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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。

Flexible NetFlowの前提条件
• Flexible NetFlowは、Cisco ONE for Accessライセンスを持つ Catalyst 2960-Xスイッチおよ
び Catalyst 2960-XRスイッチでサポートされています。Catalyst 2960-XRは Catalyst 2960-X
プラットフォームとのスタッキングはできません。

• Cisco Express Forwardingまたはdistributed Cisco Express Forwardingのいずれかが、デバイス
およびFlexibleNetFlowを有効化するすべてのインターフェイスで有効化されていること。
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• NetFlowモニタを付加するターゲットは次のとおりです。

•ポート：EtherChannelなどの論理インターフェイスではなく、物理インターフェイス
のみでサポートされるモニタ接続。物理インターフェイスは、ルーテッドポートまた

はスイッチドポートです。

• VLAN：モニタ接続は、レイヤ 2 VLANではなく、VLANインターフェイス（SVI）
のみでサポートされます。

•次のコマンドで定義される Flexible NetFlowの keyフィールドについてよく理解している
こと。

• match datalink：データリンク（レイヤ 2）フィールド

• match ipv4：IPv4フィールド

• match ipv6：IPv6フィールド

• match transport：トランスポート層フィールド

•次のコマンドで定義される Flexible NetFlowの nonkeyフィールドについてよく理解してい
ること。

• collect counter：カウンタフィールド

• collect flow：フィールド識別フロー

• collect interface：インターフェイスフィールド

• collect timestamp：タイムスタンプフィールド

• collect transport：トランスポート層フィールド

Flexible Netflowに関する制約事項
次に、Flexible NetFlowと Flexible NetFlow Liteに適用される制約事項を示します。

全般的な制約事項

•スイッチ間リンク（ISL）はサポートされていません。

•ポリシーベースの NetFlowはサポートされていません。

• Cisco TrustSecモニタリングはサポートされていません。

•アクセスコントロールリスト（ACL）ベースの NetFlowはサポートされていません。

• NetFlowバージョン 9のみが export-protocolコマンドオプションを使用したFlexibleNetFlow
エクスポータでサポートされます。

• NetFlowバージョン 5はサポートされていません。
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フローレコードの制約事項：

•フローモニタで collect interface outputコマンドをフローレコードの collectフィールドと
して設定した場合、次のアドレスに対してフローが作成されると、このフィールドはNULL
値を返します。

• L2ブロードキャストおよびマルチキャスト

• L3ブロードキャストおよびマルチキャスト

• L2の不明な宛先。

フローモニタで収集インターフェイス出力がフローレコードの collectフィールドとして
設定されている場合、デバイス上の宛先 IPアドレスに基づいてその出力インターフェイ
スが検出されます。各フローモニタで、それぞれに応じた以下のコマンドを設定する必要

があります。

• IPv4フローモニタ：matchipdestinationaddressコマンドを設定します。

• IPv6フローモニタ：match ipv6 destination addressコマンドを設定します。

•データリンクフローモニタ：match datalink mac outputコマンドを設定します。

•事前定義済みのフローレコードはサポートされていません。

モニタの制約事項：

•モニタ接続は、入力方向に限りサポートされます。

•エクスポータはインターフェイスごとに複数サポートされますが、モニタはインターフェ
イスごとに 1つサポートされます。

•モニタでは永続キャッシュと標準キャッシュのみサポートされます。即時キャッシュはサ
ポートされません。

•モニタパラメータがインターフェイスまたは VLANに適用される場合は、それらのモニ
タパラメータは変更できません。

•ポートおよびVLANの両方がモニタに接続されている場合、ポートに着信するトラフィッ
クについて VLANモニタはポートモニタを上書きします。

•フローモニタタイプとトラフィックタイプ（タイプとは、IPv4、IPv6、およびデータリ
ンクを意味します）は、作成するフローで同じである必要があります。

•インターフェイスには IPおよびポートベースのモニタは付加できません。48ポートデバ
イスは最大 48台のモニタ（IPまたはポートベース）をサポートし、256 SVIは最大 256
台のモニタ（IPまたはポートベース）を設定できます。

• show flow monitor flow_namecacheコマンドを実行すると、デバイスは以前のスイッチソ
フトウェアバージョン（Catalyst 2960-S）からのキャッシュ情報を、すべてのフィールド
にゼロが入力された状態で表示します。これらのフィールドはスイッチに適用できないた

め、無視します。
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サンプラーの制限事項：

•ポートと VLANの両方について、デバイスでは合計 4つのサンプラー（ランダムまたは
確定）がサポートされます。

•両方のモードのサンプリング最小レートは、32個のフローの中から1つで、両方のモード
のサンプリング最大レートは 1022個のフローから 1つです。

• ip flowmonitormonitor_name sampler sampler_nameinputコマンドを使用して、インターフェ
イスに付加するときにサンプルとモニタを関連付けます。

•確定サンプラーを使用してモニタを接続する場合は、同じサンプラーを使用するすべての
接続で、4個の使用可能なサンプラーの中から 1つの新しいフリーサンプラーをスイッチ
（ハードウェア）から使用します。サンプラーによるモニタの接続は4つまで許容されま
す。

ランダムサンプラーを使用してモニタを接続する場合は、最初の接続のみがスイッチ（ハー

ドウェア）からの新しいサンプラーを使用します。同じサンプラーを使用する残りのすべ

ての接続は、同じサンプラーを共有します。

この動作のため、確定サンプラーを使用する場合は、サンプリングレートとデバイスが送

信した内容を比較することによって、サンプリングされたフローの正確な数を確認できま

す。同じランダムサンプラーを複数のインターフェイスで使用する場合は、任意のイン

ターフェイスからのフローを常にサンプリングし、他のインターフェイスからのフローは

常にスキップすることができます。

スタック構成の制限事項：

•スタック（ハードウェア）の各デバイスでは、最大16,000個のフローをいつでも作成でき
ます。ただし、フローはソフトウェアのキャッシュに定期的にプッシュされるため、ソフ

