアナライザ

（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
15.2(5)E
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変更内容リリース

EtherChannelでの SPAN宛先
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。

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E

スイッチポートアナライザ

（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。

Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)ECisco IOS
15.2(5)E
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