トウェアのキャッシュは大容量のフロー（1048Kbのフロー）を保持できます。ハードウェ
アのフローキャッシュから 20秒ごとに（ポールタイマー）200フロー（ポールエント
リ）がソフトウェアにプッシュされます。

• remote command all show platform hulc-fnf poll コマンドを使用して、各スイッチの現
在の NetFlowポーリングパラメータについて報告します。

• show platform hulc-fnf pollコマンドを使用して、マスタースイッチの現在の NetFlow
ポーリングパラメータについて報告します。

•ネットワークフローおよび統計情報はラインレートで収集されます。
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Flexible NetFlowに関する情報

Flexible NetFlowの概要
Flexible NetFlowではフローを使用して、アカウンティング、ネットワークモニタリング、お
よびネットワークプランニングに関連する統計情報を提供します。

フローは送信元インターフェイスに届く単方向のパケットストリームで、キーの値は同じで

す。キーは、パケット内のフィールドを識別する値です。フローを作成するには、フローレ

コードを使用して、フロー固有のキーを定義します。

デバイスは、ネットワーク異常とセキュリティ問題の高度な検出をイネーブルにする Flexible
NetFlow機能をサポートします。FlexibleNetFlowにより、大量の定義済みフィールドの集合か
らキーを選択して、特定のアプリケーションに最適なフローレコードを定義できます。

1つのフローと見なされるパケットでは、すべてのキー値が一致している必要があります。フ
ローは、設定したエクスポートレコードバージョンに基づいて、関係のある他のフィールド

を集めることもあります。フローはFlexible NetFlowキャッシュに格納されます。

エクスポータを使用してFlexibleNetFlowがフローのために収集するデータをエクスポートし、
Flexible NetFlowコレクタなどのリモートシステムにこのデータをエクスポートできます。
Flexible NetFlowコレクタは、IPv4アドレスを使用できます。

モニタを使用してフローのために収集するデータのサイズを定義します。モニタで、フローレ

コードおよびエクスポータを Flexible NetFlowキャッシュ情報と結合します。

以前の NetFlowと Flexible NetFlowの利点
Flexible NetFlowではフローをユーザが定義できます。次に、Flexible NetFlowの利点を示しま
す。

•スケーラビリティ、フロー情報の集約などの、大容量フロー認識。

•セキュリティの監視と dDoSの検出および識別のための拡張されたフローインフラストラ
クチャ。

•フロー情報をネットワーク内の特定のサービスまたはオペレーションに適応させるパケッ
トからの新しい情報。利用できるフロー情報は、FlexibleNetFlowユーザがカスタマイズ可
能。

• Ciscoの柔軟で拡張可能な NetFlow Version 9の活用。

• IPアカウンティング、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ポリシーアカウンティ
ング、永続的キャッシュなどの多数のアカウンティング機能を置換するために使用できる

包括的な IPアカウンティング機能。
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Flexible NetFlowでは、ネットワークの動作を、ネットワーク内で使用されるさまざまなサー
ビスに合わせた特定のフロー情報とともに、より効率的に理解できます。次に、FlexibleNetFlow
機能用の適用例を示します。

• Flexible NetFlowは Cisco NetFlowをセキュリティ監視ツールとして拡張します。たとえ
ば、ユーザがネットワーク内で特定のタイプの攻撃を検索できるように、パケット長や

MACアドレスのために新しいフローキーを定義することができます。

• Flexible NetFlowを使用すると、TCPアプリケーションまたは UDPアプリケーションをパ
ケット内のサービスクラス（CoS）ごとに明確に追跡することによって、ホスト間で送信
されるアプリケーショントラフィックの量を迅速に識別できます。

•サービスクラスごとに各ネクストホップのマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）
か IPコアネットワーク、およびその宛先を入力するトラフィックのアカウンティング。
この機能では、エッジ間のトラフィックマトリクスを構築できます。

次の表に、Flexible NetFlowをネットワークに導入する方法の例を示します。

図 1 : Flexible NetFlowの通常の導入

Flexible NetFlowのコンポーネント
Flexible NetFlowは、いくつかのバリエーションで一緒に使用して、トラフィック分析および
データエクスポートに使用できるコンポーネントで構成されます。Flexible NetFlowのユーザ
定義のフローレコードおよびコンポーネントの構造では、最小限の数のコンフィギュレーショ

ンコマンドで、ネットワーキングデバイスでのトラフィック分析およびデータエクスポート

のためのさまざまなコンフィギュレーションの作成が容易になります。各フローモニタに、フ

ローレコード、フローエクスポータ、およびキャッシュタイプの固有の組み合わせを設定で

きます。フローエクスポータの宛先 IPアドレスなどのパラメータを変更する場合、フローエ
クスポータを使用するすべてのフローモニタに対して自動的に変更されます。同じフローモ

ニタを複数のフローサンプラと組み合わると、さまざまなインターフェイス上でさまざな速度

の同じタイプのネットワークトラフィックをサンプリングできます。ここでは、FlexibleNetFlow
コンポーネントのその他の情報を提供します。
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フローレコード

Flexible NetFlowでは、キーフィールドと非キーフィールドの組み合わせをレコードと呼びま
す。Flexible NetFlowのレコードは Flexible NetFlowフローモニタに割り当てられ、フローデー
タの格納に使用されるキャッシュが定義されます。

フローレコードでは、フロー内のパケットを識別するために Flexible NetFlowで使用するキー
とともに、FlexibleNetFlowがフローについて収集する他の関連フィールドを定義します。キー
と関連フィールドを任意の組み合わせで指定して、フローレコードを定義できます。デバイス

は、幅広いキーセットをサポートします。フローレコードでは、フロー単位で収集するカウ

ンタのタイプも定義します。64ビットのパケットまたはバイトカウンタを設定できます。デ
バイスは、フローレコードの作成時に、デフォルトとして次のmatchフィールドをイネーブル
にします。

• match datalink：レイヤ 2属性

• match ipv4：IPv4属性

• match ipv6：IPv6属性

• match transport：トランスポート層フィールド

• match wireless：ワイヤレスフィールド

ユーザ定義レコード

Flexible NetFlowでは、keyおよび nonkeyフィールドを指定し、実際の要件に合わせてデータ
収集をカスタマイズすることで、Flexible NetFlowフローモニタキャッシュ用の独自のレコー
ドを定義できます。Flexible NetFlowフローモニタキャッシュに対して独自のレコードを定義
する場合、ユーザ定義レコードと呼ばれます。nonkeyフィールドの値は、フロー内のトラフィッ
クに関する追加情報を提供するためにフローに追加されます。nonkeyフィールドの値の変更に
よって新しいフローが作成されることはありません。ほとんどの場合、nonkeyフィールドの値
はフロー内の最初のパケットからのみ取得されます。Flexible NetFlowを使用すると、nonkey
フィールドとして、フロー内のバイト数やパケット数などのカウンター値をキャプチャできま

す。

Flexible NetFlowでは、ヘッダーおよびパケットセクションのタイプに新しいバージョン 9エ
クスポートフォーマットフィールドタイプが追加されます。Flexible NetFlowはNetFlowコレ
クタに、対応するバージョン 9エクスポートテンプレートフィールドで設定されたセクショ
ンサイズを通知します。ペイロードセクションには、対応する長さフィールドがあり、収集

されるセクションの実際のサイズを収集するために使用できます。

フローエクスポータ

フローエクスポータでは、フローモニタキャッシュ内のデータをリモートシステム（たとえ

ば、分析および保管のためにNetFlowコレクタを実行するサーバ）にエクスポートします。フ
ローエクスポータは、コンフィギュレーションで別のエンティティとして作成されます。フ

ローエクスポータは、フローモニタにデータエクスポート機能を提供するためにフローモニ

タに割り当てられます。複数のフローエクスポータを作成して、1つまたは複数のフローモニ
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タに適用すると、いくつかのエクスポート先を指定することができます。1つのフローエクス
ポータを作成し、いくつかのフローモニタに適用することができます。

NetFlowデータエクスポートフォーマットのバージョン 9

NetFlowの基本出力はフローレコードです。NetFlowが改良され、フローレコードのいくつか
のフォーマットが向上しました。NetFlowエクスポートフォーマットの最新の進化は、バー
ジョン 9と呼ばれます。NetFlow Version 9エクスポートフォーマットの識別機能は、テンプ
レートがベースとなります。テンプレートは、レコードフォーマットの設計を拡張可能なもの

にします。NetFlowサービスが将来拡張されても、基本フローレコードフォーマットを変更し
続ける必要がありません。テンプレートを使用すると、次のいくつかの利点があります。

• NetFlowのコレクタを提供したり、サービスを表示したりするアプリケーションを作成す
るサードパーティビジネスパートナーは、新規の NetFlow機能が追加されるたびにアプ
リケーションを再コンパイルする必要はありません。代わりに、既知のテンプレートフォー

マットを記述する外部のデータファイルを使用することができます。

•新規機能は、現在の導入環境を損ねることなく、NetFlowに迅速に追加できます。

•バージョン9フォーマットは新しいプロトコルや開発中のプロトコルに適応できるため、
NetFlowはこれらのプロトコルに対して「将来的に対応」します。

バージョン 9のエクスポートフォーマットは、パケットヘッダーとそれに続く 1つ以上のテ
ンプレートフローセットまたはデータフローセットで構成されています。テンプレートフ

ローセットでは、将来のデータフローセットに表示されるフィールドの説明が提供されます。

このようなデータフローセットは、後で同じエクスポートパケットまたは後続のエクスポー

トパケットで発生する可能性があります。テンプレートフローセットおよびデータフロー

セットは、次の図に示すように、単一のエクスポートパケットに混在させることができます。

図 2 :バージョン 9エクスポートパケット

NetFlow Version 9では、送信されるデータを NetFlowコレクタが理解できるように、テンプ
レートデータを定期的にエクスポートします。また、テンプレートのデータフローセットも

エクスポートします。FlexibleNetFlowの主な利点は、ユーザがフローレコードを設定すると、
バージョン9テンプレートに効率的に変換され、コレクタに転送されることです。下の図に、
ヘッダー、テンプレートフローセットおよびデータフローセットを含めて、NetFlow Version
9エクスポートフォーマットの詳細な例を示します。
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図 3 : NetFlowバージョン 9エクスポートフォーマットの詳細例

バージョン 9エクスポートフォーマットの詳細については、ホワイトペーパー『Cisco IOS
NetFlow Version 9 Flow-Record Format』を参照してください。次の URLから入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/technologies_white_paper09186a00800a3db9.shtml

フローモニタ

フローモニタは Flexible NetFlowのネットワークトラフィックの監視を実行するコンポーネン
トで、インターフェイスに適用されます。

フローデータはネットワークトラフィックから収集され、フローレコードの keyフィールド
および nonkeyフィールドに基づいて監視プロセス中にフローモニタキャッシュに追加されま
す。

Flexible NetFlowは、同じトラフィックのさまざまなタイプの分析を実行するために使用でき
ます。下の図では、入力インターフェイス上の標準トラフィック分析のために設計されたレ

コードと、出力インターフェイス上のセキュリティ分析のために設計されたレコードを使用し

てパケット 1が分析されます。
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図 4 : 2つのフローモニタを使用した同じトラフィックの分析例

下の図に、カスタムレコードを使用して複数のタイプのフローモニタを適用するより複雑な

方法の例を示します。

図 5 :カスタムレコードでの複数のタイプのフローモニタの複雑な使用例

標準

デフォルトのキャッシュタイプは「normal」です。このモードでは、キャッシュ内のエントリ
が timeout active設定と timeout inactive設定に従って期限切れになります。キャッシュエント
リは、期限切れになるとキャッシュから削除され、設定されている何らかのエクスポータに

よってエクスポートされます。
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フローサンプラー

フローサンプラーは、ルータのコンフィギュレーションで別のコンポーネントとして作成され

ます。フローサンプラーは、分析用に選択されるパケットの数を制限することで、 Flexible
NetFlowを実行しているデバイス上の負荷を減らすために使用されます。

サンプラーはランダムサンプリング技術（モード）を使用します。つまり、サンプルを取得す

るときに、ランダムに選択したサンプリング位置が毎回使用されます。

フローサンプリングでは、ルータのパフォーマンスに対するモニタリング精度が交換されま

す。サンプラーをフローモニタに適用すると、フローモニタが分析する必要のあるパケット

数が減少するため、ルータでフローモニタを実行するためのオーバーヘッド負荷が低下しま

す。フローモニタで分析されるパケット数が減少すると、フローモニタのキャッシュに格納

される情報の精度が、それに応じて低下します。

ip flowmonitorコマンドを使用してインターフェイスに適用する場合、サンプラーとフローモ
ニタを組み合わせます。

サポートされている Flexible NetFlowフィールド
次の表では、さまざまなトラフィックタイプおよびトラフィック方向について、FlexibleNetFlow
（FNF）でサポートされるフィールドの統合リストを提供しています。

パケットに VLANフィールドがある場合、その長さは考慮されません。（注）

注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ
2 In

フィール

ド

Keyまた
は Collect
フィール

ド
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注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ
2 In

フィール

ド

フローモニタを入力方向

に適用する場合：

• matchキーワードを使
用し、入力インター

フェイスをkeyフィー
ルドとして使用しま

す。

• collectキーワードを使
用し、出力インター

フェイスを collect
フィールドとして使用

します。このフィール

ドはエクスポートされ

るレコードに含まれま

すが、値は0になりま
す。

—Yes—Yes—Yesインター

フェイス

入力

フローモニタを出力方向

に適用する場合：

• matchキーワードを使
用し、出力インター

フェイスをkeyフィー
ルドとして使用しま

す。

• collectキーワードを使
用し、入力インター

フェイスを collect
フィールドとして使用

します。このフィール

ドはエクスポートされ

るレコードに含まれま

すが、値は0になりま
す。

Yes—Yes—Yes—インター

フェイス

出力

注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

Key
フィール

ド
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注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

YesYesYesYesYesYesフロー方

向

————YesYesEthertype

スイッチ

ポートで

のみサ

ポートさ

れていま

す。

—Yes—Yes—YesVLAN入
力

スイッチ

ポートで

のみサ

ポートさ

れていま

す。

Yes—Yes—Yes—VLAN出
力

スイッチ

ポートで

のみサ

ポートさ

れていま

す。

—Yes—Yes—Yesdot1q
VLAN入
力

スイッチ

ポートで

のみサ

ポートさ

れていま

す。

Yes—Yes—Yes—dot1q
VLAN出
力

スイッチ

ポートで

のみサ

ポートさ

れていま

す。

YesYesYesYesYesYesdot1q優先
度

YesYesYesYesYesYesMAC送信
元アドレ

ス入力

Flexible NetFlowの設定
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注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

——————MAC送信
元アドレ

ス出力

—Yes—Yes—YesMAC宛先
アドレス

入力

Yes—Yes—Yes—MAC送信
先アドレ

ス出力

YesYesYesYes——IPv4バー
ジョン

YesYesYesYes——IPv4 TOS

送信元/宛
先ポー

ト、ICMP
コード/タ
イプ、

IGMPタイ
プ、TCP
フラグの

いずれか

が使用さ

れている

場合に使

用する必

要があり

ます。

YesYesYesYes——IPv4プロ
トコル

YesYesYesYes——IPv4 TTL

——YesYes——IPv4発信
元アドレ

ス

——YesYes——IPv4宛先
アドレス

——YesYes——ICMP IPv4
タイプ
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注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

——YesYes——ICMP IPv4
コード

——YesYes——IGMPタイ
プ

注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

Key
フィール

ド（続

き）

IPバー
ジョンと

同じで

す。

YesYesYesYes——IPv6バー
ジョン

IPプロト
コルと同

じです。

送信元/宛
先ポー

ト、ICMP
コード/タ
イプ、

IGMPタイ
プ、TCP
フラグの

いずれか

が使用さ

れている

場合に使

用する必

要があり

ます。

YesYesYesYes——IPv6プロ
トコル

YesYes————IPv6送信
元アドレ

ス

YesYes————IPv6宛先
アドレス
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注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

IP TOSと
同じで

す。

YesYesYesYes——IPv6トラ
フィック

クラス

IP TTLと
同じで

す。

YesYesYesYes——IPv6ホッ
プリミッ

ト

YesYes————ICMP IPv6
タイプ

YesYes————ICMP IPv6
コード

YesYesYesYes——source-port

YesYesYesYes——dest-port

注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

Collect
フィール

ド

パケット

サイズ =
（FCSを
含むイー

サネット

フレーム

サイズ - 18
バイト）

推奨：

この

フィール

ドを回避

し、Bytes
layer2 long
を使用し

ます。

YesYesYesYesYesYesBytes long

YesYesYesYesYesYesPackets
long

Flexible NetFlowの設定
16

Flexible NetFlowの設定

サポートされている Flexible NetFlowフィールド



注意IPv6 OutIPv6 InIPV4 OutIPv4 Inレイヤ 2
Out

レイヤ 2 Inフィール

ド

YesYesYesYesYesYesTimestamp
absolute
first

YesYesYesYesYesYesTimestamp
absolute
last

すべての

フラグを

収集しま

す。

YesYesYesYesYesYesTCPフラ
グ

YesYesYesYesYesYesBytes
layer2 long

デフォルト設定

次の表に、デバイスの Flexible NetFlowのデフォルト設定を示します。

表 1 : Flexible NetFlowのデフォルト設定

デフォルト設定

1800秒

この設定のデフォルト値は特定の

FlexibleNetFlow設定では高すぎる場
合があります。低い値（180秒また
は 300秒）への変更を検討してくだ
さい。

（注）

フローアクティブタイムアウト

有効、30秒フロータイムアウトの非アクティブ化

1800秒フローアップデートタイムアウト

16640ビットデフォルトキャッシュサイズ

Cisco IOSリリース 15.2(5)E1で、Flexible NetFlowポーリングが 20秒ごとに 200エントリから
5秒ごとに 2000エントリに変更されました。この変更に基づいて、現在のフローカウントは
実際のハードウェアフローカウントを反映し、アクティブなフローにアクティブタイムアウ

トが継続的に発生します。設定されたタイムアウト値に従ってすべてのフローがエクスポート

されます。
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Flexible NetFlowの設定方法
Flexible Netflowを設定するには、次の一般的な手順に従います。

1. フローにキーフィールドおよび非キーフィールドを指定して、フローレコードを作成し
ます。

2. プロトコルを指定して任意のフローエクスポータを作成し、宛先ポート、宛先、およびそ
の他のパラメータを転送します。

3. フローレコードおよびフローエクスポータに基づいて、フローモニタを作成します。

4. 任意のサンプラーを作成します。

5. レイヤ 2ポート、レイヤ 3ポート、または VLANにフローモニタを適用します。

フローレコードの作成

カスタマイズしたフローレコードを設定するには、次のタスクを実行します。

カスタマイズしたフローレコードは、特定の目的でトラフィックデータを分析するために使

用します。カスタマイズしたフローレコードには、keyフィールドとして使用するmatch基準
が 1つ以上必要です。通常は nonkeyフィールドとして使用する collect基準が 1つ以上ありま
す。

カスタマイズしたフローレコードの順列は、数百もの可能性があります。このタスクでは、可

能性のある順列の1つを作成するための手順について説明します。必要に応じて当該タスクの
手順を変更し、要件に合わせてカスタマイズしたフローレコードを作成します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. flowrecord record-name
4. description説明
5. match {ip | ipv6} {destination | source} address
6. 必要に応じてステップ 5を繰り返し、レコードの追加 keyフィールドを設定します。
7. collect counter bytesexportedlongflowsexportedpacketsexportedlong•

•または

collect timestamp sys-uptime {first | last}

8. 必要に応じて上記のステップを繰り返し、レコードの追加nonkeyフィールドを設定しま
す。

9. end
10. showflowrecord record-name
11. showrunning-configflowrecord record-name

Flexible NetFlowの設定
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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。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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：

ステップ 2

Device# configure terminal

フローレコードを作成し、Flexible NetFlowフロー
レコードコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

flowrecord record-name

例：

Device(config)# flow record FLOW-RECORD-1

ステップ 3

•このコマンドでは、既存のフローレコードを
変更することもできます。

（任意）フローレコードの説明を作成します。description説明

例：

ステップ 4

Device(config-flow-record)# description Used for
basic traffic analysis

match {ip | ipv6} {destination | source} addressステップ 5 この例では、IPv4宛先アドレスをレコー
ドの keyフィールドとして設定します。
matchipv4コマンドで利用できるその他
の keyフィールド、および keyフィール
ドの設定に利用できる他の matchコマン
ドの詳細について。

（注）

例：

Device(config-flow-record)# match ipv4
destination address

—必要に応じてステップ 5を繰り返し、レコードの
追加 keyフィールドを設定します。

ステップ 6

入力インターフェイスをレコードの nonkeyフィー
ルドとして設定します。

ステップ 7 • collect counter
bytesexportedlongflowsexportedpacketsexportedlong

•または
この例では、入力インターフェイスをレ

コードのnonkeyフィールドとして設定し
ます。

（注）
collect timestamp sys-uptime {first | last}

例：

Device(config-flow-record)# collect counter bytes

—必要に応じて上記のステップを繰り返し、レコー

ドの追加 nonkeyフィールドを設定します。
ステップ 8

Flexible NetFlowの設定
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目的コマンドまたはアクション

Flexible NetFlowフローレコードコンフィギュレー
ションモードを終了して、特権 EXECモードに戻
ります。

end

例：

Device(config-flow-record)# end

ステップ 9

（任意）指定したフローレコードの現在のステー

タスが表示されます。

showflowrecord record-name

例：

ステップ 10

Device# show flow record FLOW_RECORD-1

（任意）指定したフローレコードの設定が表示さ

れます。

showrunning-configflowrecord record-name

例：

ステップ 11

Device# show running-config flow record
FLOW_RECORD-1

フローエクスポータの作成

フローエクスポートを作成して、フローのエクスポートパラメータを定義できます。

フローエクスポータごとに、1つ宛先のみがサポートされます。複数の宛先にデータをエクス
ポートする場合は、複数のフローエクスポータを設定してフローモニタに割り当てる必要が

あります。

IPv4アドレスを使用して宛先にエクスポートできます。

（注）

手順の概要

1. configureterminal
2. flow exporter name
3. description string
4. destination {ipv4-address} [vrf vrf-name]
5. dscp value
6. source { source type |}
7. transportudp number
8. ttl seconds
9. export-protocol netflow-v9
10. end
11. show flow exporter [name record-name]
12. copy running-config startup-config

Flexible NetFlowの設定
20

Flexible NetFlowの設定

フローエクスポータの作成



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。

configureterminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

フローエクスポータを作成し、フローエクスポー

タコンフィギュレーションモードを開始します。

flow exporter name

例：

ステップ 2

Device(config)# flow exporter ExportTest

（任意）最大 63文字で、このフローの説明を指定
します。

description string

例：

ステップ 3

Device(config-flow-exporter)# description
ExportV9

このエクスポータに IPv4宛先アドレスまたはホス
ト名を設定します。

destination {ipv4-address} [vrf vrf-name]

例：

ステップ 4

Device(config-flow-exporter)# destination
192.0.2.1 (IPv4 destination)

（任意）DSCP（DiffServコードポイント）値を指
定します。範囲は 0～ 63です。デフォルトは 0で
す。

dscp value

例：

Device(config-flow-exporter)# dscp 0

ステップ 5

（任意）設定された宛先でNetFlowコネクタに到達
するために使用するインターフェイスを指定しま

source { source type |}

例：

ステップ 6

す。送信元として次のインターフェイスを設定でき

ます。Device(config-flow-exporter)# source
gigabitEthernet1/0/1

\

（任意）NetFlowコレクタに到達するために使用す
る UDPポートを指定します。範囲は 1～ 65536で
す

transportudp number

例：

Device(config-flow-exporter)# transport udp 200

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

（任意）エクスポータによって送信されるデータグ

ラムの存続可能時間（TTL）値を設定します。範囲
は 1～ 255秒です。デフォルトは 255です。

ttl seconds

例：

Device(config-flow-exporter)# ttl 210

ステップ 8

エクスポータで使用される NetFlowエクスポート
プロトコルのバージョンを指定します。

export-protocol netflow-v9

例：

ステップ 9

Device(config-flow-exporter)# export-protocol
netflow-v9

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 10

Device(config-flow-record)# end

（任意）NetFlowのフローエクスポータ情報を表示
します。

show flow exporter [name record-name]

例：

ステップ 11

Device# show flow exporter ExportTest

（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：

ステップ 12

Device# copy running-config
startup-config

次のタスク

フローレコードおよびフローエクスポータに基づいて、フローモニタを定義します。

フローモニタの作成

カスタマイズしたフローモニタを作成するには、この必須のタスクを実行します。

各フローモニタには、専用のキャッシュが割り当てられています。フローモニタごとに、

キャッシュエントリの内容およびレイアウトを定義するレコードが必要です。これらのレコー

ドフォーマットは、ユーザ定義にすることができます。上級のユーザであれば flowrecordコ
マンドを使用して、カスタマイズしたフォーマットを作成することもできます。

始める前に

カスタマイズしたレコードを使用する場合は、このタスクを実行する前に、カスタマイズした

レコードを作成する必要があります。データをエクスポートするためにフローエクスポータを
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フローモニタに追加する場合は、このタスクを完了する前にエクスポータを作成する必要があ

ります。

フローモニタで recordコマンドのパラメータを変更する前に、no ip flow monitorコマンドを
使用して、フローモニタを適用したすべてのインターフェイスから、フローモニタを削除し

ておく必要があります。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. flow monitor monitor-name
4. description説明
5. record {record-name}
6. cache {entries number | timeout {active | inactive | update} seconds | { normal }
7. 必要に応じてステップ6を繰り返して、このフローモニタのキャッシュパラメータの変

更を完了します。

8. exporter exporter-name
9. end
10. showflowmonitor[[name] monitor-name [cache [format {csv | record | table} ]] ]
11. showrunning-configflowmonitor monitor-name
12. 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。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

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：

ステップ 2

Device# configure terminal

フローモニタを作成し、Flexible NetFlowフローモ
ニタコンフィギュレーションモードを開始します。

flow monitor monitor-name

例：

ステップ 3

•このコマンドでは、既存のフローモニタを変
更することもできます。

Device(config)# flow monitor FLOW-MONITOR-1

（任意）フローモニタの説明を作成します。description説明

例：

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-flow-monitor)# description Used
for basic ipv4 traffic analysis

フローモニタのレコードを指定します。record {record-name}

例：

ステップ 5

Device(config-flow-monitor)# record FLOW-RECORD-1

（任意）フローモニタキャッシュパラメータ（タ

イムアウト値、キャッシュエントリ数、キャッシュ

タイプなど）を変更します。

cache {entries number | timeout {active | inactive |
update} seconds | { normal }

例：

ステップ 6

• timeout active seconds：アクティブフロータイ
ムアウトを設定します。これは、トラフィック

分析の細かさを定義します。範囲は1～604800
秒です。デフォルト値は 1800です。一般的な
値は60または300秒です。推奨値については、
『Configuring Data Export for Cisco IOS Flexible
NetFlowwith FlowExporters』を参照してくださ
い。

コマンドラインのヘルプには記載されて

いますが、entriesキーワードとタイムア
ウト inactiveおよび updateはサポートさ
れません。

（注）

—必要に応じてステップ6を繰り返して、このフロー
モニタのキャッシュパラメータの変更を完了しま

す。

ステップ 7

（任意）事前に作成されたエクスポータの名前を指

定します。

exporter exporter-name

例：

ステップ 8

Device(config-flow-monitor)# exporter EXPORTER-1

Flexible NetFlowフローモニタコンフィギュレー
ションモードを終了して、特権 EXECモードに戻
ります。

end

例：

Device(config-flow-monitor)# end

ステップ 9

（任意）Flexible NetFlowフローモニタのステータ
スを表示します。

showflowmonitor[[name]monitor-name [cache [format
{csv | record | table} ]] ]

例：

ステップ 10

Device# show flow monitor FLOW-MONITOR-2 cache

Flexible NetFlowの設定
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目的コマンドまたはアクション

（任意）指定したフローモニタの設定が表示され

ます。

showrunning-configflowmonitor monitor-name

例：

ステップ 11

Device# show running-config flow monitor
FLOW_MONITOR-1

（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：

ステップ 12

Device# copy running-config
startup-config

サンプラーの作成

サンプラーを作成し、フローの NetFlowサンプリングレートを定義できます。

手順の概要

1. configureterminal
2. sampler name
3. description string
4. mode {deterministic {m - n} | random {m - n}}
5. end
6. show sampler [name]
7. 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。

configureterminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

サンプラーを作成し、サンプラーコンフィギュレー

ションモードを開始します。

sampler name

例：

ステップ 2

Device(config)# sampler SampleTest

（任意）最大 63文字で、このフローの説明を指定
します。

description string

例：

ステップ 3

Flexible NetFlowの設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-flow-sampler)# description samples

ランダムサンプルモードを定義します。mode {deterministic {m - n} | random {m - n}}

例：

ステップ 4

インターフェイスに対してランダムサンプラーまた

は確定的サンプラーのいずれも設定できます。nパ
Device(config-flow-sampler)# mode random 1 out-of

ケットウィンドウから m個のパケットを選択しま1022
す。ウィンドウサイズには、32～1022の範囲のパ
ケットを選択します。

インターフェイスにサンプラーを設定する際は、次

の点に注意してください。

•確定的サンプラー（s1など）を使用してモニタ
を接続する場合、同じサンプラー s1との接続ご
とにデバイス（ハードウェア）から 4つの使用
可能なサンプラーのうちの新しい空きサンプ

ラーの 1つを使用します。したがって、サンプ
ラーとモニタの接続は、4つを超えて行うこと
ができません。

•これとは逆に、ランダムサンプラー（たとえ
ば、この場合も s1など）を使用してモニタを接
続する場合、最初の接続だけがデバイス（ハー

ドウェア）の新しいサンプラーを使用します。

同じサンプラー s1を使用するすべての接続のう
ちの残りは同じサンプラーを共有します。

•この動作により、確定的サンプラーを使用する
際は、サンプリングレートとデバイスが何を送

信するかを比較して、適切な数のフローがサン

プリングされているかを常に確認することがで

きます。複数のインターフェイスに同じランダ

ムサンプラーを使用している場合は、インター

フェイスからのフローを常にサンプリングする

ことができ、他のインターフェイスからのフ

ローは常にスキップできます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-flow-sampler)# end
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目的コマンドまたはアクション

（任意）NetFlowサンプラに関する情報を表示しま
す。

show sampler [name]

例：

ステップ 6

Device show sample SampleTest

（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：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

次のタスク

送信元インターフェイスまたは VLANにフローモニタを適用します。

インターフェイスへのフローの適用

フローモニタおよびオプションのサンプラーをインターフェイスに適用できます。

手順の概要

1. configureterminal
2. interface type
3. {ip flow monitor | ipv6 flow monitor}name [| sampler name] {input | output}
4. end
5. show flow interface [interface-type number]
6. 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。

configureterminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

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、インターフェイスを設定します。

interface type

例：

ステップ 2

インターフェイスコンフィギュレーションのコマン

ドパラメータは次のとおりです。
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

Flexible NetFlowは、サービスモジュールの 1ギガ
ビットまたは 10ギガビットイーサネットインター
フェイスのみでサポートされます。

ポートチャネルインターフェイスには NetFlowモ
ニタを接続できません。サービスモジュールの両方

のインターフェイスが EtherChannelの一部である場
合、両方の物理インターフェイスに監視を接続する

必要があります。

入力または出力パケットに対応するインターフェイ

スに、IPv4または IPv6フローモニタ、およびオプ
ションのサンプラーを関連付けます。

{ip flow monitor | ipv6 flow monitor}name [| sampler
name] {input | output}

例：

ステップ 3

入力と出力の両方向でインターフェイスに複数のモ

ニタを関連付けることができます。
Device(config-if)# ip flow monitor MonitorTest
input

データリンク L2トラフィックフローを監視するに
は、datalink flowmonitor name sampler sampler-name
{input}インターフェイスコマンドを使用します。
この特定のコマンドは、データリンク L2フローモ
ニタおよび必須のサンプラーを入力パケットのイン

ターフェイスに関連付けます。データリンクフロー

モニタがインターフェイスまたはVLANレコードに
割り当てられている場合、非 IPv6または非 IPv4ト
ラフィック用のフローだけが作成されます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config-flow-monitor)# end

（任意）インターフェイスの NetFlow情報を表示し
ます。

show flow interface [interface-type number]

例：

ステップ 5

Device# show flow interface

（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：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config
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VLAN上でのブリッジ型 NetFlowの設定
フローモニタおよびオプションのサンプラーを VLANに適用できます。

手順の概要

1. configureterminal
2. vlan [configuration] vlan-id
3. ip flow monitor monitor name [sampler sampler name] {input }
4. 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。

configureterminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

VLANまたは VLANコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

vlan [configuration] vlan-id

例：

ステップ 2

Device(config)# vlan configuration 30
Device(config-vlan-config)#

入力パケットに対応する VLANに、フローモニタ
およびオプションのサンプラーを関連付けます。

ip flow monitor monitor name [sampler sampler name]
{input }

例：

ステップ 3

Device(config-vlan-config)# ip flow monitor
MonitorTest input

（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：

ステップ 4

Device# copy running-config
startup-config

レイヤ 2 NetFlowの設定
Flexible NetFlowレコード内でレイヤ 2キーを定義できます。このレコードを使用して、レイ
ヤ 2インターフェイスのフローをキャプチャできます。
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手順の概要

1. configureterminal
2. flow record name
3. match datalink {ethertype |mac {destination {addressinput} | source {addressinput}}}
4. match { ipv4 {destination | protocol | source | tos} | ipv6 {destination | flow-label | protocol |

source | traffic-class} | transport {destination-port | source-port}}
5. end
6. show flow record [name]
7. 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。

configureterminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

フローレコードコンフィギュレーションモードを

開始します。

flow record name

例：

ステップ 2

Device(config)# flow record L2_record
Device(config-flow-record)#

レイヤ 2属性をキーとして指定します。この例で
は、入力時のパケットの送信元および宛先のMAC
アドレスがキーです。

match datalink {ethertype |mac {destination
{addressinput} | source {addressinput}}}

例：

ステップ 3

データリンクフローモニタがインターフェ

イスまたは VLANレコードに割り当てら
れている場合、非 IPv4または非 IPv6トラ
フィック用のフローだけが作成されます。

（注）
Device(config-flow-record)# match datalink mac
source address input
Device(config-flow-record)# match datalink mac
destination address input

追加のレイヤ 2属性をキーとして指定します。この
例では、IPv4プロトコルと ToSがキーです。

match { ipv4 {destination | protocol | source | tos} | ipv6
{destination | flow-label | protocol | source | traffic-class}
| transport {destination-port | source-port}}

ステップ 4

例：

Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol
Device(config-flow-record)# match ipv4 tos

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Flexible NetFlowの設定
30

Flexible NetFlowの設定

レイヤ 2 NetFlowの設定



目的コマンドまたはアクション

Device(config-flow-record)# end

（任意）インターフェイスの NetFlow情報を表示し
ます。

show flow record [name]

例：

ステップ 6

Device# show flow record

（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：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

Flexible NetFlowの監視
次の表にあるコマンドを使用して、Flexible NetFlowをモニタリングできます。

表 2 : Flexible NetFlowのモニタリングコマンド

目的コマンド

NetFlowのフローエクスポータ情報と統計情
報を表示します。

show flow exporter [broker | export-ids | name |
name | statistics | templates]

NetFlowのフローエクスポータ情報と統計情
報を表示します。

show flow exporter [ name exporter-name]

NetFlowインターフェイスに関する情報を表示
します。

show flow interface

NetFlowのフローモニタ情報と統計情報を表
示します。

show flow monitor [ name exporter-name]

フローモニタの統計情報を表示します。show flow monitor statistics

指定された形式でフローモニタのキャッシュ

の内容を表示します。

show flow monitor cache format {table | record
| csv}

NetFlowのフローレコード情報を表示します。show flow record [ name record-name]

WLANの NetFlowモニタのインストールス
テータスを表示します。

show flow ssid
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目的コマンド

NetFlowサンプラに関する情報を表示します。show sampler [broker | name | name]

デバイスで設定されたWLANを表示します。show wlan wlan-name

Flexible NetFlowの設定例

例：フローの設定

フローを作成し、そのフローをインターフェイスに適用する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Device(config)# flow export export1
Device(config-flow-exporter)# destination 10.0.101.254
Device(config-flow-exporter)# transport udp 2055
Device(config-flow-exporter)# exit
Device(config)# flow record record1
Device(config-flow-record)# match ipv4 source address
Device(config-flow-record)# match ipv4 destination address
Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol
Device(config-flow-record)# match transport source-port
Device(config-flow-record)# match transport destination-port

Device(config-flow-record)# collect counter byte long
Device(config-flow-record)# collect counter packet long
Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first
Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last
Device(config-flow-record)# exit
Device(config)# flow monitor monitor1
Device(config-flow-monitor)# record record1
Device(config-flow-monitor)# exporter export1
Device(config-flow-monitor)# exit
Device(config)# interface tenGigabitEthernet 1/0/1
Device(config-if)# ip flow monitor monitor1 input
Device(config-if)# end

NetFlowに関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『NetFlow Command Reference』Flexible NetFlowの CLIコマン
ド
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マニュアルタイトル関連項目

『Consolidated PlatformCommandReference』Catalyst 2960-Xのコマンド

『Consolidated PlatformCommandReference』Catalyst 2960-XRのコマンド

標準および RFC

Title標

準/RFC

『Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9』RFC
3954

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

シスコのテクニカルサポート

Link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、

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。

Flexible NetFlowの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。
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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にアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 3 : Flexible NetFlowの機能情報

機能情報リリース機能名

NetFlowは、ルータを通過するパケットの統計情報が得ら
れる Cisco IOSテクノロジーです。NetFlowは、IPネット
ワークから実際の IPデータを取得するための標準規格で
す。NetFlowは、ネットワークとセキュリティの監視、
ネットワーク計画、トラフィック分析、および IPアカウ
ンティングをイネーブルにするためのデータを提供しま

す。

この機能は、Cisco IOSリリース 15.2(5)E1で Cisco Catalyst
2960シリーズスイッチと Cisco Catalyst 2960シリーズス
イッチ向けに導入されました。

Cisco IOS Release
15.2(5)E1

Flexible
NetFlow

この機能は、Cisco IOSリリース 15.0(2)EX1でCiscoCatalyst
2960-XRシリーズスイッチ向けに導入されました。

Cisco IOSリリー
ス 15.0(2)EX1

Flexible
NetFlow Lite
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